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コーポレートガバナンス・ガイドライン 

 

第１章 総  則 

 

（目的） 

第１条 ＯＫＫ株式会社（以下「当社」という）は、コーポレートガバナンス・コードの趣

旨・精神を十分に踏まえたうえで、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向

上を図るためにより良いコーポレートガバナンスの追求に向け、当社が取り組むべ

きことを明確にすること、並びに受託者責任・説明責任を果たすことを目的として

「コーポレートガバナンス・ガイドライン」を制定する。 

 

（コーポレートガバナンスの基本的な考え方） 

第２条 株主及び投資家、地域社会、取引先、従業員等の各ステークホルダーとの間の良好

な関係を保ちながら、コーポレートガバナンスの充実に努め、当社が次の１００年

を目指せる企業体にしていく。 

２．当社の意思決定の透明性・公正性を確保して実効的なコーポレートガバナンスを実

現していく。 

 

（会社法上の機関設計） 

第３条 当社は、経営における監督と執行の分離を進め、取締役会は経営に対する高度かつ

実効性のある監督を行うと同時に、重要な業務執行の決定の一部を執行役員に委任

することで迅速かつ果断な意思決定を行えるよう、会社法上の機関設計である「監

査等委員会設置会社」を採用する。 

 

（本ガイドラインの位置付け） 

第４条 本ガイドラインは、当社内の他の規程に準じて適用し、その改廃は取締役会の決議

をもって行うものとする。 

 

第２章 経営理念と経営計画 

 

（経営理念） 

第５条 当社の経営理念は次のとおりである。 

・顧客第一 ：顧客の信頼と期待に応える品質とサービスを提供する。 

・社会的責任：地球環境と人類社会の調和と発展に貢献する。 

・価値の提供：技術を革新し新しい価値を創造する。 
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２．上記に掲げる経営理念のもと、「次の１００年に向けて、盤石な企業基盤を構築する

とともに、安心と信頼に満ち、活気にあふれる企業を目指す。」ことを経営ビジョン

とする。 

 

（行動準則） 

第６条 当社は、取締役、執行役員、従業員が業務を遂行するに当たって定められている企

業行動規準を尊重し、その周知徹底に努める。 

２．年に一回、取締役会で企業行動規準の準拠状況を検証していく。 

 

（経営計画） 

第７条 当社の持続的成長を目的として、定期的に経営計画を策定する。 

２．経営計画は、取締役会にて十分議論され承認されたものを適宜開示していく。 

３．各担当取締役は、経営計画の達成に向け鋭意努力すると共に経営計画の進捗状況を

取締役会に報告していく。 

４．経営計画が未達に終わった場合は、その原因及び当社が行った対応を分析し、必要

に応じてその結果を公表するとともに、次期以降の経営計画に反映させていく。 

 

（内部統制） 

第８条 取締役による適切なリスクテイクが行えるよう当社内に存するリスクについては、

担当部署が適宜取締役会への報告を行う。 

２．内部統制の充実は、株主の信頼を得るに必要不可欠な要素であり、現状の体制に満

足することなく、常に見直しと充実を図っていく。 

３．取締役会は、これらの体制の適切な構築や、その運用が有効に行われているか否か

の監督に重点を置く。 

 

第３章 株主の権利・平等性の確保 

 

（株主総会） 

第９条 株主総会は、株主の意思を反映させる場であるとの認識を尊重し、株主の意思が適

切に反映されるよう努める。 

２．株主の意思が反映できるよう、株主総会の開催日時についても配慮する。 

３．株主総会は、株主との直接対話の場として株主に十分な説明を行い、質疑応答を尽

くすよう努める。 

４．株主が株主総会の議案に関して十分な検討が実施できるよう、株主総会の開催日の

３週間前までに株主総会招集通知を発送するものとし、発送に先立ち当社ウェブサ
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イトで株主総会招集通知の内容を開示する。 

５．賛成票の少なかった会社提案議案については、要因分析を行ったうえで開示に努め

る。 

 

（株主の権利の確保） 

第10条 株主総会における株主の議決権の行使を始めとして株主の権利の行使を事実上妨

げることがないよう、適切な対応を行う。 

２．いずれの株主も株式の持分に応じて平等に扱い、特定の株主に特別な便宜の供与等

は行わない。 

３．株主総会の決議事項の一部を取締役会に委任する内容を株主総会に提案する場合に

は、取締役会において当社がその提案にふさわしい体制かどうかも含め十分検討し

たうえで提案する。 

 

（株主との対話） 

第11条 株主総会のみならず、決算説明会、ＩＲ活動等機会を捉えて株主との双方向の対話

に努め、中長期的な企業価値の向上に資する有益な意見の吸収に努める。 

２．株主に対しては、決算説明会、当社ウェブサイトにより財務情報や非財務情報の開

示等により、当社の経営戦略や事業環境に関する理解を深めることができるよう活

動する。但し、インサイダー情報に該当する内容については、説明・開示は行わな

い。 

３．株主等から寄せられた意見については、適宜取締役会で共有し、当社経営計画のレ

ビュー等に活用する。 

４．必要に応じ、株主構造の把握に努め、株主との建設的な対話に取り組む。 

 

（資本政策） 

第12条 新株発行、第三者割当、転換社債等の増資を行う場合、公開買い付けに付された場

合、その他株主の利益を害する可能性のある支配権の変更等がある場合には、株主

の利益に重大な影響を及ぼすことを十分認識し、適切に情報と取締役会の方針を開

示していく。 

 

（政策保有株） 

第13条 当社は、事業の必要性や取引関係を維持することの妥当性を勘案し、資本コストに

見合った保有金額・株式シェアー等となっているかどうかの経済合理性等を総合的

に判断した上で、上場株式を政策的に保有し、有価証券運用規程に則り適切に運用

していく。 
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２．有価証券運用規程は、当社の状況や外部環境等を考慮しながら適宜見直しを実施し

ていく。 

３．持合が解消された先については、株式市場の動向を見ながら早期売却を目指す。 

４．毎年、取締役会にて個々の政策保有株式の保有目的・方針の妥当性や資本コストに

見合っているか等を具体的に検証し、検証結果を開示していく。 

５．株式の議決権については、有価証券運用規程第９条に則り是々非々で対応する。 

６．相手先より持合解消の申し出があった場合は、売却を妨害する行為や取引に影響を

及ぼすような行為は一切行なわない。 

 

（株主の利益に反する取引の防止） 

第14条 株主の利益を保護するため、取締役、執行役員、従業員等の当社関係者が、その立

場を利用して、株主や当社の利益に反する取引を行うことを防止するよう努める。 

２．取締役と関連当事者間の取引については、取締役会規程により取締役会での決議を

必要とする。また、取引を行った取締役は、その取引につき重要な事実を取締役会

に報告するものとする。 

 

第４章 ステークホルダーとの対話及び関係 

 

（基本方針） 

第15条 当社は、第５条に掲げる経営理念に従って顧客第一、社会的責任、価値の提供をベ

ースに、従業員、顧客、債権者、地域社会等の各ステークホルダーを尊重し、良好

かつ円満な関係を構築し、維持するよう努める。 

２．環境、ＣＳＲ、女性の登用に関しても積極的に関わっていく。 

３．ステークホルダーとの対話が一方通行とならないよう対応していく。 

 

（内部通報制度） 

第16条 内部監査室又はヘルプライン業務を受託している外部弁護士からもたらされた社

内通報については、社内通報規程に基づき適切に対応する。 

２．社内通報者に対する不利益な取扱いは、社内通報規程のとおり禁止する。 

３．内部通報制度の運用状況については、定期的に取締役会に報告するものとする。 

 

第５章 適切な情報開示と透明性の確保 

 

（基本方針） 

第17条 当社は、経営に関する重要な財務情報・非財務情報について、法令に基づく開示を
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適切に行うとともに、法令に基づく開示以外の情報提供にも積極的に取り組んでい

く。 

２．開示する情報には、ポシティブな情報のみならずネガティブな情報も含まれる。 

３．開示に当たっては、分かりやすい内容に努めるとともに、株主等からの問い合わせ

にも適切に対応できるよう体制を整備する。 

 

第６章 取締役会 

 

（取締役会の権限・責任及び役割） 

第 18条 当社の取締役会は、次に掲げる事項に関する決定又はモニタリングを行うほか、経

営理念や経営計画の達成に向けた経営の監督を行う。 

(1)会社法第 362条に定められた事項 

(2)株主総会に関する事項 

(3)決算等に関する事項 

(4)役員に関する事項 

(5)経営計画に関する事項 

(6)その他、特に重要な業務執行の決定及び執行状況に関する事項 

２．取締役会は、業務執行部門の迅速かつ果断な意思決定を可能とするため前項(1)にか

かる金額基準については、別途定めた当社の規程に従い執行役員に委任することが

できる。 

３．社長を始めとする社内取締役は、会社の状況を適宜取締役会に報告するものとし、

相互に意思疎通を図る。 

 

（取締役会のあり方） 

第19条 前条に定める取締役会の責任を果たすために、独立社外取締役の割合は過半数以上

を目標として１／３以上を最低限堅持すると共に、情報共有を進めることにより、

取締役会の更なる向上を目指していく。 

２．当社は、取締役会の下に、社長を含む取締役の選解任、報酬等の経営に関する特に

重要な事項に対して適切な関与・助言を行うことを目的として、独立社外取締役に

て構成する指名報酬委員会を設置する。 

 

（取締役（監査等委員及び社外取締役を除く）の資質） 

第20条 取締役の候補者は、本人の能力・経歴・考課結果、外部研修の結果等を踏まえたう

えで、当社の取締役として相応しい人物であること、かつ当社の発展と経営に大き

く寄与すると期待される人物を社内外から選任していく。 
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（取締役（監査等委員及び社外取締役を除く）のトレーニング） 

第21条 取締役には、当社が定める経営層向けの外部研修の受講を義務付けると同時に取締

役としての視野を広げると判断される社外有識者による講義等を適宜積極的に受

講させていく。 

 

（社長、取締役（監査等委員及び社外取締役を除く）及び執行役員の選解任） 

第22条 取締役（監査等委員及び社外取締役を除く。以下、特に断りのない限り、本条にお

いて同様とする。）は、指名報酬委員会の上程する候補者を取締役会で決議し、株

主総会にて選任する。ただし、取締役候補者が再任の場合には、実績評価（考課）

結果が2年連続不調である場合には、慎重に協議するものとする。 

２．社長及び執行役員は、指名報酬委員会の上程する候補者を取締役会で決議して選任

する。ただし、社長候補者が再任の場合には、経営計画に対する達成度合いや経営

状況等を総合的に判断するものとする。 

３．社長、取締役及び執行役員に関して、重大なコンプライアンス違反、著しい成績不

良等その他その職務の執行を継続することが適当ではないと認められる事由が発生

した場合には、指名報酬委員会での協議を経たうえで、取締役会での決議又は株主

総会での決議等必要な手続きを経て解任するものとする。 

４．社長、取締役（監査等委員及び社外取締役を含む。）及び執行役員の選任において

は、能力、考課結果、外部研修の結果等を総合的に勘案し、取締役会のバランスや

ジェンダー、国際性等を含む多様性を公平に判断したうえで検討を行う。 

５．株主総会において、取締役（監査等委員及び社外取締役を含む。）の選解任の候補

者を提案する場合、株主総会招集通知および事業報告において当該候補者の選解任

理由を説明する。 

６．その他、社長、取締役及び執行役員の選解任に関する運用についてはＯＫＫサクセ

ッションプランによる。 

 

（最高経営責任者等の後継者計画） 

第23条 当社は、ＯＫＫサクセッションプランに基づき、各本部長より推薦を受けた者の中

から代表取締役により執行役員候補者を選出し、経営層向けの外部研修を受講させ

る。さらに、取締役に選任された者に対しては、より高度な外部研修の受講等を通

じ、最高経営責任者として必要な資質を養成していく。 

 

（取締役会議長） 

第24条 当社の取締役会議長は、社長がその任に当たる。 
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２．監査等委員会より社長の執行状況に問題提起された場合は、社外取締役がその任に

当たる。 

（取締役会の運営） 

第25条 取締役会の年間開催スケジュールの事前確定、取締役会資料の事前配布、取締役か

ら求められている資料の提出等、取締役会が適切に開催され、十分議論が為される

よう運営していく。 

 

（他の上場会社役員への兼務） 

第26条 取締役（監査等委員及び社外取締役を除く）が他の上場会社の役員を兼務する場合

は、当社における業務遂行に支障を及ぼさない範囲内において、真に止むを得ない

場合に限るものとする。 

２．取締役（監査等委員及び社外取締役を除く）の他の上場会社の兼務状況は、株主総

会招集通知及び事業報告にて開示していく。 

 

（取締役（監査等委員及び社外取締役を除く）及び執行役員の報酬等） 

第27条 取締役及び執行役員の報酬は、業績の反映と株主との価値の共有という観点から、

月額報酬、株式報酬（持株口）、役員賞与、業績連動報酬、株式報酬（業績連動口）

から構成する。 

２．株式報酬（持株口）は、当社株式にて支給する。 

３．役員賞与は、株主との価値の共有に基づき、配当を実施した年度に限り報酬として

支払う。 

４．業績連動報酬は、取締役を対象とし、営業利益の公表数値を達成した場合、役職毎

に定めた割合の加算額を月額報酬に加算して支給する。役職毎の割合は別途、社内

ルールにて定める。 

５．株式報酬（業績連動口）は、中長期的な業績向上を目的とし、中長期経営計画を達

成した都度、取締役と功績のあった執行役員に当社株式を支給する。 

６．月額報酬、役員賞与、業績連動報酬及び株式報酬（業績連動口）の配付株式数につ

いて、妥当性と手続きの透明性を確保するため、社内ルールに基づき社長が報酬案

を作成し、指名報酬委員会に諮り、株主総会で決議された総額の範囲内で、その配

分を取締役会にて決定する。 

 

（取締役会全体の実効性に関する分析・評価） 

第28条 取締役会議長は、取締役会による経営の監督の実効性や適正性について毎年評価を

行い、取締役会に諮ったうえで、評価結果を開示していく。 

２．各取締役も毎年実施する自己の実績評価において取締役会の評価を実施し、取締役
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会議長はかかる評価結果も参考にしたうえで取締役会の評価を行う。 

 

第７章 社外取締役 

 

（社外取締役） 

第29条 社外取締役は、原則、当社から人的及び経済的に独立した取締役でなければならな

い。独立性基準は、東京証券取引所が定めるところによる。 

２．社外取締役は、業務執行部門からは中立の立場で活動することにより、当社経営の

透明性及び健全性の維持・向上に努めるものとする。また、経営の方針や経営改善

について、会社の持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点からの

助言を行う。なお、社外取締役が重要な会議への出席を望む場合には、これを妨げ

ない。 

３．社外取締役の選任に当たっては、第１項の独立性基準に合致するか否かを検討しつ

つ、本人の知見及び経歴に基づき社長が候補者を選定し、社外取締役の助言を得た

うえで、当該社外取締役の選任議案として取締役会に諮る。 

４．独立社外取締役は、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、その互選によ

り、筆頭独立社外取締役を１名選任することができる。 

５．独立社外取締役は、常に独立社外取締役間の情報交換、認識共有を図ることにより、

透明性・客観性の高い指名報酬委員会を目指すものとする。 

６．社外取締役就任後、工場見学、主要な展示会への出席等適宜トレーニングの機会を

提供する。 

７．社外取締役及びその候補者の他の上場会社役員の兼務状況は、株主総会招集通知及

び事業報告にて開示していく。 

８．社外取締役（監査等委員を除く）の報酬は、業務執行部門からの独立性を確保する

観点から、月額報酬のみとする。その報酬額は、配分の考え方を説明したうえで、

取締役会において、株主総会にて決議された報酬の範囲内でその配分を決定する。 

 

第８章 監査等委員会 

 

（監査等委員） 

第30条 監査等委員の過半数は、会社法の定めに従い社外取締役とし、監査等委員の活動の

実効性確保のため、常勤の監査等委員を置く。 

２．常勤の監査等委員は、経営会議他重要な会議に出席し、経営執行状況の適時的確な

把握と監視に努めるとともに、他の監査等委員との情報の共有を図る。なお、非常
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勤の監査等委員が重要な会議への出席を望む場合には、これを妨げない。 

３．監査の実効性を確保するために、監査等委員には、適切な経験・能力及び必要な財

務・会計・法務に関する知識を有するものを選任する。また、監査等委員の内最低

１名は、財務・会計に関する十分な知見を有しているものとする。 

４．監査等委員の選任に当たっては、社長が監査等委員会の同意を得たうえで人事案を

作成し、当該監査等委員の選任議案として取締役会に諮る。 

５．監査等委員は、必要に応じ外部有識者の講習等適宜トレーニングの機会を受けるこ

とができる。 

６．監査等委員の報酬は、監査業務や業務執行の監督等の職務の適正性を確保する観点

から、月額報酬のみとする。但し、常勤の監査等委員に限り、株式報酬（持株口）

も支給する。報酬額は、株主総会にて決議された報酬の総額の範囲内で、それぞれ

の監査等委員の役割・職務の内容を勘案し、常勤及び非常勤を区分のうえ、監査等

委員会の協議により決めるものとする。 

 

（監査等委員会） 

第31条 監査等委員会は、監査等委員を通じて法令に基づく調査権限を積極的に行使すると

ともに、遵法状況の点検・確認、財務報告に係る内部統制システムの整備・運用の

状況等の監視・検証を通じて、取締役の職務執行が法令・定款に適合し、会社業務

が適正に遂行されているかを監査する。 

２．監査等委員会は、「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針規程」に基づき、会計

監査人の評価を行うとともに、会計監査人に求められる独立性及び専門性を有して

いるかどうかを確認のうえ、その解任・不再任・再任・新任を決定する。 

３．当社は、監査等委員及び会計監査人による実効性のある監査のための十分な監査期

間を確保する。 

 

（会計監査人） 

第32条 当社は、会計監査人における高品質な監査を可能とする十分な監査時間を確保し、

当社経営陣との直接の面談や、監査等委員会、内部監査部門との連携を確保する。 

 

附  則 

・このガイドラインは、当社ウェブサイトに掲載して社外に公表するものとする。 

・2018年6月4日一部改正し、同日より実施する。 

・2018年12月26日一部改正し、同日より実施する。 

・なお、株主総会の決議事項である第 27条、第 30条 6項は、次回定時株主総会にて決議を

受けた後に効力が発生し、本附則は、効力発生後削除されるものとする。 


