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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
１．基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、株主、消費者、取引先、地域社会、従業員等の社内外のステークホルダーに対して
経営の透明性を高め、経営環境の変化にも迅速に対応することにより、長期安定的な企業価値の向上を図ることができるとするもので、この考え
方に基づきコーポレート・ガバナンスの強化に努めております。

２．資本構成
外国人株式保有比率

30%以上

【大株主の状況】
氏名又は名称

所有株式数（株）

湊興産株式会社
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 （信託口）
太陽工業株式会社
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)
日本生命保険相互会社
株式会社スリーエス
CBNY-CHARLES SCHWAB FBO CUSTOMER
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) SUB A/C AMERICAN CLIENTS

支配株主（親会社を除く）の有無

―――

親会社の有無

なし

割合（％）

7,400,100
7,219,580
4,174,600
4,040,100
3,616,600
2,360,789
2,171,300
2,157,057
2,066,459
2,007,300

補足説明
FIRST EAGLE INVESTMENT MANAGEMENT, LLCから平成25年5月14日付けで大量保有報告書（変更報告書）の写しの提出があり、平成25年5
月8日現在で以下の株式数を保有している旨の報告を受けました。
氏名又は名称： FIRST EAGLE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC
住所： 1345 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, NY 10105 -4300 U.S.A
所有株式数（千株）： 8,764
発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％） 9.45
なお、直前事業年度末日現在における当該法人名義の実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」では考慮しておりませ
ん。

３．企業属性
上場取引所及び市場区分

東京 第一部

決算期

12 月

業種

輸送用機器

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

1

7.98
7.79
4.50
4.36
3.90
2.55
2.34
2.33
2.33
2.16

直前事業年度における（連結）売上高

1000億円以上1兆円未満

直前事業年度末における連結子会社数

10社以上50社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
該当事項はありません。
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Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
１．機関構成・組織運営等に係る事項
組織形態

監査役設置会社

【取締役関係】
定款上の取締役の員数

20 名

定款上の取締役の任期

2年

取締役会の議長

社長

取締役の人数

14 名

社外取締役の選任状況

選任している

社外取締役の人数

1名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

1名

会社との関係(1)
氏名

属性

a

b

c

会社との関係(※１)
d
e
f
g

h

i

一條 和生
学者
○
○
※１ 会社との関係についての選択項目
a
親会社出身である
b
他の関係会社出身である
c
当該会社の大株主である
d
他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している
e
他の会社の業務執行取締役、執行役等である
f
当該会社又は当該会社の特定関係事業者の業務執行取締役、執行役等の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者である
g
当該会社の親会社又は当該親会社の子会社から役員としての報酬等その他の財産上の利益を受けている
h
本人と当該会社との間で責任限定契約を締結している
i
その他

会社との関係(2)

氏名

一條 和生

独立
役員

○

適合項目に関する補足説明

一橋大学大学院国際企業戦略研究科教
授
International Institute for Management
Development（国際経営開発研究所）兼任
教授
株式会社電通国際情報サービス 社外監
査役
カルビー 株式会社 社外取締役
コマースリンク株式会社 社外取締役

【監査役関係】
監査役会の設置の有無

設置している

定款上の監査役の員数

4名

3

当該社外取締役を選任している理由（独立
役員に指定している場合は、独立役員に指
定した理由を含む）
国際企業戦略を専門とする大学教授であり、
企業経営についての幅広い知識と高い見識に
基づきアドバイスや意見をいただくなど、社外
取締役として期待される役割を果たしていただ
くため、社外取締役に選任しております。また、
専門的かつ客観的な視点に基づき、独立した
立場で意思決定及び取締役の職務執行の監
督を行っていただいていることから、独立役員
に指定しております。
なお、同氏は、取引所が一般株主との利益相
反が生じるおそれがあると規定する項目には
該当しておりません。

監査役の人数

4名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査役は、会計監査人から定期的に監査計画の説明、監査結果の報告を受けるとともに、監査役監査で検出した会計・財務に関連する重要事象
に係る情報を会計監査人に提供しております。
また、監査役は、取締役の職務執行の適正性を監査するにあたり、内部統制推進室から関連する内部監査の経過及び結果を聴取するなど情
報・意見交換を行っております。

社外監査役の選任状況

選任している

社外監査役の人数

2名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2名

会社との関係(1)

氏名

属性

松本 五平
野末 佳奈子

a

税理士
弁護士

b

c

会社との関係(1)
d
e
f

g

h

i

○
○

※１ 会社との関係についての選択項目
a
親会社出身である
b
その他の関係会社出身である
c
当該会社の大株主である
d
他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している
e
他の会社の業務執行取締役、執行役等である
f
当該会社又は当該会社の特定関係事業者の業務執行取締役、執行役等の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものである
g
当該会社の親会社又は当該親会社の子会社から役員としての報酬等その他の財産上の利益を受けている
h
本人と当該会社との間で責任限定契約を締結している
i
その他

会社との関係(2)

氏名

独立
役員

適合項目に関する補足説明

松本 五平

○

―――

野末 佳奈子

○

―――

税理士として専門的見地より、当社の業務執
行に対する適正性を監査いただくため、社外監
査役に選任しております。また、専門的かつ客
観的な視点に基づき、独立した立場で意思決
定及び取締役の職務執行の監査を行っていた
だいてることから、独立役員に指定しておりま
す。
なお、同氏は、取引所が一般株主との利益相
反が生じるおそれがあると規定する項目には
該当しておりません。
弁護士として専門的見地より、当社の業務執
行に対する適正性を監査いただくため、社外監
査役に選任しております。また、専門的かつ客
観的な視点に基づき、独立した立場で意思決
定及び取締役の職務執行の監査を行っていた
だけると考え、独立役員に指定しております。
なお、同氏は、取引所が一般株主との利益相
反が生じるおそれがあると規定する項目には
該当しておりません。

【独立役員関係】
独立役員の人数

当該社外監査役を選任している理由（独立
役員に指定している場合は、独立役員に指
定した理由を含む）

3名

その他独立役員に関する事項
該当事項はありません。
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【インセンティブ関係】
取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動型報酬制度の導入

該当項目に関する補足説明
取締役チア チン セン氏及び社外取締役を除く取締役全員が、報酬のうち一定額を役員持株会に拠出し、自社株を取得するとともに、在任期間中
継続して保有することとしております。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明
―――

【取締役報酬関係】
（個別の取締役報酬の）開示状況

個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明
当社の取締役に対する年間報酬額は、475百万円であります。

報酬の額又はその算定方法の決定方
針の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容
取締役及び監査役の年額報酬については、株主総会の決議により定められた取締役全員及び監査役全員のそれぞれの報酬総額の最高限度
額の範囲内において決定いたします。
各取締役の年額報酬は、取締役会の授権を受けた代表取締役が当社の定める一定の基準に基づき決定し、各監査役の年額報酬は、監査役の
協議により決定いたします。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】
使用人は、社外取締役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を迅速に行います。
取締役及び使用人は、監査役会の定めるところに従い、社外監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を迅速に行います。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）
当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は以下のとおりです。
(1)当社は、重要事項に関する意思決定機関及び監督機関として取締役会を、監査機関として監査役会を設置しております。
(2)当社は取締役会を毎月開催し、重要な経営事項の審議・決定並びに各取締役による業務執行を監督するとともに、経営の意思決定を合理的
かつ効率的に行うことを目指しております。平成17年より外国人取締役1名を加え、変化し続ける世界規模での事業活動に対応可能な体制作りに
努めております。
(3)企業経営についての充分な知識と経験に基づき、当社の経営について企業社会一般に基づいた長期展望や当社の従前の発想と異なった視
点からアドバイスや意見をいただき、当社の適正な運営を監督していただくため、社外取締役１名を選任し、当社取締役会の経営監督機能の強
化を図っています。
(4)内部監査につきましては、内部統制推進室が業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関わる法令等の遵守、資産の保全
について、定期・随時の監査活動を行っております。
(5)監査役は、監査役会で定めた監査の方針及び職務の分担等に従い、取締役会をはじめとする主要な会議への出席、取締役等からの事業の
報告の聴取、重要な決議書類等の閲覧、更には業務及び財産の状況の調査等により、厳正な監査を実施しております。
(6)会計監査人からは、会計監査を通じて、業務運営上の改善につながる助言を受けております。なお、業務を執行した公認会計士は以下のとお
りであります。
代表社員 業務執行社員 加賀谷 剛
代表社員 業務執行社員 舩越 啓仁
(7)取締役及び監査役の年額報酬については、株主総会の決議により定められた取締役全員及び監査役全員のそれぞれの報酬総額の最高限
度額の範囲内において決定いたします。各取締役の年額報酬は、取締役会の授権を受けた代表取締役が当社の定める一定の基準に基づき決
定し、各監査役の年額報酬は、監査役の協議により決定いたします。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、2．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）に記載しているコーポレー
ト・ガバナンス体制を採用することで、株主、消費者、取引先、地域社会、従業員等の社内外のステークホルダーに対して経営の透明性を高め、
経営環境の変化にも迅速に対応することにより、長期安定的な企業価値の向上を図ることができるものと考えております。
社外取締役は、当社の経営について企業社会一般に基づいた長期展望や当社の従前の発想と異なる視点からアドバイスや意見を寄せ、当社経
営の適確性を確保するといった役割を担っております。
また、社外取締役を選任することにより、当社の経営の適法性、妥当性が確保されているものと考えております。
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Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
補足説明

株主総会招集通知の早期発送

株主様に当社事業の状況や議案の内容等を十分に検討したうえで議決権を行使していただけ
るよう招集通知の早期発送に努めております。平成18年より株主総会開催日の約3週間前に
発送しております。（平成26年3月27日開催の第107期定時株主総会の招集通知は3月6日発
送）

電磁的方法による議決権の行使

議決権行使に関する株主様の利便性を考え、第96期定時株主総会（平成15年3月27日開催）
より、電磁的方法により議決権を行使していただけるようにしました 。さらに、第99期定時株主
総会（平成18年3月30日開催）からは、携帯電話によっても議決権を行使していただけるように
しました。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環
境向上に向けた取組み

第104期定時株主総会（平成23年3月30日開催）から、株式会社ICJが運営する機関投資家向
け議決権電子行使プラットフォームに参加しております。

招集通知（要約）の英文での提供

株主様の便宜を図るため、自社ホームページに英文版を含め招集通知全文を掲載するほか、
東京証券取引所のTDnetに招集通知全文の和文及び英文を掲載しております。

その他

株主様に株主総会での報告事項・決議事項をより一層理解していただくため 、事業報告等の
内容をビジュアル化しております。

２．ＩＲに関する活動状況
補足説明

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

国内及び海外の機関投資家・アナリスト約110人に対し、2月・8月の年2回、決
算説明を実施しております。

IR資料のホームページ掲載

当社のホームページにおいて決算短信、株主通信、有価証券報告書（四半期
報告書）、株式情報等の情報を掲載しております。
http://www.shimano.com

代表者自身
による説明
の有無

あり

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況
補足説明

社内規程等によりステークホルダーの
立場の尊重について規定

当社は、コンプライアンス規程に「社会との関係」、「消費者・取引先・競争会社との関係」、「株
主・投資家との関係」及び「従業員との関係」の尊重を定めております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

当社は、「歓びの高揚（人々に楽しみと歓びを提供する）」「利用環境の改善と保全（自然環境、
生活環境、製品利用環境の改善と保全への協力）」「信頼の構築（地域社会に企業市民として
参加し協働する）」という３つの社会活動方針に則って、各種社会活動を定義し、推進しておりま
す。
具体的には、自転車レースの開催・サポート、釣り大会の開催、「エネルギーの使用の合理化
に関する法律」に基づいた環境改善活動や自転車通勤を推進するための環境整備、また大和
川の清掃活動への参加、釣り場の清掃を奨励する「シマノ・クリーンナップ・プロジェクト」、自転
車博物館サイクルセンターの活動などを行っております。そして環境負荷の低い製品づくりを行
うための指針として「シマノグリーンプラン」を策定し、その順守に力を注いでおります。
毎年、こうした取り組みをまとめた社会活動報告書を作成し、ホームページにも掲載しておりま
す。
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Ⅳ内部統制システム等に関する事項
１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
（内部統制システムに関する基本的な考え方）
株主、消費者、取引先、地域社会、使用人など社内外のステークホルダーに対する経営の透明性を高め、経営環境の変化に迅速に対応し、長
期安定的に企業価値を向上させていくためには、取締役・使用人の職務が法令及び定款に適合し、効率的に執行されることを確保するとともに、
これを阻害する要因をリスクとして認識し、適切に制御する仕組みを構築することが重要であります。この仕組みを内部統制システムと考え、そ
の構築と充実を図ることが経営の重要課題であると認識しております。
（内部統制システムの整備状況）
内部統制システムの整備状況は次のとおりであります。
（１）取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
保存が必要とされる取締役の職務執行に係る情報は「情報管理規程」に基づき担当部署が記録し、保存しております。
（２）損失の危険の管理に関する規程その他の体制
[1]社内外の多様なリスクに対し「危機管理規程」をはじめとして必要な規程類を整備しており、知識向上を図るための研修を計画するなど迅速な
対応が可能な体制の整備に努めております。特に法令遵守、環境保護、災害対応、情報管理などについてはそれぞれ明確な規程を制定してお
り、周知徹底を図ってまいります。
[2]内部監査部門は「業務監査規程」に基づき、各組織・部署の業務遂行状況を監査し、改善すべき問題点があれば直ちに勧告し、その改善状況
をチェックしております。
（３）取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
[1]定例の取締役会を毎月１回開催し、「取締役会規則」に定められている付議基準に該当する事項を審議し、決定しております。なお、付議事項
については、事前に議題に関する充分な資料が全役員に配布される体制をとっております。
[2]取締役会は、経営方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定し、業務執行状況を監督しております。
[3]取締役は「業務分掌規程」・「責任権限規程」等に基づき委嘱された業務に関し、迅速かつ効率的に組織を運営し、業績向上に努めておりま
す。
（４）取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
[1]「コンプライアンス 規程」など取締役及び使用人が法令及び定款に適合して職務の執行を行うにあたり遵守すべき諸規程を整備しております。
[2]内部監査部門は「業務監査規程」及び前項記載の諸規程等を踏まえてコンプライアンス状況を監査し、適時性をもって取締役会及び監査役会
へ報告しております。
[3]「コンプライアンス 規程」の内容を取締役及び使用人に十分に理解させるための教育の実施に努めておます。
（５）当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
チームシマノ全体の内部統制を実効あるものとするために責任者を定め、法令遵守、リスク管理などにつき実情を把握し、必要な対応策を迅速に
行うことができる体制をつくってまいります。
（６）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性
に関する事項
監査役が必要と認めた場合、適切な要員を監査役会専属とし、当該要員は取締役の指揮下から外れ監査役の指揮・命令に従うものとしておりま
す。
（７）取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
取締役及び使用人は、監査役会の定めるところに従い、各監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を迅速に行っております。
（８）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役と代表取締役との間で、必要に応じて意見交換会を設定しております。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
（１）反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、「反社会的勢力には毅然として対応し、一切関係を持たない。」ことを基本方針としております。
（２）反社会的勢力排除に向けた整備状況
[1]対応統括部署および不当要求防止責任者の設置状況
総務部総務課に、反社会的勢力に関する情報を集約し、一元的に管理する体制としております。
[2]外部専門機関との連携状況
日頃から所轄警察署、弁護士、企業防衛連合協議会等の外部の専門機関と緊密な連携を図っております。
[3]反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況
総務部総務課が中心に、警察や外部の専門機関と連携することにより、反社会的勢力に関する情報の共有に努めております。
[4]研修活動の状況
外部の専門機関による情報収集、教育・研修に積極的に参加し、反社会的勢力による被害の未然防止に向けた活動を推進しております。
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Ⅴその他
１．買収防衛策の導入の有無
買収防衛策の導入の有無

なし

該当項目に関する補足説明
当社は、平成20年1月22日開催の当社取締役会において「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」を導入することを決議し、ま
た、平成20年3月27日開催の第101期定時株主総会にて導入についてのご承認をいただきました。平成23年3月30日開催の第104期定時株主総
会にて、その一部を修正し、その継続についてご承認をいただいておりますが、平成26年2月5日開催の取締役会において、同年3月27日開催の
第107 期定時株主総会終結の時をもって、買収防衛策を継続しないことを決議しました。

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社は、今後とも、当社及び子会社から成るチームシマノ全体の内部統制を実効あるものとするための施策を実施し、法令遵守、リスク管理など
につき実情を把握し、必要な対応策を迅速に行うことができる体制をつくることにより、一層のコーポレート・ガバナンスの強化に努めてまいりま
す。

8

株

主

総

会
選任・解任

選任・解任

取締役会
取締役１4名

代表取締役
指揮・監督
事業部
部・課
（業務組織）
関係会社

会計監査
命令

会
計
監
査
人

報告

監査
連携
内部監査

内部統制
推進室
監査

総務部 総務課
（コンプライアンス

）

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
相
談
窓
口

報告

報告

（

顧
問
弁
護
士

選任・解任

報告

9

監
査
役
会

監
査
役
４
名

適時開示体制概要書
当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は下記のとおりです。

当社は各部門において決定または発生した重要事実を情報取扱責任者が一元的に把握、管理し、適時適正に
開示するための社内体制を下記のように整備しております。

１． 報告された重要事項については、情報取扱責任者と情報開示委員会（経理部長、広報部長、総務部長
にて組織）で開示内容について検討し、機関決定を必要とする事項については、重要事項の決定機関であ
る取締役会及び株主総会に上程されます。
２． 取締役会で承認または決議された重要事項のうち適時開示規則で開示を求められている事項、当社が
適時開示すべきと判断した事項、及び株主総会において決議された重要事項は、情報取扱責任者の指示
により速やかに情報開示実施担当（経理部）によって開示されます。
３． 発生事項につきましても適時開示規則に従い、開示が必要な事項は情報取扱責任者の指示により速や
かに経理部によって開示されます。
４． なお、当社はこの過程で常に情報取扱責任者を経由し管理することで、重要事項の開示前の社外への
情報漏洩を防ぐ体制を整えております。

取締役会
株主総会
④承認／決

③上程

各部門責任者

①重要事項報告

情報取扱責任者
（経理部長）
⑤開示指示

情報開示委員会

②開示内容の検討

情報開示実施担当
（経理部）

⑥開示実施
TDnet、当社ホームページ及び
記者クラブへの投げ込みにて開示

証券取引所
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