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2022 年 4 月 22 日 
 

コーポレートガバナンスに関する基本方針 

株式会社キトー 

 

1. コーポレートガバナンスの基本的な考え方 

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図るため、経営の透明性・公正性を確保し、迅速・果

断な意思決定により経営の活力を増大させることがコーポレートガバナンスの要諦であると考え、次の基

本的な考え方に沿ってコーポレートガバナンスの充実に取り組みます。 

(1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保します。 
(2) 株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働します。 
(3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保します。 
(4) 取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、当社の持続的成長と中長期的な企業価値

の向上、収益力・資本効率等の改善を図るため、経営の監督と執行の分離や社外取締役による経営監

督機能の強化に取り組みます。 
(5) 株主との間で建設的な対話を行います。 
 
2. 株主の権利・平等性の確保 
(1) 当社は、株主総会における議決権をはじめとする株主の権利が実質的に確保されるよう、適切な対応

を行います。 
(2) 当社は、株主総会が会社の基本的な方針や重要な事項を決定する重要な機関であり、また、株主との

建設的な対話の場であることを認識し、株主の十分な権利行使期間を確保し、株主が適正に権利行使

できる環境を整備します。 
(3) 当社は、集中日を回避した定時株主総会の実施に努め、株主が総会議案を十分に検討する期間を確保

できるよう招集通知を早期に発送するとともに当社ホームページに開示します。 
(4) 当社は、株主総会に出席しない株主が適切に議決権を行使できるよう、議決権電子行使プラットフォ

ームを利用します。 
 
3. 株主との対話 

当社は、株主との建設的な対話を通じて、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図るため、次のとお

り対応します。 
(1) 株主との対話は IR 担当取締役及び IR 担当部門が担当し、株主から面談の希望を受けた場合、その趣

旨・目的等を勘案し、合理的な範囲で対応します。 
(2) 対話に際しては、社長及び経営陣幹部及び関連各部と連携し、適切な対応を行うよう努めます。 
(3) 株主総会のほか、投資家説明会、株主総会後の株主懇談会、株主アンケート等を継続的に実施し、株

主との対話の手段の充実に努めます。 
(4) 対話において把握された株主の意見・懸念等を集約し、経営陣幹部や取締役会及び関係部門へフィー

ドバックし、情報の共有・活用を図っていきます。 
(5) 対話に際しては、内部規定に基づき、インサイダー情報の管理を徹底します。 
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(6) 株主との建設的な対話に資するため、必要に応じて実質株主の判明調査等を行い、自らの株主構造の

把握に努めます。 
 
4. 情報開示の充実 
(1) 当社は、情報開示に関する基準及び手続きを定め、株主をはじめとするステークホルダーへ迅速かつ

正確な情報が伝達できるよう努めます。 
(2) 当社は、諸法令や有価証券上場規程等が定める重要事実に該当しない情報であっても、株主・投資家

の投資判断に影響を与えると思われる情報や、当社を理解いただくために有用であると判断される情

報については、可能な範囲で自主的に開示し、当社ホームページにも掲載します。また、当該情報に

は当社の財政状態、経営戦略、リスク並びにガバナンス及び社会・環境問題に関する事項も含むもの

とします。 
(3) 海外の株主・投資家向けに英文での株主総会招集通知を当社ホームページに公開するほか、その他の

情報・資料についても英文での情報開示に努めます。 
 
5. 資本政策等 
当社は、株主総会や決算説明会等を通じて、当社の資本政策や配当性向について方針等を示し、そのため

の施策等を明確に説明します。 
 
6. 政策保有株式 
(1) 政策保有に関する方針 

当社は、事業戦略上の重要性、取引先との事業上の関係等を総合的に勘案し、保有する株式数を含め

合理性があると認める場合に限り、上場株式を政策的に保有し、定期的に保有の合理性を検証します。

又、検証の結果、保有の意義が希薄と考えられる政策保有株式については、可能な限り速やかに処分・

縮減していくことを基本方針とします。 
(2) 議決権の行使 

投資先の経営方針を尊重したうえで、株主還元姿勢、コーポレートガバナンス、当社の中長期的な企

業価値向上に資するかどうかや、今後の取引関係の見通し及び社会的責任の観点等から議案ごとに確

認して、議決権の行使を判断します。 
(3) 政策保有株主からの株式売却等 

当社は、当社株式を政策保有する株主から当社株式の売却等の意向を受けた場合、政策保有株主の意

向を尊重します。 
(4) 政策保有株主との間で会社や株主の利益を害する取引を行なわないこと 

当社は、取引先が政策保有株主であるか否かに係らず、取引においては経済合理性を十分に検証し、

会社や株主共同の利益を害するような取引は行ないません。 
 
7. 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 
 当社は、企業年金の積立金の運用が従業員の安定的な資産形成に加え、自らの財政状態にも影響を与え

ることを踏まえ、企業年金の運用の専門性を高めてアセットオーナーとして期待される機能を発揮すべく、

計画的な人材の育成や運用面における取組みを行うとともに計画的な配置に努めてまいります。 
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8. ステークホルダーとの適切な協働 
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため、株主を初めとする全てのステークホルダーと

の協働が必要不可欠であるとの認識のもと、ステークホルダーとの協働を実践するため、当社の行動規範

を定めるほか、取締役会・経営陣は、ステークホルダーの権利・立場や企業倫理を尊重する企業風土の醸成

に努めます。 
 
9. 経営戦略、経営計画 
(1) 取締役会は、企業理念、経営戦略及び経営計画を定め、当社ホームページに掲載し、また、経営戦略

及び経営計画は、決定の都度、開示します。 
(2) 当社は、当社グループの企業理念として、下記を定めて、お客様に満足と感動を提供することを当社

グループの存在価値と認識し、キトー・コンプライアンス・マニュアル（企業倫理規範）を企業倫理

の基本として変動する社会・経済環境に対応した迅速な意思決定をすることにより、株主価値を高め

ることを経営上の最も重要な課題の一つと位置づけます。その上で、コーポレートガバナンスの充実

のために、株主総会の充実、取締役会の監督機能の強化、監査役の監査機能の強化、情報開示の高度

化等に取り組みます。 
記 

1. キトーの使命～すべてのお客様に満足と感動を 
2. キトーの品質～すべての社員の念（おも）いをこめて 
3. キトーにおける革新～不断の改革と高い目標へのチャレンジ 
4. キトー（らしさ）の基本～誠実、正直、誇り、感謝 

     
10. 取締役会の体制 
(1) 当社は、経営の意思決定・監督機関としての取締役会と、その意思決定に基づく業務執行機能の分離

を目的として、執行役員制度を設けます。 
(2) 当社は、性別、国籍等を問わない多様な人材が当社グループの事業に新たな発想とアイデアをもたら

し、イノベーションの原動力となると確信し、多様性の確保を推進しております。この方針に基づき、

取締役会は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に必要な取締役会全体としての知識・

経験・能力のバランスと多様性を確保するため、社外取締役については、企業経営者、学識経験者等

から経験・見識・専門性を考慮して選任します。 社内取締役については、営業や製造等の事業部門経

験者、また企画・開発・管理部門の経験者から選任し、多様性を確保します。 
 
11.  監査役会の体制 
(1) 当社の監査役会は、取締役会から独立した組織として、法令に基づく権限を行使すること等により、

取締役の職務の執行、当社及び子会社の内部統制の体制・財務状況等についての監査を行います。 
(2) 監査役は、財務及び会計に関する十分な知見を有する者及び法務に関する十分な知見を有する者を

夫々１名選任します。 
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12.  委員会の体制 
当社は、監査役会設置会社であって独立社外取締役が取締役の過半数に達してはおりませんが、取締役・

執行役員候補者の選任及び報酬について、社外取締役を主たる構成員とする任意の委員会である指名報酬

委員会（以下「指名報酬委員会」という。）で検討し、取締役会に勧告し、取締役会で決定します。 
 
13.  取締役及び取締役会の役割・責務 
(1) 取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、効率的かつ実効的なコーポレートガバナ

ンスを実現し、それを通じて、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図ることについて責

任を負います。 
(2) 取締役会は、前項の責任を果たすため、経営全般に対する監督機能を発揮して経営の公正性・透明性

を確保するとともに、指名報酬委員会からの勧告を受け、社長その他の経営陣の選解任、評価及びそ

の報酬の決定を行います。なお、取締役会は経営陣の評価及びその報酬の決定について、指名報酬委

員会に委任できるものとします。又、取締役会は、当社が直面する重大なリスクの評価及び対応策の

策定並びに法令及び社内規定に基づく当社の重要な業務執行の決定等を通じて、当社のために最善の

意思決定を行うとともに、取締役会決議事項及び経営陣の決裁権限を定め、経営陣に対する委任の範

囲を明確にします。 
(3) 取締役会は、当社の中期経営基本方針や中期経営計画方針について、自由闊達な意見交換のもとで建

設的な議論をして決定します。取締役会の重要な議案については、社外取締役に事前説明を行うこと

や、取締役会とは別途、社外取締役と経営陣の間で、当社を取り巻く経営環境や役員人事等に関する

意見交換を行う等、取締役会において建設的な議論・意見交換ができるように努めます。 
(4) 社外取締役は、自身の専門的な知識や経験に基づき、取締役会において意見を述べ、必要に応じて問

題提起を行います。取締役会は、これら決定を踏まえ、年度事業計画の決定並びに法令、定款及び「取

締役会規定」にて定められた重要事項の意思決定を行います。 
(5) 取締役会及び経営陣幹部は、中期経営計画も株主に対するコミットメントの一つと位置づけ、その実

現に向けて最善の努力を行います。仮に、中期経営計画が目標未達成に終わった場合には、その原因

や当社が行った対応の内容を十分に分析し、株主に説明を行うとともに、その分析を次期以降の計画

に反映させます。 
(6) 取締役会は、独立した客観的な立場から、取締役・経営陣に対する実効性の高い監督を行うことを主

要な役割・責務の一つと捉え、適切に会社の業績等の評価を行い、その評価を経営陣幹部の人事に反

映します。 
(7) 取締役会は、適時かつ正確な情報開示が行われるよう監督を行うとともに、内部統制やリスク管理体

制を適切に整備します。 
(8) 取締役会は、代表取締役社長が原案を作成し、指名報酬委員会による審議とその勧告を受けて策定さ

れた後継者育成計画を取締役会で審議し、決定します。又、取締役会は、決定された育成計画の実施

状況を定期的に検証し、計画変更を求める等を行うことにより適切に監督します。 

 
14.  経営陣幹部と取締役・監査役の選解任 
(1) 取締役候補者については、当社では、夫々の人格及び見識並びに前記第 10 項第 2 号に記載する事項

等を十分考慮の上、取締役として株主からの経営の委任に応え、その職務と責任を全うできる適任者
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を取締役候補者として選定する方針とします。この方針に基づき、取締役候補者を指名報酬委員会か

ら取締役会に勧告するよう制度化し、候補者を決定します。 
(2) 監査役候補者については、当社では、企業経営における監査並びに監査役の機能の重要性と、候補者

の人格・見識を十分考慮の上、当社の監査役として職務を全うできる適任者を監査役候補者として選

定する方針とします。この方針に基づき、指名報酬委員会から取締役会に勧告するよう制度化し、株

主総会への選任議案提出に関する監査役会の同意を得て、候補者を決定します。 
(3) 執行役員については、当社では、夫々の人格及び見識等を十分考慮の上、執行役員として取締役会か

らの業務執行の委任に応え、その職務と責任を全うできる適任者を執行役員として選定する方針とし

ます。この方針に基づき、執行役員候補者を指名報酬委員会から取締役会に勧告し、取締役会にて決

定します。 
(4) 取締役及び監査役の解任については、選定と同様、指名報酬委員会から取締役会に勧告し、取締役会

にて、株主総会に提出する議案を決定します。また執行役員の解任については、指名報酬委員会から

取締役会に勧告し、取締役会にて決定します。 
(5) 取締役会は、代表取締役の選任は、当社における最も重要な戦略的意思決定であることを踏まえ、指

名報酬委員会にて審議し、指名報酬委員会からの勧告を受け、十分な時間と資源をかけ、資質を備え

た代表取締役を選任します。また取締役会は、業績等の適切な評価を踏まえ、代表取締役がその機能

を十分に発揮していないと認められる場合に、代表取締役を解任するための客観性・適時性・透明性

ある手続きを確立します。 
(6) 取締役会は、経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補者の指名を行う際は、その選解任・指名につ

いて招集通知及び当社ホームページ等で開示します。 
 
15.  関連当事者間の取引 
当社と取締役、経営陣若しくは支配株主等の関連当事者との間で利益相反取引を行う場合又は取締役若

しくは経営陣が競業取引を行う場合には、取締役会規定に基づき当該取引を取締役会に上程し、承認を得

るものとします。 
 

16.  取締役及び執行役員の報酬 
(1) 取締役会は、社外取締役が過半数を構成する指名報酬委員会にて設計された経営陣の報酬制度案を受

け、経営陣にとって持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能すべく、中長期的な業績

と連動する報酬について、現金報酬及び自社株報酬の割合を勘案しながら審議し、決定します。 
(2) 取締役会は、指名報酬委員会からの勧告を受け、前記により決定された報酬制度を踏まえ、各取締役

の報酬額を審議し、決定します。 
(3) 社外取締役報酬については固定報酬のみとし、就任・改訂時、取締役会にて審議決定します。 
(4) 取締役会は、(1)～(3)で定める経営陣の報酬制度及び個人別の報酬額の決定を指名報酬委員会に委任で

きるものとします。 
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17.  兼任 
当社は、取締役及び監査役に対し、その役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を当社の

業務に振り向け、兼任については合理的な範囲に留めるよう求めます。重要な兼任状況については、株主総

会招集通知、有価証券報告書及びコーポレートガバナンスに関する報告書等において、毎年開示します。 

 
18.  社外取締役 
(1) 当社は、人格・見識が高く経験に富んだ複数者を社外取締役として選任し、透明性の高い経営の実現

に取り組みます。 
(2) 当社の社外取締役は、取締役の業務執行の監督、経営方針や経営計画等に対する意見の表明及び取締

役や主要株主等との利益相反取引の監督等を行うほか、指名報酬委員会の主要な構成員として、代表

取締役社長・取締役・執行役員の業績評価による報酬の取締役会への勧告及び取締役会からの委任を

受けたうえでの決定並びに取締役・監査役・執行役員候補者の選任の勧告を行います。 
(3) 当社は、社外取締役の選任に当たっては、別紙「社外役員の独立性に関する基準」に合致するか否か

を検討しつつ、本人の人格、見識、及び経歴に基づき、指名報酬委員会から取締役会に勧告するよう

制度化し、候補者を決定します。 
(4) 社外取締役は、業務執行部門との意思疎通を円滑にし、必要な調整を図ることにより取締役会におけ

る議論を活発かつ実効的なものとするため、社外取締役のみを構成員とする会合を定期的に開催する

などして、独立した客観的な立場に基づく情報交換・情報共有を図るとともに、経営陣や監査役・監

査役会との連携を図ります。 
 
19.  監査役及び監査役会の責務・運営 
(1) 監査役は、取締役会その他社内の重要な会議に出席し、事業報告の請求、業務・財産の調査等の権限

を行使する等して、情報収集に積極的に努め、取締役の職務の執行、内部統制、業績、財務状況等に

ついて監査を実施します。 
(2) 監査役は、社外取締役、内部監査部門及び会計監査人と連携を図り、実効的かつ有効な監査の実現に

努めます。 
(3) 当社は、監査業務を補助、支援するとともに、必要な情報が適確に監査役に提供される環境を整備し

ます。 
 
20.  取締役会の実効性 
当社では、今後、毎年、取締役会の実効性に関する分析・評価を実施し、その結果の概要を開示すると共

に、評価手法を含めて毎年改善します。 
 
21.  取締役会の情報入手と支援体制 
(1) 取締役・監査役については、管理部門が中心となり、支援体制を構築します。 
(2) 取締役会は、年間の開催スケジュールに基づき、原則として毎月開催します。また、取締役会事務局

は、取締役会の資料及びそれ以外の資料についても、その会日に先立ち、適切に十分な情報を提供し

ます。 
(3) 取締役は、透明・公正かつ迅速・果断な会社の意思決定を行うため、情報が必要と考える場合には、
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取締役会事務局である経営企画部門や関連部門に情報提供を求め、各部門は要請に基づき必要な情報

を速やかに提出します。 
(4) 監査役は、適切に必要な情報を入手する他、取締役及び使用人が監査役会に報告すべき事項について

適宜適切な情報収集に努めます。また、取締役・監査役は必要な情報が円滑に提供されているか確認

します。 
(5) 当社は、当社グループの事業展開において、専門的な助言を得ることを目的として、随時、外部専門

家をコンサルタントとして起用しており、取締役及び監査役が外部の専門家の助言を得るために要し

た費用は当社が負担します。 
 
22.  会計監査人 
 当社は、会計監査の独立性を確保し、適正な監査の確保に向けて経営陣、監査役、内部監査部門等と情

報交換や連携を行う体制を確保します。また、会計監査人の選任については、独立性が確保され、多様な

情報を提供できるグローバルなネットワークを有し、国際水準の高品質な監査が可能な監査法人を会計監

査人として選任します。 

 

（以下、余白） 
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別紙 第18項3号関係 

 

社外役員の独立性に関する基準 
 

当社は、社外取締役及び社外監査役（以下、総称して「社外役員」という。）の独立性について、株式会社東京

証券取引所が定める独立性基準を満たすことを前提としつつ、当社の事業展開に対する積極的な提言や問題提

起を期待することができるか否かといった観点から、その独立性を判断する。具体的には、社外役員が、以下の

何れにも該当しない場合において、上記観点も踏まえて、その独立性を判断する。 
 
1. 当社グループ（当社を含む当社グループ各社をいう。以下同じ。）を主要な取引先とする者又はその業務執

行者 

2. 当社グループの主要な取引先又はその業務執行者 

3. 当社の大株主又はその業務執行者 

4. 当社グループの大口出資先の業務執行者 

5. 当社グループから多額の寄付を受けている者又はその業務執行者 

6. 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている （役員報酬以外に過去3年平均にて、

その者の売上高若しくは総収入金額の2%又は1,000万円のいずれか高い方の額を超える財産を受けている

場合）コンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家（当該財産を得ている者が法人、

組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。） 

7. 当社グループの法定監査を行う監査法人に所属する者 

8. 当社グループの業務執行者が現在又は過去3年以内に社外役員の相互就任の関係にある先の出身者 

9. 過去3年間において、上記1.から8.までに該当していた者 

10. 次に掲げる者のうち重要な者の近親者（2親等以内の親族） 

ア、上記1.から9.に該当する者。ただし、7.に該当する場合については、当社グループの監査業務を実際に

担当（補助的関与は除く。）する者に限る。 
イ、当社グループの取締役、監査役、執行役員又は使用人等（過去３年間において該当していた者を含む。） 

（注） 
「当社グループを主要な取引先とする者」とは、直近事業年度において、その者の年間連結総売上高若しくは総

収入金額の2％又は1億円のいずれか高い方の額を超える支払いを当社グループから受けた者をいう。 

「当社グループの主要な取引先」とは、直近事業年度において、当社の年間連結総売上高若しくは総収入金額の

2％又は1億円のいずれか高い方の額を超える支払いを当社グループに行った者をいう。 

「当社の大株主」とは、当社の総株主の議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者をいう。 

「当社グループの大口出資先」とは、当社グループがその出資先の総議決権の 10%以上の議決権を直接又は間

接的に保有する場合における当該出資先をいう。 

「当社グループから多額の寄付を受けている者」とは、過去 3 年間の平均で 1,000 万円又はその者の売上高若
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しくは総収入金額の2％のいずれか高い方の額を超える寄付を当社グループから受けている者をいう。 

「重要な者」とは、業務執行者等については役員又は部長職級以上の者、監査法人については公認会計士、法律

事務所については弁護士をいう。 

以上 


