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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
当社は、グループ経営ビジョンに基づき、銀行持株会社として、当社グループ全体の健全かつ適切な運営を確保するため、当社の中核子会社で
ある銀行子会社を中心とした子会社の経営管理を行い、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図っていきます。
＜グループ経営ビジョン（目指すべき金融グループの姿）＞
「お客さま第一主義」 お客さま第一主義の経営を徹底し、それぞれのお客さまのニーズに応じた最良の金融サービスを提供します。
「お客さまとともに成長」 地域において持続的安定的な金融仲介機能を発揮し、地域のお客さまとともに成長し続けます。
「信頼と安心の経営」 グループとしてより強固な経営基盤を構築し、お客さまから信頼され安心して末長くおつきあいいただく存在になります。
なお、当社は、当社グループのコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方及び運営指針として、「トモニホールディングスグループ コーポ
レートガバナンス・ガイドライン」を策定し、当社ホームページに掲載しておりますので、ご参照ください。
（http://www.tomony-hd.co.jp/about/pdf/about-cg/cg-guideline-201812.pdf）

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【原則１−４．政策保有株式】
□政策保有株式に関する基本方針
・当社グループは、政策保有株式の縮減に関する方針・考え方や資本コスト対比の具体的な精査に基づく検証について定めておりませんが、政策
保有株式に関する方針については、「トモニホールディングスグループ コーポレートガバナンス・ガイドライン」第６条「上場株式の政策保有に関す
る基本方針」に、次のとおり定めております。
(1) 地域金融グループとして、取引先企業等との取引や連携関係の維持・拡大等を通じて、地域経済の発展並びに政策保有先及び当社グループ
の企業価値の向上に資するなど、その保有意義が認められる場合において限定的に保有する。
(2) 政策保有株式については、個別銘柄ごとに、中長期的な視点からリスク・リターンを踏まえた経済合理性や政策保有先の財務・業績内容等を
勘案した将来の見通し等について、銀行子会社から定期的に報告を求め、当社が取締役会においてその報告等を踏まえて保有意義の妥当性を
検証し、継続保有の可否を判断する。
(3) その保有意義が乏しいと判断される銘柄については、銀行子会社が政策保有先との対話を通じて縮減を進める。
□政策保有株式に関する検証内容
・当社は上記の上場株式の政策保有に関する基本方針に基づき、定期的（年１回）に銀行子会社の保有する政策保有上場株式の継続保有の可
否について判断することとしており、平成30年９月の当社取締役会において継続保有の可否判断を行った結果、48銘柄を継続保有（うち１銘柄を
一部売却）、１銘柄を売却することといたしました。
□議決権行使に関する基準
・当社グループは、議決権行使に関する基準について、「トモニホールディングスグループ コーポレートガバナンス・ガイドライン」第７条「政策保有
株式に係る議決権行使に関する基準」に、次のとおり定めておりますが、定量的かつ具体的な基準は定めておりません。
(1) 原則として、全ての議案に対して議決権を行使する。
(2) 個別銘柄ごとの議決権行使については、政策保有先のガバナンスの状況を踏まえた上で、政策保有先及び当社グループの企業価値の向上
の観点から、銀行子会社が総合的に賛否を判断し議決権を行使する。なお、以下の場合には、必要に応じて政策保有先との対話等も実施した上
で賛否を慎重に判断し議決権を行使する。
①重大な不祥事件が発生するなどコンプライアンス（法令等遵守）態勢に問題がある場合
②業績の著しい悪化が一定期間継続するなど中長期的な企業価値の向上が図れていない場合
③その他株主価値を毀損する可能性のある議案が提案された場合
(3) 個別銘柄ごとの議決権行使の状況については、銀行子会社から定期的に報告を求め、当社の取締役会に報告する。
（http://www.tomony-hd.co.jp/about/pdf/about-cg/cg-guideline-201812.pdf）
【原則２−６．企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
□企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮
・当社グループの銀行子会社のうち、徳島銀行及び香川銀行では、各行が設立する企業年金基金（以下「基金」という。）において、確定給付年金
制度に係る年金資産の運用・給付その他の管理を行っております。各基金では、理事の中から運用執行理事を選任し、積立金の管理及び運用に
関する基金の業務を執行させるとともに、運用を委託する運用機関より、定期的に運用状況やスチュワードシップ活動等に関する報告を受けるこ
とにより、企業年金の受益者と会社との間に生じ得る利益相反の適切な管理に努めております。
・また、大正銀行では、あらかじめ経営会議において決定した運用の基本方針に基づき、人事部門が積立金の運用及び管理を行っております。人
事部門では、運用を委託する運用機関より、定期的に運用状況やスチュワードシップ活動等に関する報告を受けることにより、企業年金の受益者
と会社との間に生じ得る利益相反の適切な管理に努めております。なお、大正銀行は、2020年１月に徳島銀行との合併を予定しております。
【原則４−８．独立社外取締役の有効な活用】
□取締役の構成及び独立社外取締役の員数
・当社は、取締役の構成及び独立社外取締役の員数の考え方について、当社ホームページに公表しております「トモニホールディングスグルー
プ コーポレートガバナンス・ガイドライン」第15条「取締役会の構成」に掲載しておりますので、ご参照ください。
（http://www.tomony-hd.co.jp/about/pdf/about-cg/cg-guideline-201812.pdf）
・本報告書提出日現在、取締役12名のうち３名が独立社外取締役でありますが、取締役会が全体として適切に機能発揮するための構成のあり方
等については、取締役会において引き続き検討してまいります。

【補充原則４−10−１．任意の仕組みの活用】
□任意の指名委員会・報酬委員会など独立した諮問委員会の設置
・本報告書提出日現在、取締役12名のうち３名が独立社外取締役であり、独立社外取締役の員数は取締役会の過半数に達していないものの、監
査等委員会設置会社への移行により、取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任は強化されており、態勢面は
十分であると考えております。なお、独立社外取締役が全員監査等委員であり、また、監査等委員会が全員独立社外取締役で構成されている現
状においては、監査等委員会が取締役（経営陣幹部を含む。以下同じ。）の選解任及び取締役の報酬等の決定についての意見形成を行っている
ことから、指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会を設置するのと同等の態勢にあると考えております。
・しかしながら、経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、今後は経営戦略を検
討する中で、任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会の設置については、取締役会において引き続き検討してまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則１−７．関連当事者間の取引】
□関連当事者間の取引
・当社は、関連当事者間の取引について、「トモニホールディングスグループ コーポレートガバナンス・ガイドライン」第８条「関連当事者間の取引」
に、当社又は銀行子会社と、その取締役若しくは当社主要株主等との取引が当社グループ及び株主の皆さまの共同の利益を害することのないよ
う、また、そうした懸念を持たれることのないよう、かかる取引のうち、取引条件が一般の取引と同様である定型的な取引を除き、事前に当社又は
銀行子会社の取締役会による承認のほか、当社又は銀行子会社の監査等委員会による承認を要するものとする旨を定めております。
（http://www.tomony-hd.co.jp/about/pdf/about-cg/cg-guideline-201812.pdf）
【原則３−１．情報開示の充実】
□経営ビジョン・経営計画
・当社は、経営ビジョンについて、本報告書「１．１．基本的な考え方」に記載するとともに、当社ホームページに掲載しておりますので、ご参照くださ
い。
（http://www.tomony-hd.co.jp/about/about-vision.html）
・当社は、経営計画について、当社ホームページに掲載しておりますので、ご参照ください。
（http://www.tomony-hd.co.jp/about/about-keieikeikaku.html）
□コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方・運営指針
・当社は、当社グループのコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方及び運営指針について、「トモニホールディングスグループ コーポ
レートガバナンス・ガイドライン」を策定し、当社ホームページに掲載しておりますので、ご参照ください。
（http://www.tomony-hd.co.jp/about/pdf/about-cg/cg-guideline-201812.pdf）
□取締役の報酬決定方針・手続き
・当社は、取締役の報酬決定方針及び手続きについて、本報告書「２．１．【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内
容」及び当社ホームページに公表しております「トモニホールディングスグループ コーポレートガバナンス・ガイドライン」第25条「取締役の報酬等
の決定方針及び手続き」に掲載しておりますので、ご参照ください。
（http://www.tomony-hd.co.jp/about/pdf/about-cg/cg-guideline-201812.pdf）
□取締役候補者の指名方針・手続き
・当社は、取締役候補者並びに監査等委員候補者の指名方針及び手続きについて、当社ホームページに公表しております「トモニホールディング
スグループ コーポレートガバナンス・ガイドライン」第18条「取締役候補者の指名方針及び手続き」及び第24条「監査等委員候補者の指名方針及
び手続き」に掲載しておりますので、ご参照ください。
（http://www.tomony-hd.co.jp/about/pdf/about-cg/cg-guideline-201812.pdf）
□取締役候補者の指名についての説明
・取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名を候補者とした理由について、当社ホームページに公表しております「第８期定時株主総会招集ご
通知」の株主総会参考書類に掲載しておりますので、ご参照ください。
（http://www.tomony-hd.co.jp/stock/soukai/syousyu-tuchi-201806.pdf）
・社外取締役（監査等委員）３名を社外取締役候補者とした理由について、本報告書「２．１．【会社との関係(2)】」及び当社ホームページに公表して
おります「第７期定時株主総会招集ご通知」の株主総会参考書類に掲載しておりますので、ご参照ください。
（http://www.tomony-hd.co.jp/stock/soukai/syousyu-tuchi-201706.pdf）
□経営陣幹部の選解任の方針・手続き
・当社は、経営陣幹部の選解任の方針及び手続きについて、当社ホームページに公表しております「トモニホールディングスグループ コーポレー
トガバナンス・ガイドライン」第19条「経営陣幹部の選解任に関する方針及び手続き」に掲載しておりますので、ご参照ください。
（http://www.tomony-hd.co.jp/about/pdf/about-cg/cg-guideline-201812.pdf）
【補充原則４−１−１．経営陣への委任の範囲】
□重要な業務執行の決定の委任
・当社は、取締役会が取締役に委任する重要な業務執行の範囲について、当社ホームページに公表しております「トモニホールディングスグルー
プ コーポレートガバナンス・ガイドライン」第13条「コーポレートガバナンス体制の枠組み」及び第14条「取締役会の役割及び責務」に掲載しており
ますので、ご参照ください。
（http://www.tomony-hd.co.jp/about/pdf/about-cg/cg-guideline-201812.pdf）
【原則４−９．独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
□独立社外取締役の独立性判断基準
・当社は、独立社外取締役の独立性判断基準について、本報告書「２．１．【独立役員関係】その他独立役員に関する事項」及び当社ホームページ
に公表しております「トモニホールディングスグループ コーポレートガバナンス・ガイドライン」別紙「トモニホールディングス独立性判断基準」に掲
載しておりますので、ご参照ください。
（http://www.tomony-hd.co.jp/about/pdf/about-cg/cg-guideline-201812.pdf）
【補充原則４−11−１．取締役会の全体としてバランス、多様性及び規模に関する考え方】
□取締役会の全体としてのバランス、多様性及び規模に関する考え方
・当社は、取締役会の全体としてのバランス、多様性及び規模に関する考え方について、当社ホームページに公表しております「トモニホールディ
ングスグループ コーポレートガバナンス・ガイドライン」第15条「取締役会の構成」に掲載しておりますので、ご参照ください。
（http://www.tomony-hd.co.jp/about/pdf/about-cg/cg-guideline-201812.pdf）

【補充原則４−11−２．取締役の兼任状況】
□取締役の兼任状況
・当社は、取締役（監査等委員である取締役を含む。）の兼任状況について、当社ホームページに公表しております「第８期定時株主総会招集ご通
知」の株主総会参考書類に掲載しておりますので、ご参照ください。
（http://www.tomony-hd.co.jp/stock/soukai/syousyu-tuchi-201806.pdf）
【補充原則４−11−３．取締役会全体の実効性についての分析・評価及びその結果】
□取締役会全体の実効性についての分析・評価及びその結果
・当社は、取締役会全体の実効性についての分析・評価について、当社ホームページに公表しております「トモニホールディングスグループ コー
ポレートガバナンス・ガイドライン」第26条「取締役会の実効性評価」に、取締役会は、毎年、各取締役の自己評価等を参考として、取締役会全体
の実効性をはじめとするコーポレートガバナンス体制全体について、本ガイドラインの趣旨に照らして分析・評価を行い、その結果の概要を適時・
適切に開示するとともに、必要な改善を図る旨を定めております。
（http://www.tomony-hd.co.jp/about/pdf/about-cg/cg-guideline-201812.pdf）
・当該条項に基づき実施いたしました平成29年度の評価結果の概要について、当社ホームページに公表しております「当社取締役会の実効性に
関する評価結果の概要について」に掲載しておりますので、ご参照ください。
（http://www.tomony-hd.co.jp/about/pdf/about-cg/cg-analysis-201805.pdf）
【補充原則４−14−２．取締役に対するトレーニングの方針】
□取締役に対するトレーニングの方針
・当社は、取締役に対するトレーニングの方針について、当社ホームページに公表しております「トモニホールディングスグループ コーポレートガ
バナンス・ガイドライン」第28条「取締役及び監査等委員の支援体制・トレーニングの方針」に掲載しておりますので、ご参照ください。
（http://www.tomony-hd.co.jp/about/pdf/about-cg/cg-guideline-201812.pdf）
【原則５−１．株主との建設的な対話に関する方針】
□株主との建設的な対話に関する方針
・当社は、株主との建設的な対話に関する方針について、当社ホームページに公表しております「トモニホールディングスグループ コーポレートガ
バナンス・ガイドライン」第29条「株主の皆さまとの建設的な対話の促進」に掲載しておりますので、ご参照ください。
（http://www.tomony-hd.co.jp/about/pdf/about-cg/cg-guideline-201812.pdf）

２．資本構成
外国人株式保有比率

10%以上20%未満

【大株主の状況】
氏名又は名称
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）

所有株式数（株）

割合（％）

11,159,000

6.82

トモニホールディングス従業員持株会

5,216,397

3.19

日亜化学工業株式会社

4,938,000

3.02

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）

4,610,800

2.82

ＤＦＡ ＩＮＴＬ ＳＭＡＬＬ ＣＡＰ ＶＡＬＵＥ ＰＯＲＴＦＯＬＩＯ

3,593,100

2.19

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

3,251,537

1.98

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口５）

3,108,200

1.90

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口４）

3,050,440

1.86

損害保険ジャパン日本興亜株式会社

2,643,117

1.61

日本ハム株式会社

2,556,896

1.56

支配株主（親会社を除く）の有無

―――

親会社の有無

なし

補足説明
―――

３．企業属性
上場取引所及び市場区分

東京 第一部

決算期

3月

業種

銀行業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高

100億円以上1000億円未満

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
―――

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

監査等委員会設置会社

【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

1年

取締役会の議長

会長（社長を兼任している場合を除く）

取締役の人数

12 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

3名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

3名

会社との関係(1)
氏名

属性

多田 桂

その他

大西 俊哉

公認会計士

大平 昇

弁護士

a

b

c

d

会社との関係(※)
e f
g h

i

j

k
○

△
○

※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」
a
上場会社又はその子会社の業務執行者
b
上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
c
上場会社の兄弟会社の業務執行者
d
上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
e
上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f
上場会社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コンサルタント、会計専門家、法律専門家
g
上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）
h
上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）
i
社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）
j
上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）
k
その他

会社との関係(2)
氏名

多田 桂

監査等 独立
委員 役員

○

○

適合項目に関する補足説明

当社と特定の利害関係はなく、独立役員
に指定しております。

選任の理由
直接企業経営に関与された経験はありません
が、永年財務局に勤務した経験から、金融機
関に関するその豊富な経験と幅広い知識と見
識を有していることから、公正・中立な立場によ
り、取締役の業務執行を適正に監督する役割
を期待して、監査等委員である取締役（社外取
締役）に選任しております。当社と特定の利害
関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそ
れはありません。

大西 俊哉

大平 昇

○

○

○

○

当社と特定の利害関係はなく、独立役員
に指定しております。

直接企業経営に関与された経験はありません
が、公認会計士として上場企業等の会計監査
等に従事した経験に基づく、財務及びガバナン
スに関する高い知見により、取締役の業務執
行を適正に監督する役割を期待して、監査等
委員である取締役（社外取締役）に選任してお
ります。大西俊哉氏は、平成24年6月に新日本
有限責任監査法人を退任し、現在は個人で会
計事務所を開設しております。また、香川銀行
の監査役を平成26年6月26日で退任しておりま
す。従って、一般株主との利益相反が生じるよ
うな利害関係を一切有しておりません。

当社と特定の利害関係はなく、独立役員
に指定しております。

直接企業経営に関与された経験はありません
が、弁護士として豊富な経験と専門知識並びに
高い法令順守の精神を有していることから、公
正・中立な立場により、取締役の業務執行を適
正に監督する役割を期待して、監査等委員で
ある取締役（社外取締役）に選任しております。
当社と特定の利害関係はなく、一般株主と利益
相反が生じるおそれはありません。

【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性

全委員（名）
監査等委員会

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

常勤委員（名）
3

社内取締役
（名）

1

社外取締役
（名）
0

委員長（議長）
3

社外取締役

あり

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
当社は、監査等委員会の職務補助者の独立性を確保するための態勢として、職務補助者の任命・異動・人事評価・懲戒処分については、予め監
査等委員会の意見を聴取し、これを尊重することとしております。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員会は、監査業務を遂行するに当たり、内部監査部門及び会計監査人と緊密な連携を保ち、定期的な会合を持つなど、積極的な情報交
換等を行い、効率的な監査を実行しております。

【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【独立役員関係】
独立役員の人数

3名

その他独立役員に関する事項
＜トモニホールディングス独立性判断基準＞
当社は、社外役員（社外取締役及び社外監査等委員）の独立性判断基準を以下のとおり定め、社外役員が、原則として、現在又は最近（注１）に
おいて以下に掲げるいずれの要件にも該当しない場合、当該社外役員は独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し
ています。
なお、社外役員候補者については、この基準及び東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」に規定された独立性基準に基づ
き、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないことを実質的に判断し、特段の事情がない限り、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定
し、同取引所に届け出ることとします。
１ 当社グループを主要な取引先（注２）とする者又はその者が法人等である場合にはその業務執行者
２ 当社グループの主要な取引先（注３）又はその者が法人等である場合にはその業務執行者
３ 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（注４）を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得て

いる者が法人等である場合にはその法人等に所属する者をいう。）
４ 当社グループから多額の寄付等を受ける者、又はその者が法人等である場合にはその業務執行者
５ 当社の主要株主（総株主の議決権の10％以上を保有する株主をいう。）又はその者が法人等である場合にはその業務執行者
６ 次に掲げる者（重要でない者（注５）を除く。）の近親者（注６）
(1) 上記１〜５に該当する者
(2) 当社グループの取締役、監査等委員、執行役員等の重要な使用人
（注１）「最近」の定義
実質的に現在と同視できるような場合をいい、例えば、社外取締役又は社外監査等委員として選任する株主総会の議案の内容が決定さ
れた時点において該当していた場合等を含む。
（注２）「当社グループを主要な取引先」の定義
以下のいずれかに該当する場合を基準に判定する。
・ 当該取引先の年間連結売上高において、当社グループとの取引による売上高が１％を超える場合
・ 当該取引先の資金調達において、当社グループ以外の金融機関からの調達が困難であるなど、代替性がない程度に依存している場合
（注３）「当社グループの主要な取引先」の定義
当社グループの年間連結業務粗利益において、当該取引先との取引による業務粗利益が１％を超える場合を基準に判定する。
（注４）「多額の金銭その他の財産」の定義
過去３事業年度の平均で、当該財産を得ている者が個人の場合は年間1,000万円を超える場合、法人等の場合は当該法人等の年間売上
高の２％を超える場合を基準に判定する。
（注５）「重要でない者」の定義
各会社の役員・部長クラスの者（法律事務所・監査法人等の団体に所属する者については、弁護士・公認会計士等の専門的な資格を有す
る者）に該当しない者をいう。
（注６）「近親者」の定義
配偶者又は二親等以内の親族をいう。

【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

ストックオプション制度の導入

該当項目に関する補足説明
取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対して、当社の業績と株式価値との連動性をより一層強めることにより、取締役（監査等委員である
取締役を除く。）の経営責任を明確にし、株主と親和性が高い役員報酬制度とすることで、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲や
士気を一層高めるため、株式報酬型ストック・オプション制度を導入しております。

ストックオプションの付与対象者

社内取締役、子会社の取締役

該当項目に関する補足説明
当社並びに銀行子会社である株式会社徳島銀行、株式会社香川銀行及び株式会社大正銀行の取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対
して、株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権を付与いたします。

【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（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額及び監査等委員である取締役の報酬等の額は、各々株主総会の決議によって定
めております。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額は年額2億5,000万円以内（うち社外取締役分は年額5,000万円以内）と定めており、監査
等委員である取締役の報酬等の額は年額5,000万円以内と定めております。なお、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額には、
役員賞与を含み、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。
また、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額とは別枠で、株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の
額を、各事業年度に係る当社定時株主総会の日から１年間に年額7,000万円以内の範囲で割り当てることとしております。

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
当社は、透明性の高い役員報酬制度とするとともに、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めることを目的として、
役員報酬制度を設計しております。
具体的な役員報酬制度といたしましては、役員の報酬等の構成を、
・役員報酬

・役員賞与
・株式報酬型ストック・オプション
としております。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の役員報酬は、株主総会において定められた報酬等の総額の範囲内において、取締役会の協議によ
り決定しており、監査等委員である取締役の役員報酬は、株主総会において定められた報酬等の総額の範囲内において、監査等委員である取締
役の協議により決定しております。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の役員賞与は、当社グループの連結業績を勘案して決定しており、
株主総会において定められた報酬等の総額の範囲内において、取締役会の協議により決定しております。取締役（監査等委員である取締役を除
く。）の株式報酬型ストック・オプションは、企業価値の持続的な発展をより意識した経営を推進する目的で、一定の権利行使期間を設定し、役位
に応じて当社の新株予約権を付与することとしており、株主総会において定められた株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権に関する
報酬等の総額の範囲内において、取締役会の協議により決定しております。

【社外取締役のサポート体制】
当社の社外取締役３名全員は、監査等委員である取締役であります。
監査等委員である取締役には、担当スタッフ１名を配置し、監査等委員会開催事務、監査等委員である取締役の補佐を行っております。

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）
当社は、会社の機関として、株主総会及び取締役のほか、取締役会、監査等委員会、経営会議及び会計監査人を設置しております。
（取締役会）
取締役会は、原則として毎月２回開催し、当社及び当社が経営管理を行う子会社等の経営の基本方針、法令で定められた事項やリスク管理・コン
プライアンス等その他経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行状況を監督しております。
取締役は、提出日現在12名であり、うち３名は監査等委員である取締役であります。
監査等委員である取締役３名は全員社外取締役であります。
なお、３名の社外取締役は独立役員に指定されており、経営から独立した中立的な立場から、適切な意見申述を行っております。
（監査等委員会）
監査等委員会は、原則として毎月１回の開催としております。また、監査等委員会は、監査等委員会による監査等の実効性を高めるため常勤の
監査等委員を１名選定するとともに、必要に応じて監査等委員会の職務を補助する使用人を置くことにより監査等委員会への情報提供等が速や
かになされる体制をとっております。
監査等委員会は、監査等委員会で策定された監査方針及び監査計画に基づき、取締役の職務執行の監査及び監督を行うほか、重要な会議への
出席、業務・財産の状況の調査等を通じて監査・監督業務の実効性の向上を図っております。また、監査等委員会は、内部統制部門等と緊密な
連携を保ち、監査等委員会による監査・監督機能の強化及び監査・監督活動等における実効性の向上を図っております。
監査等委員である取締役は、提出日現在３名であり、全員社外取締役であります。
（経営会議）
常務取締役以上の役付取締役等により構成される経営会議は、原則として毎月２回開催し、取締役会の決定した経営の基本方針に基づいて、全
般的執行方針を確立するため経営に関する重要事項に係る各施策の方向性について協議し、あわせて業務執行の全般的統制を図るとともに、
取締役会から委任を受けた事項等について決議を行っております。
なお、経営会議には常勤の監査等委員が出席し、適切に意見申述を行っております。
（会計監査人）
当社の金融商品取引法監査及び会社法監査を行う会計監査人は、ＥＹ新日本有限責任監査法人であります。

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
当社は機関設計として、監査等委員会設置会社を採用しておりますが、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで、
監査・監督機能の強化を図るとともに、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させ、更なる企業価値向上を図るものであります。

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

第８期定時株主総会招集ご通知は、法定期日前の平成30年６月６日に発送いたしまし
た。

集中日を回避した株主総会の設定

第８期定時株主総会の開催日は、集中日を回避して平成30年６月27日に開催いたしまし
た。

電磁的方法による議決権の行使

郵送による議決権行使のほか、インターネット等による議決権行使を可能としております。

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

株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームへ参加しております。

招集通知（要約）の英文での提供

第８期定時株主総会招集ご通知（要約）の英訳版は、平成30年６月４日に当社ホーム
ページ等に掲載いたしました。

その他

株主総会開催時に、報告事項及び決議事項について、ビジュアル化対応を行い、株主に
より平易にわかりやすい説明を行いました。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

ディスクロージャーポリシーの作成・公表

株主の皆さまとの建設的な対話を行う上での基盤として、正確でわかりやすく
有用性の高い情報の公平かつ適時・適切な開示を行うために、ディスクロー
ジャー・ポリシーを策定し、当社ホームページにおいて公表しております。

IR資料のホームページ掲載

当社ホームページにおいて、投資家の皆さま向けの情報ページを開設し、決
算情報、決算情報以外の適時開示資料、ディスクロージャー誌、ミニディスク
ロージャー誌、アニュアルレポート（英文）等を掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置

経営企画部内にＩＲ担当者を配置しております。

代表者
自身に
よる説
明の有
無

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、株主をはじめとするステークホルダーの立場の尊重に関する考え方について、当
社ホームページに公表しております「トモニホールディングスグループ コーポレートガバナ
ンス・ガイドライン」第２章「株主の皆さまの権利・平等性の確保」及び第３章「株主以外のス
テークホルダーとの関係」に掲載しておりますので、ご参照ください。
（http://www.tomony-hd.co.jp/about/pdf/about-cg/cg-guideline-201812.pdf）

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

当社グループは、地域金融機関グループとして、環境保全活動及びＣＳＲ活動等の地域貢
献活動に積極的に取り組んでまいります。
環境保全活動及びＣＳＲ活動等の実施状況につきましては、ディスクロージャー誌への掲
載及びホームページへの掲載等により、公表しております。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

当社は、ステークホルダーに対する情報提供に関する考え方について、当社ホームページ
に公表しております「トモニホールディングスグループ コーポレートガバナンス・ガイドライ
ン」第４章「適切な情報開示と透明性の確保」に掲載しておりますので、ご参照ください。
（http://www.tomony-hd.co.jp/about/pdf/about-cg/cg-guideline-201812.pdf）

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
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、当社及び連結子会社から成る企業集団（以下「当社グループ」といいます。）の業務の適正を確保
するための体制を整備するため、以下の「内部統制基本方針」を制定しております。
１．当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
（１）当社グループの経営管理体制
取締役会は、グループ経営ビジョンに基づき、当社グループの事業を統括する持株会社として、当社グループの経営管理に関するグループ会社
管理規程を制定するほか、リスク管理、コンプライアンス、内部監査等、各事項ごとに、経営管理のための方針等を制定し、経営管理体制を整備
する。
（２）グループ経営管理契約の締結
取締役会は、当社が直接的に経営管理する子会社とグループ経営管理契約を締結することなどにより、子会社から適時に業務及び財務の状況
その他重要な情報の報告を受け、子会社の統括的な経営管理を行う。また、当社の子会社以外のグループ会社の経営管理は、子会社を通じて
行い、当社は、必要に応じて指導・助言を行う。
（３）財務報告に係る内部統制基本方針の制定
取締役会は、当社グループの財務報告に係る内部統制基本方針を制定し、財務報告の適正性と信頼性を確保するために必要な体制を整備す
る。
（４）自己資本管理方針の制定
取締役会は、自己資本の充実により、グループ全体の業務の健全かつ適切な運営及び経営体質の一層の強化を図るため、自己資本管理方針を
制定し、管理態勢を構築する。
（５）グループ内取引等に関する管理
取締役会は、グループ内取引等について法令等に則した適切な対応等を行うとともに、リスクの移転により、個々のグループ内会社では対応でき
ないリスクの波及が生じ、グループの業務の健全性に重大な影響をおよぼす可能性があることを十分に認識し、グループとして適切な管理を行
う。
（６）お客さま本位の業務運営に関する基本方針の制定
取締役会は、お客さまの資産形成及び資産運用のお役に立つため、お客さま本位の業務運営に関する基本方針を制定し、当社グループは、金
融商品の販売業務におけるお客さま本位の取組みを実践する。
２．当社グループの取締役及び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）取締役会の設置
当社は、すべての取締役で組織する取締役会を設置する。取締役会は、原則として毎月２回開催し、経営の基本方針、法令で定められた事項や
リスク管理・コンプライアンス等その他経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行状況を監督する。
（２）法令等遵守体制の整備
取締役会は、コンプライアンス（法令等遵守）を経営の最重要事項として位置づけ、法令等遵守方針・規程等及びコンプライアンス・マニュアルの制
定並びに周知を通じて、当社グループの役職員が法令等を遵守することを確保するための体制を整備する。
（３）グループコンプライアンス委員会の設置
取締役会は、グループコンプライアンス委員会を設置し、グループコンプライアンス委員会は、当社グループのコンプライアンスに関する事項につ
いて審議する。
（４）コンプライアンス統括部署の設置
取締役会は、当社グループのコンプライアンス統括部署を設置し、コンプライアンス統括部署は、コンプライアンスに関する諸施策の立案、周知徹
底、指導及びその進捗状況を一元的に管理する。
（５）コンプライアンス・プログラムの策定
取締役会は、事業年度ごとに、コンプライアンス態勢の構築を図ることを目的とし、法令等遵守方針及び法令等遵守規程に沿って、コンプライアン
スを実現するための実践計画であるコンプライアンス・プログラムを策定する。
（６）内部通報規程の制定
取締役会は、内部通報規程を制定し、当社グループの役職員が社内外に設置した通報・相談窓口に対して、組織的又は個人的な法令違反行為
等に関する相談又は通報を行った場合に、当該通報等を適正に処理し、通報者等を保護する態勢を構築する。
（７）顧客保護等管理方針の制定
取締役会は、お客さまの保護及び利便性の向上を図るため、当社グループの顧客保護等管理方針を制定し、管理態勢を構築し、適切かつ十分な
お客さまへの説明、お客さまからの相談・苦情等への対応及びお客さま情報の管理を行い、顧客保護等管理を徹底する。
（８）反社会的勢力に対する基本方針等の制定
取締役会は、反社会的勢力との関係を遮断するため、当社グループの反社会的勢力に対する基本方針を制定し、反社会的勢力情報管理部署を
設置するとともに、反社会的勢力の情報管理に関する規程を制定する。反社会的勢力情報管理部署は、反社会的勢力に関する情報を統括管理
するとともに、当社グループにおける反社会的勢力との取引を排除するための取組みを行い、研修活動の実施、対応マニュアルの整備及び外部
専門機関との連携等を行う。
３．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
（１）取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理
当社は、文書及び記録の管理に関する各規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を、文書又は電磁的媒体（以下「文書等」という。）に記録し、
適切に保存及び管理するものとし、取締役は、常時これらの文書等を閲覧することができる。
４．当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
（１）グループ統合的リスク管理方針等の制定
取締役会は、当社グループの経営の健全性を確保し、各種リスクに見合った適正な収益を上げるため、グループ統合的リスク管理方針、グループ
統合的リスク管理規程等を制定し、グループ統合的リスク管理を適正に行う。
（２）グループリスク管理委員会の設置
取締役会は、グループリスク管理委員会を設置し、グループリスク管理委員会は、各種リスクを包括的に認識し、リスクをその特性に応じた適正な
範囲・規模に管理することにより、リスク管理に特化した具体的実践的な事項について審議する。
（３）リスク管理統括部署の設置
取締役会は、リスク管理統括部署を設置し、リスク管理統括部署は、リスク管理の状況をモニタリングし、各種リスクを統括管理する。
（４）危機事態における態勢の整備

取締役会は、危機時対応規程を制定し、当社グループにおいて不測の事態が発生した場合には、必要に応じて緊急対策本部を設置するなど迅
速な対応を行い、損害の拡大を防止し、これを最小限に止める態勢を整備する。
５．当社グループの取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
（１）経営計画の策定・評価等
取締役会は、グループ経営ビジョンに基づき、経営計画を策定し、グループ全体の目指すべき姿、達成すべき目標及び業務執行の方向性を明確
にするとともに、この経営計画に基づく具体的施策として、事業年度ごとの方針及び重点施策を策定し、その実施・進捗状況の評価等を適切に行
う。
（２）経営会議の設置
取締役会は、経営会議を設置し、取締役会の決定した経営の基本方針に基づいて、全般的執行方針を確立するため経営に関する重要事項に係
る各施策の方向性について協議し、あわせて業務執行の全般的統制を図るとともに、取締役会から委任を受けた事項等について決議する。
（３）業務分掌規程及び職務権限規程の制定
取締役会は、当社グループの取締役をはじめ全役職員の職務の執行が効率的に行われるよう、業務分掌規程及び職務権限規程を制定し、子会
社にこれに準拠した体制を構築させる。
６．当社グループの業務の適切性・有効性を検証・評価するための内部監査体制
（１）内部監査体制の整備
取締役会は、法令等遵守、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・評価する機能を担う高い専門性と独立性を備え
た内部監査体制を整備し、業務の健全性・適切性を確保する。
（２）内部監査部署の設置
取締役会は、内部監査部門として業務部門から独立した内部監査部署を設置するとともに、内部監査基本方針及び内部監査規程を制定する。
（３）業務監督機能の補佐
当社グループの内部監査部署は、当社内部監査部署統括のもと、連携・協働により、当社グループ各社の取締役会による業務監督機能を補佐す
る。
（４）監査等委員会及び会計監査人との協力関係の構築
当社グループの内部監査部署は、必要に応じて監査等委員会及び会計監査人との間で協力関係を構築し、内部監査の効率的な実施に努める。
７．監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置くことに関する事項
（１）補助使用人の配置要請
監査等委員会は、取締役会に対して、その職務を補助するため、補助使用人の配置を求めることができるものとする。
（２）補助使用人の配置
取締役会は、前項の具体的な内容について、監査等委員会と協議のうえ決定する。
（３）補助使用人の独立性
取締役会は、補助使用人の任命・異動・人事評価・懲戒処分については、あらかじめ監査等委員会と協議する等、取締役（監査等委員である取締
役を除く。）からの独立性を確保する。
（４）補助使用人に対する指示の実効性の確保
取締役会は、補助使用人への指揮命令に関し、補助使用人に対する指示の実効性の確保を定めた監査等委会規程を尊重するものとする。
８．当社グループの役職員が当社の監査等委員会に報告をするための体制
（１）監査等委員会への報告
当社グループの役職員は、監査等委員会から業務執行に関する事項について報告を求められた場合には、速やかに適切な報告を行う。また、当
社グループの業務執行に関し重大な法令若しくは定款等の違反又は当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実を認識した場合に
は、速やかに当該事実を監査等委員会に報告するものとする。
（２）報告者の保護
当社グループは、当社グループの役職員が当該報告をしたことを理由として、報告者に対して解雇その他いかなる不利益な取扱いも行わない。
９．その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
（１）監査等委員の各種会議への出席
監査等委員は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、重要な会議及び委員会に出席できるものとし、必要があると認める
ときは意見を述べるものとする。
（２）代表取締役との定期的な意見交換
監査等委員会は、代表取締役と定期的に会合をもち、代表取締役の経営方針を確認するとともに、当社グループが対処すべき課題や取り巻くリ
スクのほか、監査等委員会監査の環境整備の状況及び監査上の重要課題等について意見交換を行う。
（３）会計監査人等との連携
監査等委員会は、会計監査人、子会社の監査等委員会・監査役と定期的に会合をもつなど、緊密な連携を保ち、積極的に意見及び情報の交換を
行い、効率的な監査を実施する。
（４）内部統制部門等との連携
監査等委員会は、コンプライアンス所管部署、リスク管理所管部署その他内部統制機能を所管する社内部署並びに内部監査部署等と緊密な連
携を保ち、監査等委員会による監査・監督機能の強化及び監査・監督活動等における実効性の向上を図る。
（５）職務の執行について生ずる費用又は債務の処理
取締役会は、監査等委員会が監査の実施のために弁護士、公認会計士その他の社外の専門家に対して助言を求める又は調査、鑑定その他の
事務を委託するなど所要の費用を請求するときは、当該請求に係る費用が監査等委員会の職務に必要でないと認められる場合を除き、速やかに
当該費用又は債務を処理する。

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
取締役会は、反社会的勢力との関係を遮断するため、反社会的勢力に対する基本方針を制定しております。
取締役会は、反社会的勢力情報の管理部門を設置するとともに、反社会的勢力の情報管理に関する規程を制定しております。
反社会的勢力情報の管理部門は、反社会的勢力に関する情報を統括管理し、子会社における反社会的勢力との取引を排除するための取組を支
援するとともに、研修活動の実施、対応マニュアルの整備及び外部専門機関との連携等を行っております。

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
―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
【適時開示体制の概要】
１．会社情報の適時開示に係る基本方針
当社は、経営の効率性や透明性の向上を図り、株主・投資家の皆さまや地域社会を始めあらゆるステークホルダーの方々の当社に対する適正評
価のために、金融商品取引法等の諸法令及び東京証券取引所の定める有価証券上場規程を遵守し、適時・適切な会社情報の開示に努めます。
２．適時開示に係る社内体制
（1）当社は、経営企画部を会社情報の適時開示を統括する部署（適時開示管理部署）として定め、同部の担当役員である取締役を「情報取扱責
任者」とし、その管理の下で、金融商品取引法、有価証券上場規程等に基づき、当社（子会社を含む）の重要な決定事実、重要な発生事実及び決
算に関する情報等の適時開示体制の整備を行っております。
（２）重要な決定事実及び決算に関する情報は、取締役会等の決議を経た後、速やかに適時開示管理部署を通じて、「適時開示情報伝達システム
（TDnet）」において開示し、必要に応じて記者会見、資料投函等を行います。また、有価証券上場規程に準拠した会社情報及び投資判断に影響を
与えると当社が判断した重要な会社情報については、東京証券取引所ホームページ公表に合わせて、当社ホームページにも掲載して、当該情報
の周知を図ります。
（３）重要な発生事実に関する情報は、社内各部門（子会社を含む）で発生次第、各部門より適時開示管理部署へ報告され、情報取扱責任者の判
断により、上記の決定事項に準じて速やかに開示し、その後直近の取締役会等において報告されます。
（４）適時開示規則の定めでは開示義務に該当しないと思われる会社情報に関しても、投資家の投資判断等に影響を及ぼすと判断されるもの等
については、上記と同様、積極的な開示・公表に努めます。
（５）当社は、他の業務部門等から独立した内部監査業務を行う部署として監査部を設置しております。監査部は、会社情報の管理体制を含め全
ての業務の内部監査態勢を内部監査の対象としており、その適切性・有効性を検証する責務を担っております。また、監査等委員は、取締役会等
への出席のほか、取締役等からの報告聴取、計算書類等重要書類の閲覧等の方法により、上記管理体制が適正に機能しているか監査を実施し
ます。

（適時開示体制図）

取締役会等
重要事項の審議
決定事実・決算開示決定
情報所管部署

審議事項付議、発生事実報告、
決算報告等

社内各部門

情報取扱責任者（担当役員）
適時開示管理部署（経営企画部）

銀行子会社
決算情報・決定事実
発生事実の報告

その他グループ会社

開示情報とりまとめ

開示書類・決算書類
の作成

監査部・監査等委員会によるモニタリング

適時開示

（コーポレート・ガバナンス体制図）

