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ガバナンス●G

　当社グループは「グループ企業理念」のもと、株主をはじめ
とする全てのステークホルダーにとっての企業価値の持続
的な向上を目指しています。
この実現のために、効率性が高く、健全で、透明性の高い経営が
実現できるよう、経営体制や組織体制、内部統制システムを

持続的な企業価値の向上を目指し、最良のコーポレートガバナンスを追求
基本的な考え方

2002年 執行役員制に移行
2003年 「コンプライアンス委員会」設置
2008年 「リスク＆コンプライアンスマネジメント委員会」に

改編・強化
2010年 取締役数を11名から９名に減員
2011年 社外取締役を選任 

コーポレートガバナンス強化のための主な取り組み

持続的な企業価値の向上を目指したガバナンス体制
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大建工業グループのコーポレートガバナンス体制図

監視・監督・重要意思決定機能　　監査機能　　業務執行・意思決定機能　　業務執行機能
※1  取締役の任期は1年。
※2  指名・報酬委員会、コーポレートガバナンス委員会は取締役会の任意諮問委員会として設置。
            指名・報酬委員会は、取締役、執行役員、監査役候補の選任及び取締役、執行役員の報酬について審議する。
         コーポレートガバナンス委員会は、ガバナンス体制、取締役会の実効性評価及びそれに関する事項について審議する。
※3  会計監査人は仰星監査法人

※3

連携

2012年 取締役会の任期を２年から１年に短縮
2015年 社外取締役１名から２名に増員
 「コーポレートガバナンスに関する基本方針」制定
 「指名・報酬委員会」「コーポレートガバナンス

委員会」を設置
2016年 取締役会の実効性評価を実施 

整備し、必要な施策を実施していくことをコーポレートガバ
ナンスの基本的な考え方と位置付けています。2015年に策定
した「コーポレートガバナンスに関する基本方針」に基づき、
当社を取り巻く経営環境の変化を踏まえた不断の改善を行い、
常に最良のコーポレートガバナンス体制を追求していきます。
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独立役員の選任
　当社では、会社経営の透明性・公正性を確保するために、社外取締役および社外監査役が独立性を有すると判断する基準を
定め、東京証券取引所に独立役員として届出しています。取締役9名中、独立社外取締役2名、監査役4名中、独立社外監査役2名を
選任しています。

取締役会開催及び独立役員出席率

役員報酬の算定方法は、取締役会で細則を定めるとともに、
報酬の決定にあたっては、代表取締役による検討案 を指名・
報酬委員会が審議・勧告し、その結果を踏まえ決定してい
ます。取締役の基準報酬は、職責に基づき定める「役割報酬
（固定部分）」と、会社業績および担当分野への功績・成果に基づ き
定める「業績報酬（変動部分）」で構成しています。報酬限度
額は株主総会において決議（取締役：月額35百万円、監査役
4 百万円）の範囲内にて決定し、その総額を開示しています。

※対象期間：1については現在及び期間の定めのない過去とし、
2～6については現在及び過去5年間とする。

 2015年度 2016年度
取締役会開催回数 13回 12回
独立社外取締役出席率 96% 100%
　相原　隆 100% 100%
　水野　浩児 90% 100%
独立社外監査役出席率 100% 100%
　蓮沼　彰夫 100% 100%
　井上　雅文 100% 100%
   

監査役会開催及び独立社外監査役の出席率

役員報酬

 人数 支給額　
取締役 10名 227百万円
　うち独立社外取締役 2名 13百万円
監査役 4名 47百万円
　うち独立社外監査役 2名 9百万円
合計 14名 274百万円
　うち独立社外取締役・
　独立社外監査役 4名 22百万円

 2015年度 2016年度
監査役会開催回数 14回 14回
独立社外監査役出席率 100% 100%
　蓮沼　彰夫 100% 100%
　井上　雅文 100% 100%

1. 当社グループ関係者
当社、当社の子会社及び関連会社（以下「当社グループ」という）の取締役（社外取締役は除く）、監査役（社外監査役は
除く）、会計参与、執行役、執行役員又は使用人（以下、併せて取締役等という）でないこと。

2. 議決権保有関係者
I. 当社の10％以上の議決権を保有する株主又はその取締役等でないこと。
II. 当社グループが10％以上の議決権を保有する会社の取締役等でないこと。

3. 取引先関係者
I. 当社グループとの間で、双方いずれかの連結売上高又は仕入高の2％以上に相当する金額の取引がある取引先の取締
役等でないこと。

II. 当社グループの主要な借入先（当社連結総資産の2％以上に相当する金額の借入先）である金融機関の取締役等でない
　　こと。
III. 当社グループの主幹事証券会社の取締役等でないこと。

4. 専門家（弁護士、公認会計士、コンサルタント等）
I. 当社グループの会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナー若しくは従業員でないこと。
II. 公認会計士・税理士・弁護士・その他コンサルタントとして、当社グループから取締役・監査役報酬以外に、年間
1,000万円以上の報酬を受領している者でないこと。

5. 寄付先
当社から、年間1,000万円を超える寄付等を受ける者若しくはその業務執行者でないこと。

6. その他
I. 上記1～5に揚げる者（重要でない者を除く）の2親等以内の親族でないこと。
II. 当社グループとの間で、役員が相互就任している会社の取締役等でないこと。

独立性判断基準



ガバナンス●G
ESG情報

　DAIKENグループは、安心・安全・快適な空間づくりに

貢献し、生活者の暮らしに直結した身近な企業です。また

創業当初より、木材を取扱う企業として環境調和製品開発に

取り組んでいる企業だと思います。私は環境保全活動に

貢献できるDAIKENの事業に魅力を感じており、今後も

社会貢献できる建築資材の総合企業として飛躍してほしいと

願っています。

　長期ビジョン「GP25」の実現には、顧客本位の経営を

ぶれることなく遂行することが重要です。またコーポレート

ガバナンスを一層強化し、透明性を確保と迅速な判断が

必要ななかDAIKENグループのガバナンス体制は年々

強化されていると感じます。

　社外取締役として、これまで以上にDAIKENグループを

取り巻く環境を理解し、積極的に自由な発言を行い、持続

的な企業価値向上に貢献していきたいと思います。

透明性を確保し、
健全性の維持に
貢献していきます。

社外取締役のメッセージ

社外取締役
水野　浩児
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取締役会の実効性に関する評価結果

　DAIKENグループは、ミッション、ビジョン、バリューから

なるグループ企業理念を新たに制定しました。社員全員が

これを共有し、行動指針に則り活動するとともに、グループ

全体が一丸となって、中期経営計画のもと、長期ビジョン

「GP25」の実現によりミッションの達成に取り組んでいます。

　中期経営計画では、公共・商業建築分野や海外市場など

新規マーケットの開拓、投資による新規事業領域の拡大など

を目指しています。これらの新規項目については、これまで

以上のガバナンス体制の構築が不可欠であるため、これら

を監査の重点項目として、それぞれのステークホルダーが

相互にチェックできる体制を監視し、社会のご期待に応え

られる企業価値の向上を目指します。

　また、これらの実行に必須である社員の働き方改革の

推進についても注視していきます。

ガバナンス体制を
強化し、企業価値の
向上を目指します。

社外監査役のメッセージ

社外監査役
井上　 雅文

当社は取締役会の実行性を高め、企業価値の向上を図ることを目的として、2017年3月期における取締役会の実効性について、
分析・評価を行いました。

a.取締役会の役割・責務
b.取締役会の構成
c.取締役会における審議
d.株主との対話促進に関する体制
e.ガバナンス体制全体

当社取締役会は、多様な視点と4名の独立社外役員による公正性・透明性を確保したうえで各取締役・監査役
が積極的に意見を表明・議論を尽くしており、経営上重要な意思決定と業務執行の監督を適切に行うための実
効性が確保されていることが確認できました。
また、企業理念や行動指針を見直すなど、重要な方針等について効果的に関与することができた評価しています。
一方で経営戦略や重要方針等の社内浸透・重点課題の進捗度の監視・監督、重要案件に関する議論の更なる
深化と、そのための各取締役・監査役の能動的な情報収集など、改善すべき点も確認しました。

評価方法 取締役9名及び監査役4名に取締役会の実効性に関する調査票を配付し回答
取締役会及び社外取締役・社外監査役が過半数を占めるコーポレートガバナンス委員会において分析・評価を実施

調査票の大項目

分析・評価結果の概要



コンプライアンス ／リスクマネジメントを推進
コンプライアンス／リスクマネジメント

　DAIKENグループでは、危機管理担当役員を委員長とし、
経営管理、営業、事業および法務コンプライアンスの各分野の
担当役員などをメンバーとする「リスク&コンプライアンス
マネジメント委員会」（以下、RCM委員会）を設置しています。
RCM委員会ではリスクの洗い出し・評価・対応などの管理
体制を有効に機能させるため、各種規程、マニュアルを
整備し、DAIKENグループにおけるコンプライアンス、リスク
マネジメント推進および課題・対応策の審議・決定を行って
います。
　また、各グループ会社にも推進責任者を置き、コンプライ
アンス体制、リスク管理体制を構築しています。コンプライ
アンス担当部門はグループ会社を含む当社グループ全体の
コンプライアンス施策を横断的に推進し、管理しています。

各種ハラスメントの通報窓口を拡充
内部通報窓口として多様なルートを設置
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コンプライアンス・ホットラインフロー

コンプライアンス／リスクマネジメント推進体制

社 長

取 締 役 会

リスク＆コンプライアンスマネジメント（RCM）委員会

各本部、各部門、各工場

推進責任者 推進責任者 推進責任者 推進責任者

各グループ会社

推進責任者 推進責任者 推進責任者

コンプライアンス担当部門 各種専門部会

上 司
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DAIKENグループ
顧問弁護士
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危機管理担当役員

内部通報窓口
人事所菅部門

問 題 発 生

C

F

D BEA

A B C D E F
がホットライン

通常の職制を通しての
報告（上司経由）

未然防止・
早期発見

・各専門領域指導・教育

・コンプライアンス体制、リスク管理体制を構築

・社内教育 浸透徹底
・具体策の推進と予防策の徹底、教育

委員長：危機管理担当役員
・グループ全体のコンプライアンス体制構築、統括管理
・BCPをはじめとする重要課題等についての方針検討および全社展開
・規程、マニュアル類の整備「リスク管理規程」「危機対応マニュアル」
「災害対策BCPマニュアル」

　法令や会社規則などの違反の未然防止ならびに早期発見に
取り組むため、通常の職制を通じた報告が困難な場合の
直通報告ルートとして、内部通報窓口（ホットライン）を設定
しています。なお、通報者に対しては、通報を理由とした
不利益な取り扱いが行われないための措置を講じています。
　窓口として、 ◯コンプライアンス担当部門、◯危機管理担
当役員、また役員レベルの事案への対応として◯監査役、
さらに社外窓口である◯顧問弁護士のほか、2016年度から
各種ハラスメントなどの通報をしやすくするため◯人事所管
部門を追加しました。2017年5月には◯社長宛にも匿名で
内部通報できるようにしました。これらの直通電話番号や
メールアドレスは、社内イントラネットのトップ画面にもホット
ラインメニューとして掲載し、さらなる周知を図っています。
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従 業 員


