
第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 33,782,000

計 33,782,000

 

②【発行済株式】

種類 
事業年度末現在発行数(株) 

（2020年12月31日） 
提出日現在発行数（株） 
（2021年３月29日） 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名 

内容 

普通株式 13,238,700 13,238,700 
東京証券取引所 
市場第一部 

単元株式数は100
株であります。 

計 13,238,700 13,238,700 － － 

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数(株)

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高（千円）

2018年３月８日

（注）１
700,000 13,082,000 218,387 3,598,387 218,387 3,832,052

2018年３月28日

（注）２
156,700 13,238,700 50,018 3,648,406 50,018 3,882,072

（注）１．2018年３月８日付の公募増資により700,000株増加しております。 

発行価額638.40円  発行価格678円  資本組入額311.98円 

（注）２．2018年３月28日付の第三者割当増資により156,700株増加しております。 

発行価額638.40円  発行価格678円  資本組入額319.20円 
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（５）【所有者別状況】

              2020年12月31日現在 

区分 

株式の状況（１単元の株式数100株） 

単元未満株式

の状況(株) 
政府及び
地方公共
団体 

金融機関 
金融商品取
引業者 その他の法人 

外国法人等 
個人その他 計 

個人以外 個人 

株主数（人） － 27 29 80 23 2 2,541 2,702 － 

所有株式数

（単元） 
－ 35,979 1,058 35,734 1,167 4 58,430 132,372 1,500 

所有株式数の

割合（％） 
－ 27.18 0.80 27.00 0.88 0.00 44.14 100.00 － 

（注） 自己株式90,697株は「個人その他」に906単元、「単元未満株式の状況」に97株含まれております。

（６）【大株主の状況】

    2020年12月31日現在 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式（自
己株式を除
く。）の総数に
対する所有株式
数の割合(％) 

星和電機取引先持株会 京都府城陽市寺田新池36番地 1,443 10.98 

公益財団法人 

京都青少年育成スポーツ財団 

京都市下京区東洞院通綾小路下る扇酒屋町

289番地デ・リードビル204号室 
1,000 7.61 

日本マスタートラスト信託銀行

株式会社（信託口） 
東京都港区浜松町２丁目11-3 656 4.99 

株式会社京都銀行 京都市下京区烏丸通松原上る薬師前町700 598 4.55 

株式会社タチバナ 大阪市北区角田町1-20 439 3.34 

株式会社滋賀銀行 滋賀県大津市浜町１番38号 420 3.19 

星和電機社員持株会 京都府城陽市寺田新池36番地 384 2.92 

増山 晃章 京都市下京区 382 2.91 

株式会社ＧＳユアサ 京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬場町１番地 270 2.05 

株式会社日本カストディ銀行
（信託口） 

東京都中央区晴海１丁目8-12 265 2.02 

計 － 5,860 44.57 
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

        2020年12月31日現在 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式   － － － 

議決権制限株式（自己株式等）   － － － 

議決権制限株式（その他）   － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 
（自己保有株式） 

－ － 
普通株式 90,600 

完全議決権株式（その他） 普通株式 13,146,600 131,466 － 

単元未満株式 普通株式 1,500 － － 

発行済株式総数   13,238,700 － － 

総株主の議決権   － 131,466 － 

 

②【自己株式等】

        2020年12月31日現在 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％) 

（自己保有株式） 

星和電機株式会社 

京都府城陽市寺田新

池36番地 
90,600 － 90,600 0.68 

計 － 90,600 － 90,600 0.68 

 

- 3 -



２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】   普通株式 

（１）【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

（２）【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。 

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額

（円）
株式数（株）

処分価額の総額
（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、株式公布、会社分割に係る

移転を行った取得自己株式
－ － － －

その他

（－）
－ － － －

保有自己株式数 90,697 － 90,697 －

（注） 当期間における保有自己株式数には、2021年３月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の

買取りによる株式は含まれておりません。 

３【配当政策】

配当の基本的な方針は、株主に対する安定配当の維持と将来の事業展開のための内部留保の充実を考慮して、毎事業

年度における財政状態及び経営成績を総合的に勘案し、実施することとしております。

当社は、期末配当として年１回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。また毎年６月30日を基準日と

して中間配当をすることができる旨を定款に定めておりますが、その運用につきましては、配当事務に係るコストも考

慮し、従来どおり配当原資が確定する期末日を基準日とする年一回の配当を継続したく考えております。

当社は、会社法第459条第１項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる旨を定

款に定めております。 

なお、当事業年度の配当につきましては、上記の方針と今後の資金需要等を勘案し、１株当たり10円とさせていただ

きました。

内部留保資金につきましては、将来の事業展開を見据えて、新製品開発や技術・生産能力向上等経営体質の強化を図

るため有効に投資してまいります。

なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。 

決議年月日 配当金の総額（千円） １株当たり配当額（円） 

2021年２月８日 取締役会決議 131,480 10 

（注） 上記の配当の効力発生日は2021年３月11日であります。
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４【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】

①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は経営の透明性の向上、経営責任の明確化、経営効率の向上、経営監視機能の強化を図り、株主重視の公正な

経営を徹底していくこと、またステークホルダーに対する企業責任を果たす上でのコーポレート・ガバナンスの確立

を経営の最重要課題と位置づけております。 

②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社は取締役会での議決権を有する監査等委員により、監査機能をさらに強化し、当社コーポレート・ガバナンス

の充実を図るため、監査等委員会設置会社の体制を選択しております。

ａ．取締役会 

当社の取締役会は 代表取締役社長 増山 晃章を議長とし、取締役常務執行役員 乾 勝典、取締役常務執行

役員 春山 雅彦、取締役執行役員 寺垣 敬司、取締役執行役員 竹之内 光彦、取締役執行役員 小林 浩幸、

取締役執行役員 河合 隆、取締役 望月 友彦、取締役 益満 清輝、取締役 千代田 邦夫の10名で構成され、

定例取締役会の他、必要に応じ臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項の決議及び経営に関する重要事項

の決定の決議及び各取締役の業務執行の状況の監督を行います。2020年度においては取締役会を10回開催してお

ります。なお、当社では取締役会の業務執行の監督・チェック機能の強化を図るとともに、経営環境の変化に機

敏に対応するため、意思決定の迅速化、業務遂行の効率化を目的として、執行役員制度を導入しております。 

ｂ．監査等委員会 

監査等委員会は、常勤監査等委員 望月 友彦を議長として、益満 清輝（社外取締役）、千代田 邦夫（社外

取締役）の社外取締役２名を含む監査等委員である取締役３名で構成されております。監査等委員は、取締役会

をはじめとする重要な会議に出席し、意見表明を行うとともに、監査等委員会は内部統制システムを通じ、適法

性監査及び妥当性監査を行います。2020年度においては監査等委員会を９回開催しております。 

ｃ．監査部 

監査部は代表取締役の直轄の機関として設置されており、会社の制度・組織・業務活動等の有効性及び効率

性、コンプライアンスへの適合性を検証し、改善のための提言又は是正のための勧告を行っております。 

体制の状況は次の図表のとおりであります。 
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③企業統治に関するその他の事項 

ａ．内部統制システムの整備の状況 

取締役会・監査等委員会のほかに企業倫理委員会、監査部を設け、内部統制システムの確立、コーポレート・

ガバナンスの強化、コンプライアンスの徹底に取り組んでおります。 

ｂ．子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況 

子会社の業務の適正を確保するための体制整備といたしましては、当社の取締役を子会社の取締役又は監査役

として配置するほか、当社内部監査担当部門による子会社への内部監査を実施し、その結果を代表取締役に報告

しております。 

ｃ．リスク管理体制の整備の状況 

環境、災害、品質、情報セキュリティ等に係るリスク管理については、事業部門及び総務部等が規則・ガイド

ラインの制定、マニュアルの作成・配布、研修等を行っております。監査部及び総務部は連携して、組織横断的

にリスク状況を監視し、新たに生じたリスクについては、取締役会において速やかに対応責任者を定めることと

しております。 

また、経営に重大な影響を及ぼす自然災害や事件・事故等に組織的に対応できる体制を構築することを目的に

危機管理委員会を設置しております。 

ｄ．責任限定契約の内容の概要 

当社は定款において、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間に責任限定契約を締結できる旨

を定めております。 

取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）として、その任務を怠ったことにより当社に対して損害を与

えた場合には、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令に定める最低責任限定額を限度

として、その損害責任を免除することとしております。 

ｅ．剰余金の配当等の決定機関 

当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を

除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、取締役会の決議

により必要に応じた機動的な剰余金の配当等の実施を可能にするためのものであります。 

ｆ．取締役の定数 

当社は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）12名以内、監査等委員である取締役は４名以内とする旨

を定款に定めております。 

ｇ．取締役の選任の決議要件 

当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出

席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また取締役の選任については累積投票によ

らない旨も定款に定めております。 

ｈ．自己の株式の取得 

当社は、自己の株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を可能にするため、会社法第165条第２項の規

定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めており

ます。 

ｉ．取締役の責任免除 

当社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第１項の行為に関する取

締役（取締役であったものを含む。）の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めておりま

す。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境

を整備することを目的とするものであります。 

ｊ．株主総会の特別決議要件 

当社は、株主総会の特別決議の定足数確保をより確実にするため、会社法第309条第２項に定める決議につい

て、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２

以上をもって行う旨を定款に定めております。 
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（２）【役員の状況】

①役員一覧 

男性  10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％） 

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有 

株式数 
(千株) 

取締役社長(代表取締役) 増山 晃章 1953年12月20日生 

 
1981年３月 当社入社 
1992年３月 当社営業本部営業企画室長 
1995年６月 当社取締役 
1998年11月 当社常務取締役営業企画部長 
2001年４月 当社常務取締役新規事業本部長兼営業本部企

画部長 
2002年４月 当社常務取締役新規事業本部長兼社長室長 

2002年６月 当社専務取締役新規事業本部長兼社長室長 
2003年６月 当社代表取締役専務新規事業本部長兼社長室

長 
2005年６月 当社代表取締役社長 

2014年４月 当社代表取締役社長兼営業本部長 

2016年４月 当社代表取締役社長（現任） 
 

(注)３ 382 

取締役常務執行役員 
生産本部長兼 

生産本部 
コンポーネントシステム 

事業部長 

乾 勝典 1957年９月３日生 

 
1999年７月 黒田電気株式会社 国際事業部次長 
2007年１月 又栄株式会社 日本支社兼中国瀋陽工場 工

場長 
2007年11月 当社入社ＥＭＣ社社長付専任部長 
2008年４月 当社ＥＭＣ社技術部長 
2008年10月 当社ＥＭＣ社技術部長兼品質管理室長 
2010年９月 当社ＥＭＣ社技術部長兼製造部部長兼品質管

理室長 
2011年６月 当社取締役ＥＭＣ社技術部長兼製造部部長兼

品質管理室長 
2011年10月 当社取締役ＥＭＣ社社長兼製造部長兼品質管

理室長 
2012年４月 当社取締役コンポーネント社社長兼製品技術

部長 
2013年４月 当社取締役コンポーネント事業部長兼技術部

長兼生産本部生産革新担当部長 
2014年４月 当社取締役生産本部副本部長兼生産本部コン

ポーネント事業部長 
2014年11月 当社取締役生産本部長兼生産本部生産本部コ

ンポーネント事業部長兼技術部長兼部品技術

課長 
2015年４月 当社取締役生産本部長兼生産本部コンポーネ

ント事業部長 
2015年６月 当社常務取締役生産本部長兼生産本部コンポ

ーネント事業部長 
2020年４月 当社取締役常務執行役員生産本部長兼生産本

部コンポーネント事業部長 
2021年１月 当社取締役常務執行役員生産本部長兼生産本

部コンポーネントシステム事業部長（現任） 
重要な兼職 株式会社デジテック 代表取締役 

常熟星和電機有限公司 董事長 
常熟星電貿易有限公司 董事長 

 

(注)３ 14 

取締役常務執行役員 
営業本部長 

春山  雅彦 1963年２月28日生 

 
1987年７月 当社入社 
2007年４月 当社社会システム社公共営業本部関西支社長

兼営業課長兼業務課長 
2013年４月 当社執行役員営業本部西日本統括部長兼関西

支社長兼業務課長兼営業企画部長 
2015年４月 当社執行役員営業本部西日本統括部長兼関西

支社長兼営業企画部長 
2015年６月 当社取締役営業本部西日本統括部長兼関西支

社長兼営業企画部長 
2016年４月 
2017年４月 

当社取締役営業本部長兼西日本統括部長 
当社取締役営業本部長 

2018年８月 当社常務取締役営業本部長 
2020年４月 当社取締役常務執行役員営業本部長（現任） 
 

(注)３ 8 
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有 

株式数 
(千株) 

取締役執行役員 
事業戦略本部長 

寺垣  敬司 1969年４月11日生 

 
1994年４月 当社入社 
2010年10月 当社社会システム社生産本部品質管理部長兼

生産本部長代理兼品質管理課長 
2014年10月 当社執行役員生産本部情報システム事業部長 
2015年４月 当社執行役員生産本部情報システム事業部長

兼事業計画室部長 
2015年６月 当社取締役生産本部情報システム事業部長兼

事業計画室部長 
2016年４月 当社取締役生産本部情報システム事業部長 
2018年４月 当社取締役事業戦略本部長兼事業企画部長 
2020年４月 当社取締役執行役員事業戦略本部長兼事業企

画部長 
2021年１月 当社取締役執行役員事業戦略本部長（現任） 
 

(注)３ 7 

取締役執行役員 
生産本部 

社会システム事業部長 
竹之内 光彦 1963年９月８日生 

 
1986年４月 当社入社 
2012年４月 当社社会システム社生産本部照明事業部長 
2013年４月 当社執行役員生産本部照明事業部長兼生産企

画部長 
2018年４月 当社執行役員生産本部情報システム事業部長 
2020年６月 当社取締役執行役員生産本部情報システム事

業部長 
2021年１月 当社取締役執行役員生産本部社会システム事

業部長（現任） 
 

(注)３ 2 

取締役執行役員 
営業本部副本部長兼 

営業企画部長 
小林 浩幸 1963年12月26日生 

 
1986年４月 当社入社 
2004年４月 当社営業部東北統括営業所長兼仙台営業所長 

兼盛岡営業所長 
2008年４月 当社社会システム社公共営業本部東京支社長 
2013年４月 当社執行役員営業本部東日本統括部長 

兼東京支社長兼営業企画部長 
2019年４月 当社執行役員営業本部副本部長 

兼営業企画部長 
2020年６月 当社取締役執行役員営業本部副本部長 

兼営業企画部長（現任) 
 

(注)３ 2 

取締役執行役員 
生産本部 

照明システム事業部長 
河合 隆 1969年１月６日生 

 
1991年４月 当社入社 
2013年４月 当社生産本部照明事業部技術部長 
2017年10月 当社執行役員生産本部照明事業部技術部長 
2018年４月 当社執行役員生産本部照明事業部長 
2020年６月 当社取締役執行役員生産本部照明事業部長 
2021年１月 当社取締役執行役員生産本部照明システム事

業部長（現任） 
 

(注)３ 2
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有 

株式数 
(千株) 

取締役 
(監査等委員) 

望月 友彦 1952年３月14日生 

 
1974年４月 株式会社京都銀行入社 
2007年５月 当社入社管理部長補佐 
2010年４月 当社管理部長 
2011年６月 当社取締役管理部長 
2013年４月 当社取締役管理本部長 
2014年４月 当社取締役管理本部長兼経営企画部長 
2015年10月 当社常務取締役管理本部長兼経営企画部長 
2016年４月 当社常務取締役管理本部長兼総務部長 
2019年４月 
2019年６月 

当社常務取締役 
当社取締役（監査等委員）（現任） 

 

(注)４ 14 

取締役 
(監査等委員) 

益満 清輝 1946年10月５日生 

 
1981年４月 弁護士登録 
1985年４月 益満法律事務所開業 
2007年６月 当社非常勤監査役 

2015年６月 当社取締役（監査等委員）（現任） 

重要な兼職 益満法律事務所 所長 
 

(注)４ － 

取締役 
(監査等委員) 

千代田 邦夫 1944年１月２日生 

 
1971年５月 公認会計士登録 
1984年４月 立命館大学経営学部教授 
1999年４月 学校法人立命館理事、同大学経営学部長 
2006年４月 同大学大学院経営管理研究教授 
2009年４月 熊本学園大学大学院会計専門職研究科教授 
2012年４月 早稲田大学大学院会計研究科教授 
2013年４月 金融庁公認会計士・監査審査会会長 
2019年６月 当社取締役（監査等委員）（現任） 

重要な兼職 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール

ディングス株式会社社外監査役 
寺崎電気産業株式会社 社外取締役 
(監査等委員) 
京都府公立大学法人 監事（非常勤） 

 

(注)４ － 

計 433 

（注）１．益満清輝及び千代田邦夫は、「社外取締役」であります。 
２．当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員 望月 友彦、委員 益満 清輝、委員 千代田 邦夫
３．任期は2021年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。 
４．任期は2021年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。 
５．当社は意思決定の迅速化、業務遂行の効率化を目的として、執行役員制度を導入しております。

取締役以外の執行役員は10名で生産本部事業計画室長 八木舜、生産本部コンポーネントシステム事業部海
外推進部長 古田雅也、品質保証本部長 宮下雅良、生産本部コンポーネントシステム事業部製造部長 成
平幸弘、生産本部コンポーネントシステム事業部営業部長 芦田二朗、生産本部社会システム事業部開発部
長 谷口浩二、管理本部長兼総務部長 岩見恵一、営業本部工事部長 長谷部卓也、生産本部社会システム
事業部生産企画管理部長 十倉充伸、生産本部コンポーネントシステム事業部技術開発部長 倉本剛で構成
しております。

②社外役員の状況 

当社は社外取締役２名を選任しております。 

社外取締役 益満 清輝氏と当社の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がないため、社外

取締役は独立性を有していると判断しております。社外取締役 千代田 邦夫氏と当社の間には人的関係、資本的関

係又は取引関係その他の利害関係がないため、社外取締役は独立性を有していると判断しております。 

当社においては、社外取締役を選任するための当社独自の独立性判断基準の策定は行っておりませんが、東京証券

取引所の上場規則に定める独立役員の基準を準拠して独立社外役員を選定しております。 

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との

関係 

両取締役は公認会計士又は弁護士としての知見を有しております。 

社外取締役は、取締役会等の重要な会議に出席し、取締役から適宜報告を受け、専門的な知見や客観的な立場で発

言や提言を行っております。また、監査等委員会を開催し、相互に情報交換を行うことにより監査を実効的に行い、

経営の監視機能を果たしております。 
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（３）【監査の状況】

①監査等委員会監査の状況

当社における監査等委員会は、社外取締役２名を含む監査等委員である取締役３名で構成されております。監査等

委員は、取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、意見表明を行うとともに、監査等委員会は内部統制システム

を通じ、適法性監査及び妥当性監査を行います。 

取締役 望月友彦氏は、2007年５月より経理課長として決算手続並びに財務諸表の作成等に従事し、2019年６月ま

で常務取締役管理本部長を務めておりました。社外取締役 益満清輝氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識

を有しております。社外取締役 千代田邦夫氏は、会計及び監査の専門家として、また大学教授や公的機関の委員等

を歴任される等、豊富な知識や経験を有しております。 

当事業年度において当社は監査等委員会を月１回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとお

りであります。 

氏 名 開催回数 出席回数

望 月  友 彦 ９回 ９回

益 満  清 輝 ９回 ９回

千代田 邦夫 ９回 ８回

・監査等委員会における主な検討事項 

日常監査の状況 

取締役の業務執行状況・課題 

本社・子会社の内部統制監査及び業務監査 

・常勤監査等委員の活動状況 

日常的監査業務全般

取締役会・経営会議その他において受理した報告及び資料等に関する調査

取締役との意見交換

会計監査人との協調、会計監査人監査計画の意見交換

会計監査人及び内部監査室の監査方法や結果の相当性判断のための同行調査

監査等委員会議長として、監査等委員会を招集

監査等委員会議事録作成その他、監査等委員会に関する重要文書についての庶務的事項

特定監査役として計算書類の受領、説明聴取

監査等委員会に対する日常的監査結果の報告並びに情報提供

必要な監査情報の収集

 

②内部監査の状況 

当社における内部監査は会社の制度、組織、業務活動等の有効性及び効率性、コンプライアンスへの適合性等を検

証し、資産の保全、経営効率及び財務報告の信頼性の向上を目的とし、改善及び提言のための勧告を行い、企業価値

の増大、健全かつ継続的発展等に貢献することを目的として行っております。 

内部監査部門となる監査部（提出日現在の部員１名、兼務スタッフ２名）は監査等委員と意見交換や情報の共有、

内部監査の結果報告を通じ十分な連携を取り、監査活動の効率化及び質的な向上を図っております。また、監査等委

員会又は会計監査人から内部監査の方法等について必要な助言・指導を受けております。

③会計監査の状況 

ａ．監査法人の名称 

清友監査法人 

ｂ．継続監査期間 

12年間 

ｃ．業務を執行した公認会計士 

人見 敏之 

三牧 潔 

ｄ．監査業務に係る補助者の構成 

当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士４名、その他３名であります。 
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ｅ．監査法人の選定方針と理由 

当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施すること

ができる、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合

理的かつ妥当であること、さらに監査実績等により総合的に判断しております。また、日本公認会計士協会の定

める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することにつ

いて検証し、確認しております。 

監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会

に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査等委員会は、会計監

査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づ

き、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される

株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。監査等委員会は、会計監査人

の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又

は不再任に関する議案の内容を決定いたします。 

ｆ．監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価 

当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行わ

れていることを確認しております。また、監査等委員会は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その

際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づ

き、総合的に評価しております。 

④監査報酬の内容等 

ａ．監査公認会計士等に対する報酬 

区分 

前連結会計年度 当連結会計年度 

監査証明業務に基づく
報酬（千円） 

非監査業務に基づく
報酬（千円） 

監査証明業務に基づく
報酬（千円） 

非監査業務に基づく
報酬（千円） 

提出会社 27,800 － 23,700 － 

連結子会社 － － － － 

計 27,800 － 23,700 － 

 
ｂ．監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬（ａ．を除く） 

該当事項はありません。 

ｃ．その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容 

該当事項はありません。 

ｄ．監査報酬の決定方針 

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、代表取締役が監査等委員会の同意を得て

定める旨、定款に定めております。

ｅ．監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由 

監査等委員会は、会計監査人の報酬等について、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手

し、報告を受けた上で、会計監査人の従前の活動実績及び報酬実績を確認し、当事業年度における会計監査人の

活動計画及び報酬見積りの算出根拠の適正性等について必要な検証を行い、審議した結果、これらについて適切

であると判断したため、会計監査人の報酬等の額について、同意を行っております。 
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（４）【役員の報酬等】

①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項 

当社の役員報酬等については、各々の経営能力、貢献度等を考慮して決定しております。 

2015年６月26日開催の第67回定時株主総会において、当社の取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬等の

額を年額130,000千円以内（使用人兼務取締役の使用人給与は含まない。）、監査等委員である取締役の報酬等の額

を年額20,000千円以内とすることを決議しております。なお、当社は定款にて取締役（監査等委員であるものを除

く。）の員数を12名以内、監査等委員である取締役の員数を４名以内と定めており、同決議日時点の取締役（監査等

委員であるものを除く。）の員数は６名、監査等委員である取締役の員数は３名であります。また、有価証券報告書

の提出日現在、取締役（監査等委員であるものを除く。）の員数は７名、監査等委員である取締役の員数は３名とな

っております。 

当社の役員の報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により委任された代

表取締役社長であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において各々の経営能力・貢献度等を考慮して決定す

る権限を有しております。 

当事業年度における当社の役員報酬の額は、2020年６月24日の取締役会において取締役報酬の個人配分を代表取締

役社長に一任しております。 

当社は明確な業績連動報酬は採用しておりませんが、経営成績を総合的に勘案して期末賞与の支給の可否並びに支

給額を決定しております。当事業年度においては、29,140千円を支給いたしました。 

②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 

役員区分 
報酬等の総額 

（千円） 

報酬等の種類別の総額（千円） 

固定報酬 賞与 退職慰労金 
対象となる役

員の員数(人) 

取締役（監査等委員及び社外取 

締役を除く。） 
71,189 43,479 27,710 － 7 

取締役（監査等委員） 

（社外取締役を除く。） 
8,355 7,785 570 － 1 

社外役員（監査等委員） 6,512 5,652 860 － 2 

 

③役員ごとの連結報酬等の総額等 

連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載を省略しております。 

④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの 

総額（千円） 対象となる役員の員数（人） 内容

25,071 ４ 使用人としての給与であります。
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（５）【株式の保有状況】

①投資株式の区分の基準及び考え方 

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式

の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする純投資目的の株式を投資株式とし、投資株

式以外を政策保有株式と区分します。

政策保有株式につきましては、基本的に当社の取引先企業の株式を対象とし、取引先や提携先との安定的な取引関

係の維持・強化を図り、当社の企業価値の向上に寄与するものであると判断する場合に保有しております。

②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式 

ａ．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内

容

個別銘柄毎に、事業上の取引関係、地元企業としての関係維持等を総合的に勘案し、検証しており、全ての銘

柄において保有の合理性があると判断しております。

ｂ．銘柄数及び貸借対照表計上額 

 
銘柄数 

（銘柄） 
貸借対照表計上額の 
合計額（千円） 

非上場株式 12 60,575 

非上場株式以外の株式 16 1,587,063 

 
（当事業年度において株式数が増加した銘柄）

 
銘柄数 

（銘柄） 
株式数の増加に係る取得 
価額の合計額（千円） 

株式数の増加の理由 

非上場株式 － － － 

非上場株式以外の株式 2 1,677 

取引関係の円滑化、深耕のため取引

先持株会を通じた定期買付による増

加 
 

（当事業年度において株式数が減少した銘柄）

 
銘柄数 

（銘柄） 
株式数の減少に係る売却 
価額の合計額（千円） 

非上場株式 － － 

非上場株式以外の株式 1 9,887 

（注）銘柄数に株式併合で減少した銘柄は含めておりません。 

ｃ．特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報 

特定投資株式 

銘柄 

当事業年度 前事業年度 
保有目的、定量的な保有効果 
及び株式数が増加した理由 

当社の株式の 
保有の有無 

株式数（株） 株式数（株） 
貸借対照表計上額 

（千円） 
貸借対照表計上額 

（千円） 

因幡電機産業㈱ 
147,400 147,400 

取引関係の円滑化、深耕のため 有 
372,332 339,314 

㈱松風 
192,000 192,000 

取引関係の円滑化、深耕のため 有 
364,992 338,112 

㈱ジーエス・ユアサ 

コーポレーション 

110,000 110,000 
取引関係の円滑化、深耕のため 有 

326,040 159,940 

㈱SCREENホールディ

ングス 

22,000 22,000 
地元企業としての関係維持のため 有 

167,200 88,000 

㈱滋賀銀行 
64,000 64,000 

金融取引の円滑化のため 有 
135,040 164,352 

ＴＯＷＡ㈱ 
36,828 36,828 

地元企業としての関係維持のため 有 
77,375 27,473 

永大化工㈱（注）２ 
34,731 34,358 取引関係の円滑化、深耕のため 

（取引先持株会の定期買付による増加） 
有 

53,833 46,795 

エレマテック㈱ 
27,440 27,440 

取引関係の円滑化、深耕のため 無 
27,796 21,101 
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銘柄 

当事業年度 前事業年度 
保有目的、定量的な保有効果 
及び株式数が増加した理由 

当社の株式の 
保有の有無 

株式数（株） 株式数（株） 
貸借対照表計上額 

（千円） 
貸借対照表計上額 

（千円） 

スズデン㈱ 
20,000 20,000 

取引関係の円滑化、深耕のため 無 
24,480 22,180 

㈱みずほフィナンシ

ャルグループ（注）

３ 

16,043 160,431 
金融取引の円滑化のため 無 

20,976 19,829 

㈱レスターホールデ

ィングス（注）４ 

3,768 3,229 取引関係の円滑化、深耕のため 

（取引先持株会の定期買付による増加） 
有 

8,368 4,889 

萬世電機㈱ 
1,500 1,500 

取引関係の円滑化、深耕のため 有 
4,345 3,114 

東洋電機㈱ 
2,500 2,500 

取引関係の円滑化、深耕のため 無 
2,032 1,887 

㈱りそなホールディ

ングス 

4,549 4,549 
金融取引の円滑化のため 無 

1,639 1,479 

沖電気工業㈱ 
500 500 

取引関係の円滑化、深耕のため 無 
455 507 

第一生命ホールディ

ングス㈱ 

100 100 
金融取引の円滑化のため 無 

155 129 

DCMホールディングス

㈱ 

－ 10,000 
取引関係の円滑化、深耕のため 無 

－ 9,970 

（注）１．定量的な保有効果につきましては、記載が困難であるため記載しておりません。なお、保有の合理性につきま

しては個別銘柄毎に、事業上の取引関係、地元企業としての関係維持等を総合的に勘案し、検証しており、全

ての銘柄において保有の合理性があると判断しております。今後、保有の意義が十分でないと判断した場合、

売却時期等を検討してまいります。 

（注）２．永大化工㈱の株式については、その一部は取引先持株会名義で保有しております。 

（注）３．㈱みずほフィナンシャルグループの株式数については、株式10株に対して１株の割合で株式併合が実施されま

した。 

（注）４．㈱レスターホールディングスの株式については、取引先持株会名義で保有しております。 

みなし保有株式 

銘柄 

当事業年度 前事業年度 

保有目的、定量的な保有効果 
及び株式数が増加した理由 

当社の株式の 
保有の有無 

株式数（株） 株式数（株） 

貸借対照表計上額 
（千円） 

貸借対照表計上額 
（千円） 

㈱京都銀行 
71,133 71,133 

退職給付信託、議決権行使の指図権 有 
381,984 244,697 

③保有目的が純投資目的である投資株式 

区分 
当事業年度 前事業年度 

銘柄数 
（銘柄） 

貸借対照表計上額の 
合計額（千円） 

銘柄数 
（銘柄） 

貸借対照表計上額の 
合計額（千円） 

非上場株式 － － － － 

非上場株式以外の株式 1 53,968 1 52,540 

 

区分 
当事業年度 

受取配当金の 
合計額（千円） 

売却損益の 
合計額（千円） 

評価損益の 
合計額（千円） 

非上場株式 － － － 

非上場株式以外の株式 1,989 － 34,945 
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