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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
当社では、「企業理念、経営理念および行動基準」を制定し、「幸福で安心・安全な社会を実現すべく、優れた技術で価値を創造し未来を切り拓き
ます。」とする企業理念を掲げるとともに、具体的な行動規範として「日立国際電気グループ行動規範」を制定し、グループ会社ともこれらの理念等
を共有し、経営及び事業運営にあたっています。
これらの理念等に基づき、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上を実現するため、次の基本的な考え方に従って、最適な
コーポレート・ガバナンスを追及してまいります。
（１）株主の権利を尊重し、実質的な平等性を確保する。
（２）ステークホルダーとの適切な協働に努める。
（３）情報を適切に開示し、透明性を確保する。
（４）取締役会の実効性を確保するための体制その他の環境を整備し、その機能の向上に努める。
（５）株主との間で建設的な対話を行う。
また、当社では、上記を実現し、意思決定の迅速化と経営の透明性を確保するための機関設計として指名委員会等設置会社形態を採用し、経
営の監督と執行の分離を徹底しています。
なお、株主の権利の確保や取締役会の果たすべき役割をはじめとする当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な枠組み及び考え方に
ついては、コーポレートガバナンス・ガイドラインを制定し、当社ウェブサイトに掲載しています。
【コーポレートガバナンス・ガイドライン】 http://www.hitachi-kokusai.co.jp/csr/pdf/cg̲guideline.pdf
【企業理念、経営理念および行動基準】 http://www.hitachi-kokusai.co.jp/corporate/standard.html
【日立国際電気グループ行動規範】 http://www.hitachi-kokusai.co.jp/corporate/action.html

【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】
当社では、コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しています。

【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1-4 いわゆる政策保有株式〉
上場株式の政策保有に関する方針及び政策保有株式に係る議決権行使に関する基準については、当社コーポレートガバナンス・ガイドライン
第4条に定めています。
http://www.hitachi-kokusai.co.jp/csr/pdf/cg̲guideline.pdf
〈原則1-7 関連当事者間の取引〉
取締役及び執行役による競業取引及び利益相反取引、親会社その他の関連当事者と当社との間の取引に関する方針及び手続については、
当社コーポレートガバナンス・ガイドライン第5条に定めています。
http://www.hitachi-kokusai.co.jp/csr/pdf/cg̲guideline.pdf
〈原則3-1 情報開示の充実〉
（１）経営理念、経営戦略及び経営計画について
当社では、「企業理念、経営理念および行動基準」及び「日立国際電気グループ行動規範」を定め、当社ウェブサイトに掲載しています。
また、中期経営計画を策定し、これを開示するとともに、決算説明会や株主総会等においてその進捗状況について説明を行っています。
【企業理念、経営理念および行動基準】 http://www.hitachi-kokusai.co.jp/corporate/standard.html
【日立国際電気グループ行動規範】 http://www.hitachi-kokusai.co.jp/corporate/action.html
【中期経営計画】 http://www.hitachi-kokusai.co.jp/news/2016/pdf/ir160425̲01.pdf
（２）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び基本方針
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及び基本方針については、1-1「基本的な考え方」をご参照ください。
（３）経営陣幹部及び取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
当社では、会社法の定めるところにより社外取締役が過半数を占める報酬委員会において、取締役及び執行役の個人別の報酬等の額の
決定に関する方針を定め、各人別の報酬額を決定しています。
報酬等の額の決定に関する方針については、2-1．【取締役・執行役報酬関係】「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」を
ご参照ください。

（４）経営陣幹部の選任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
当社では、執行役社長を含む執行役の選任について、2名以上の社外取締役を含む取締役会において決定しており、執行役社長の選任に
関する方針については、当社コーポレートガバナンス・ガイドライン第17条に定めています。
また、取締役候補者の指名については、会社法の定めるところにより社外取締役が過半数を占める指名委員会において、方針及び基準を
定め、これに基づき候補者を決定しています。
当該方針及び基準については、当社コーポレートガバナンス・ガイドライン第9条乃至第11条に定めています。
http://www.hitachi-kokusai.co.jp/csr/pdf/cg̲guideline.pdf
（５）経営陣幹部の選任と取締役候補の指名を行う際の、個々の選任・指名についての説明
取締役候補者の指名及び選任については、各人の経歴、指名理由等を株主総会招集通知や有価証券報告書に記載して開示しているほか、
株主総会においても説明の充実に努めています。
また、執行役社長を新たに選任した場合についても、対外的な説明に努めています。
〈補充原則4-1-1〉
当社では、意思決定の迅速化と経営の透明性確保を実現するための機関設計として、指名委員会等設置会社形態を採用しています。
取締役会は、経営の監督者としての役割を担い、当社グループの経営の基本方針を定めるとともに、執行役及び取締役の職務執行を監督し、
業務執行の決定については、法令及び定款に定める事項を除き、原則として執行役に委任することとしています。
〈原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質〉〈補充原則4-11-1〉
取締役会の規模、構成に関する考え方及び社外取締役の独立性判断を含む取締役候補者の選定に関する基準については、当社コーポレート
ガバナンス・ガイドライン第8条乃至第11条に定めています。
http://www.hitachi-kokusai.co.jp/csr/pdf/cg̲guideline.pdf
〈補充原則4-11-2〉
取締役の重要な兼職の状況については、株主総会招集通知において開示しているほか、当社ウェブサイトに掲載しています。
http://www.hitachi-kokusai.co.jp/corporate/directors.html
〈補充原則4-11-3〉
当社では、毎年1回、取締役会及び各委員会の構成、議事の運営及び内容等につき、各取締役の自己評価に基づき取締役会において取締役
会全体としての実効性に関する分析・評価を行っています。
2016年度における評価結果の概要は以下のとおりです。
・取締役会及び各委員会においては、各取締役が持つ知識や経験等を生かした意見や提言により多角的な検討や活発な議論が行われて
おり、取締役会全体として実効性が確保されている。
・取締役会における経営戦略に関する議論の深化や監督機能の充実に向けた環境整備のため、取締役会の多様性の確保、取締役に対する
情報提供の充実、執行役との間の討議機会の拡充等について、更なる工夫を行う必要がある。
〈補充原則4-14-2〉
当社では、取締役がその役割・責務を適切に果たすために必要となる知識を習得するための機会を提供することとしています。
取締役に対するトレーニングの方針については、当社コーポレートガバナンス・ガイドライン第14条に定めています。
http://www.hitachi-kokusai.co.jp/csr/pdf/cg̲guideline.pdf
〈原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針〉
当社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のため、株主との建設的な対話を促進するための体制を整備し、情報開示の充実
をはじめとする諸施策に取り組んでいます。
株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針については、当社コーポレートガバナンス・ガイドライン第18条及び
第19条に定めています。
http://www.hitachi-kokusai.co.jp/csr/pdf/cg̲guideline.pdf

２．資本構成
外国人株式保有比率

20%以上30%未満

【大株主の状況】
氏名又は名称
株式会社日立製作所

所有株式数（株）

割合（％）

53,070,129

50.43

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）

5,822,400

5.53

ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー レギュラーアカウント

4,334,149

4.11

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）

3,550,900

3.37

チェース マンハッタン バンク ジーティーエス クライアンツ アカウント エスクロウ

3,493,358

3.32

みずほ証券株式会社

1,559,700

1.48

ゴールドマンサックスインターナショナル

1,387,569

1.31

資産管理サービス信託銀行株式会社（証券投資信託口）

994,600

0.94

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口５）

960,600

0.91

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG /JASDEC/FIM/LUXEMBOURG
FUNDS/UCITS ASSETS

836,200

0.79

支配株主（親会社を除く）の有無

―――

親会社の有無

株式会社日立製作所 （上場：東京、名古屋） （コード） 6501

補足説明
１．上記【大株主の状況】は、2017年3月31日現在のものです。
２．みずほ証券株式会社及びその共同保有者から、2017年3月23日付で大量保有報告書の変更報告書の提出があり、2016年3月15日現在
5,277,700株（株券等保有割合5.02%）の株式を保有している旨報告を受けておりますが、2017年3月31日現在における実質所有株式数の
確認ができていないため、上記【大株主の状況】には含めていません。

３．企業属性
上場取引所及び市場区分

東京 第一部

決算期

3月

業種

電気機器

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

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
当社の親会社である株式会社日立製作所（以下、「日立製作所」といいます。）と日立製作所以外の少数株主の利益が実質的に相反するおそれ
がある取引等の実施にあたっては、取締役会が必要に応じて外部の専門家の意見も聴取し多面的な議論を経て方針を決定することとしておりま
す。また、日立製作所との個別の取引については、取引一般に関する社内規則に則り市価を基準に公正に行うこととしています。

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
当社では、日立製作所及びそのグループ企業（以下、「日立グループ」といいます。）が保有する技術開発力、ブランドその他の経営資源を有効
活用することによって企業価値を向上させるため、経営の独立性を保ちつつ、日立グループの企業理念を共有し、研究開発、営業活動、調達活
動、人事交流等において日立グループとの連携・協力関係を積極的に構築しています。
日立グループは、2017年3月31日現在において当社の議決権の51.76％を保有しており、2017年6月28日現在において当社取締役5名のうち1名
の取締役は日立製作所の執行役及びグループ企業の取締役を兼任しています。また、日立製作所との間では製品の売買、日立グループ・プーリ
ング制度に基づく金銭消費貸借等の取引関係があり、日立製作所のグループ企業との間では製品の売買、役務の提供等の取引関係がありま
す。
上記のような関係がありますが、当社取締役会において日立グループの執行役及び取締役を兼務する取締役は半数に満たず、さらに日立グ
ループから独立した2名が社外取締役に就任していることから、取締役会は多様な意見に基づく議論を経て事業運営の基本方針を決定しており、
親会社からの一定の独立性は確保されていると認識しています。また、当社の事業活動は、日立グループとの取引に大きく依存する状況にはな
く、当社の親会社からの独立性に影響を与えるものではありません。

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

指名委員会等設置会社

【取締役関係】
定款上の取締役の員数

10 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

5名

【社外取締役に関する事項】
社外取締役の人数

2名

社外取締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

虎頭 健四郎

他の会社の出身者

三田村 秀人

他の会社の出身者

a

b

c

会社との関係(※)
d e f
g h

※ 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

所属委員会
独立
指名
報酬
監査 役員
委員会 委員会 委員会

適合項目に関する補足説明

選任の理由

i

j

k

虎頭 健四
○
郎

三田村 秀
○
人

○

○

○

○

○

○

―――

〈社外取締役として選任した理由〉
企業の研究開発部門の取締役や監査役を経
験し、経営や技術に関する高い見識と実績を
有しており、また、現在及び過去において当社
の意思決定に影響を与える人的・資本的関
係、取引関係等を有していないことから、同氏
の経営者としての識見とともに、当社や当社の
利害関係者から独立した立場からの意見や助
言が当社の経営の透明性、健全性、公平性の
確保・向上に資するものと判断しました。
〈独立役員として選任した理由〉
上記理由から、一般株主と利益相反が生じる
おそれのないものと判断し、独立役員に指定し
ています。

―――

〈社外取締役として選任した理由〉
外交官としての豊富な知識や経験が、グロー
バルでの事業拡大をめざす当社にとって有用
な意見や助言を期待できるものであり、また、
当社の意思決定に影響を与える人的・資本的
関係、取引関係等を有していないことから、当
社や当社の利害関係者から独立した立場から
の意見や助言が当社の経営の透明性、健全
性、公平性の確保・向上に資するものと判断し
ました。
〈独立役員として選任した理由〉
上記理由から、一般株主と利益相反が生じる
おそれのないものと判断し、独立役員に指定し
ています。

【各種委員会】
各委員会の委員構成及び議長の属性
全委員（名）

常勤委員（名）

社内取締役（名）

社外取締役（名）

委員長（議長）

指名委員会

3

0

1

2

社内取締役

報酬委員会

3

0

1

2

社内取締役

監査委員会

3

1

1

2

社内取締役

【執行役関係】
8名

執行役の人数

兼任状況

氏名

取締役との兼任の有無
指名委員
報酬委員

代表権の有無

使用人との
兼任の有無

佐久間 嘉一郎

あり

あり

○

○

なし

伊藤 明男

なし

なし

×

×

なし

金井 史幸

なし

なし

×

×

なし

飯田 一郎

なし

なし

×

×

なし

神谷 勇二

なし

なし

×

×

なし

小川 雲龍

なし

なし

×

×

なし

小林 幹夫

なし

なし

×

×

なし

疋田 邦雄

なし

なし

×

×

なし

【監査体制】
監査委員会の職務を補助すべき取締役
及び使用人の有無

あり

当該取締役及び使用人の執行役からの独立性に関する事項
監査委員会及び監査委員の職務を補助するために取締役室を置き、執行役の指揮命令には服さない専属の使用人を配置しています。当該使
用人の人事異動には監査委員会への事前報告、懲戒には事前承認を要するものとします。
また、内部監査、法務、秘書業務に携わる各部署も監査委員会の事務を補助しています。

監査委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
会計監査人は、監査計画の策定、四半期決算及び本決算に対する意見の作成にあたり、定期的に監査委員会に出席し、その内容等について
報告・説明し、意見交換をしています。会計監査人の報酬については監査委員会が事前承認をしています。会計監査人に非監査業務を依頼する
場合には監査委員会が事前承認をすることとしています。
また、内部監査部門は、監査委員会の活動計画と調整の上、監査計画を策定します。内部監査部門が実施した内部監査の結果については、担
当執行役から遅滞なく監査委員に報告しています。

【独立役員関係】
独立役員の人数

2名

その他独立役員に関する事項
・当社は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しています。
・当社では、社外取締役の独立性判断基準を以下のとおり定めています。
【社外取締役の独立性判断基準】
指名委員会は、以下に掲げる事項に該当しない場合、社外取締役として独立性があるものと判断する。
（１）過去３年内において、当社の親会社の取締役又は執行役として在職していたこと
（２）過去３年内において、当社の親会社の子会社の業務執行取締役又は執行役として在職していたこと
（３）業務執行取締役、執行役又は従業員として現に在職し、又は過去３年内に在職していた会社と当社との間に取引がある場合において、
その取引金額が、過去３事業年度内のいずれかの事業年度において、当社又は当該会社の売上高の２％を超えていること
（４）現在及び過去３年内において、役員報酬以外に、法律、会計、税務その他の専門家又はコンサルタントとして当社から支払いを受けてい
る報酬がある場合において、その報酬額が、現在及び過去３事業年度内のいずれかの事業年度において、１，０００万円を超えていること
（５）業務執行役員として現に在職し、又は過去３年内に在職していた団体が当社から寄付金を受領している場合において、その金額が、過
去３事業年度内のいずれかの事業年度において、１，０００万円を超えかつ当該団体の総収入又は経常収益の２％を超えていること
（６）２親等内の近親者が、当社又は当社子会社の取締役又は執行役として現に在職し、又は過去３年内において在職していたこと
（７）２親等内の近親者が、当社の親会社の取締役又は執行役若しくは親会社の子会社の業務執行取締役又は執行役として現に在職し、
又は過去３年内において在職していたこと
（８）２親等内の近親者が、第３号から第５号に該当する者であること

【インセンティブ関係】
取締役・執行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
当社は業績連動型報酬制度を導入しています。
内容については、2-1．【取締役・執行役報酬関係】「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご参照ください。

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・執行役報酬関係】
（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

（個別の執行役報酬の）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

・事業報告では、取締役及び執行役の報酬の総額を開示しています。
・有価証券報告書では、取締役の報酬の総額は月俸及び期末手当に区分して、執行役の報酬は月俸及び業績連動報酬に区分して開示して
います。
・事業報告及び有価証券報告書は当社ホームページに公開しています。
【事業報告】 http://www.hitachi-kokusai.co.jp/ir/library/library̲j.html
【有価証券報告書】 http://www.hitachi-kokusai.co.jp/ir/library/library̲u.html

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、報酬委員会において、取締役及び執行役の個人別の報酬等の額の決定に関する方針を定めています。
当該方針の内容の概要は以下のとおりです。
（１） 取締役及び執行役に共通する事項
・競合する他社の支給水準を勘案の上、当社役員に求められる能力及び責任に見合った報酬の水準を設定します。
（２） 取締役
取締役の報酬は、月俸及び期末手当から構成します。
・月俸は、常勤・非常勤の別、所属する委員会及び役職を反映して決定します。
・期末手当は、月俸を基準に年収の概ね15％の水準で予め定められた額を支払うものとしますが、会社の業績等により減額することが
あります。
なお、執行役を兼務する取締役には、取締役としての報酬は支給しません。
（３） 執行役
執行役の報酬は、月俸及び業績連動報酬から構成します。
・月俸は、役位に応じた基準額に査定を反映して決定します。
・業績連動報酬は、年収の概ね30％から40％となる水準で基準額を定め、標準業績目標達成時に基準額の100％を支給します。また、
標準業績目標の達成度合いに応じて、一定の範囲内で業績連動報酬額を変動させることとします。
（４）その他の事項
・2008年度に係る報酬より、取締役及び執行役の報酬体系を見直し、退職慰労金制度を廃止しています。
・2008年４月１日より以前に就任し、同日において引き続き在任する取締役については、退任時に2008年３月31日時点までの
退職金を計算して支給します。

【社外取締役のサポート体制】
専属の使用人が監査委員会を補助する他、内部監査、法務、人事、総務、秘書の業務に携わる使用人が兼務により取締役会及び各委員会を
補助しています。取締役会及び各委員会の開催に際しては、社内の取締役と同時に資料を配付し、必要に応じて事前説明を行っています。

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）
当社は、指名委員会等設置会社形態を採用しており、現状の体制の概要は次のとおりです。
（１）業務執行
意思決定の迅速化のため、業務の決定に関する事項は法令の範囲内で大幅に執行役に委任しています。
執行役は、取締役会の定める職務分掌に従い、それぞれが担当する業務の決定及び業務執行を行っていますが、特に重要性の高い事項に
ついては、その意思決定の適正を期すため、執行役全員で構成される執行役会の審議による多面的な検討を経た後に、執行役が決定するこ
ととしています。
その他の執行役による業務の決定についても、決定事項の種類や内容に応じて社内規則が定められており、当該規則に従って必要な手続が
とられます。
（２）監督・監査
取締役会は、その内部機関である各委員会とともに、業務執行を含めた経営全般について監督を行っています。
また、取締役会及び各委員会はそれぞれ事務局となる部門が活動を補助していますが、特に監査委員会については、監査の適正と実効性
確保のために専属の部門を設け、執行役の指揮命令に服しない使用人を置いています。
a．取締役会
各委員会からその活動状況について報告を受けるほか、執行役からもその職務の執行状況について直接に報告を受ける等して、経営の
監督を行っています。
b．指名委員会
株主総会における取締役選任議案に関し、取締役候補者を決定しています。候補者の選定にあたっては、より良い経営判断が可能と
なるよう、当社経営に資する人材として求められるべき人格、経験、見識、能力等を総合的に検討し、社内外から広く人材を確保するように
しています。
c．監査委員会
監査方針及び監査計画等を定めるとともに、当該方針・計画等に沿って指定された監査委員が実施した監査内容についてフォローして
います。また、内部監査部門や会計監査人、グループ子会社の監査役に対しても、それらが実施する監査について情報共有その他の連
携を図ることにより、監査委員会による監査の実効性を確保しています。
d．報酬委員会
取締役及び執行役の報酬決定に対する基本方針を定めるととともに、取締役及び執行役各人について評価を行い報酬額を決定してい
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
当社では、意思決定の迅速化と経営の透明性確保のため、指名委員会等設置会社形態を採用しています。
社外取締役を中心とする取締役会が経営の基本方針を定め、執行役に対して業務の決定の権限を委ねて業務の効率性を促進させる一方で、
各委員会とともに業務執行の監視・監督に当たる体制により、業務の適正性の確保を図ることで経営改革を促進しています。
社外取締役は、上記の体制の下、当社から独立した立場、客観的な見地から積極的に意見を述べることで、当社経営の透明性や健全性をより
一層高めるための役割・機能を担っています。

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

招集通知を2017年6月5日（月）に発送し、株主総会を同年6月28日（水）に開催しました。

集中日を回避した株主総会の設定

集中日を回避して株主総会を開催しています。

電磁的方法による議決権の行使

パソコン、スマートフォン、携帯電話等を利用した電磁的方法による議決権行使を可能とし
ています。

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が運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームを利用していま
す。

招集通知（要約）の英文での提供

株主総会招集通知、計算書類等の英訳を作成し、当社ホームページに掲載しています。

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

四半期ごとにメディア・アナリスト向けに決算説明会を実施しています。

IR資料のホームページ掲載

決算短信、有価証券報告書、四半期報告書、株主通信、アニュアルレポート
等を掲載しています。
http://www.hitachi-kokusai.co.jp/ir/index.html

IRに関する部署（担当者）の設置

法務・CSR本部広報室が担当しています。

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

「企業理念、経営理念および行動基準」とともに「日立国際電気グループ行動規範」にお
いて、お客様、従業員、取引先、社会、株主を含むすべてのステークホルダーの立場の尊
重につき規定し、公表しています。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

コンプライアンス、環境保全、輸出管理、社会貢献等の活動を推進し、「ＣＳＲ情報」により
実績を報告しています。
http://www.hitachi-kokusai.co.jp/csr/index.html

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

「企業理念、経営理念および行動基準」に、「お客様、従業員、取引先、社会および株主を
含むすべてのステークホルダーに対し、企業情報を積極的かつ公正に開示します」と定
め、「日立国際電気グループ行動規範」に幅広いステークホルダーとの対話、双方向のコ
ミュニケーションの促進、適時適切な情報開示を定めています。

その他

〈多様な人財の活躍推進について〉
当社では、経営理念に「多様な人財を尊重し、能力を発揮できる機会と場を提供」するこ
とを、また行動基準には「従業員の多様性、人格、個性を尊重し、働きがいのある安全で
健康的な職場を確保し、研鑽と成長の機会を提供」することを定めています。
これに基づき、当社では、障がい者雇用や高齢者社員の再雇用を推進し、女性、外国
人の採用、役職者登用については、目標を定めた計画的な取り組みを行っています。
特に、女性の活躍に関しては、法定を上回る育児休業制度や、育児を事由としたフレッ
クスタイム制などの働きやすい環境の整備、モチベーション向上のためのキャリアプラン
セミナーの実施など各種施策を推進しています。

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、取締役会において内部統制システムの基本方針について次のとおり決議し、体制の整備を行っています。
１． 監査委員会の職務を補助すべき使用人並びにその使用人の独立性等に関する事項
・ 監査委員会及び監査委員の職務を補助するために取締役室を置き、執行役の指揮命令には服さない専属の使用人を配置します。
・ 当該使用人の人事異動には監査委員会への事前報告、懲戒には事前承認を要するものとします。
・ 内部監査、法務、秘書業務に携わる各部署も監査委員会の事務を補助します。
２． 監査委員会への報告に関する体制等に関する事項
・ 執行役は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに報告します。
・ 執行役は、当社及び子会社に関する執行役会の付議案件、内部監査担当部署の行う監査の結果については遅滞なく報告します。
・ 内部通報制度による通報の状況について、担当執行役から遅滞なく報告するとともに、通報者に対し通報したことを理由とする
不利益な取扱いをしない旨を徹底します。
・ 執行役及び使用人並びに子会社の取締役及び使用人は、事業に関連する法令の遵守状況について、監査委員会の計画に基づき
報告を行います。
３． 監査委員の職務の執行について生ずる費用の処理等に係る方針に関する事項
・ 監査委員の職務の執行について生ずる費用等の支払その他の事務は取締役室が担当し、監査委員から請求ある場合は速やかに
支出のための手続を行います。
４． その他監査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
・ 監査委員会に常勤の監査委員を置き、必要に応じて執行役会等の主要な社内会議に出席して、情報の収集を行うことができるもの
とします。
５． 執行役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
・ 内部統制に関する重要な規則の制定改廃については、取締役会の承認を要することとします。
・ 法令遵守状況の確認及び法令違反行為等の抑止のため、内部監査担当部署による内部監査を実施します。
・ 担当執行役及び社外弁護士が運営する内部通報制度を設けます。
６． 執行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
・ 執行役の職務の執行に関する情報の保存及び管理については規則に定めるものとし、監査委員の要求があった場合、執行役は
速やかに提出するものとします。
７． 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・ 事業に関するコンプライアンスその他の各種リスクに対し、それぞれの担当執行役が対応部署を通じ、必要に応じて規則・ガイド
ラインの制定、研修・内部監査の実施、マニュアルの作成・配布等を行います。
・ 執行役は、執行役会その他の会議における審議又は報告を通じ、新たなリスクの発生可能性の把握に努めます。
・ 新たに生じたリスクへの対応が必要な場合は、執行役社長が速やかに対応責任者となる執行役を定めます。
８． 執行役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
・ 取締役会による職務分掌等の決定に基づき、執行役社長は各執行役の業務の決定権限につき定め、迅速かつ適正な意思決定を
可能とする体制を整備します。
・ 中期経営計画及び年度予算を策定し、各種会議を通じてその進捗状況を管理します。
・ 財務報告へ反映されるべき事項全般について、文書化された業務プロセスの着実な実行と検証を行います。
９． 当社並びにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
・ 子会社に関する事業上の重要事項は、執行役会に付議します。
・ 中期経営計画・予算制度を通じて子会社の状況を当社に報告させ、その進捗状況を管理します。
・ 事業に関するコンプライアンスその他の各種リスクに対し、子会社の規模等に応じた体制の整備を行わせます。
・ 内部統制に関する重要な規則の制定改廃について、当社グループにおいて共通に定めるべき方針、規則等を子会社に周知し、
当社に準じた規則等の整備を行わせます。
・ 財務報告へ反映されるべき事項全般について、日立グループの基準を基礎として当社及び子会社の業務プロセスの文書化並びに
そのプロセスの着実な実行と検証を行います。
・ 子会社に取締役及び監査役を派遣するとともに、内部監査担当部署は子会社の内部監査を行い、業務運営並びに経営管理の状況を
確認し、業務の適正化を図ります。
・ 親会社と親会社以外の株主の利益が実質的に相反するおそれのある施策を行う場合は、取締役会における多面的な議論を経て
決定します。
・ 当社及び子会社並びに日立グループ各会社の間における取引は市価を基準として公正に行います。

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
当社では、取締役会決議により「企業理念、経営理念および行動基準」を制定し、「基本と正道」を経営理念に掲げ、「公正、透明、自由な競争
および適正な取引を行うこと」を行動基準として定めています。これに基づき、反社会的勢力の排除に関して次のとおり体制の整備を行ってい
ます。
・会社規則において反社会的取引の禁止を明文で定め、これに基づき執行役は業務執行における反社会的取引の防止体制を整備して
います。
・反社会的取引を防止するための管理方法及び業務手順について会社規則を制定し、従業員への周知を図っています。
・反社会的取引防止を推進する対応部門を定め、取引の事前審査、従業員への教育、内部監査、社外からの情報収集を行っています。

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
株式会社の支配に関する基本方針として、当社では以下の事項を定めています。
当社は、広く株主全般に提供される価値の最大化を重要な経営目標と位置付けており、各期の経営成績や中長期の経営施策などについて、
株主・投資家の皆様に対して、積極的に開示することに努めています。
当社株式の大量取得を目的とする買付者が現れた場合の対応については、その具体策などを予め定めるものではありませんが、買付者の事
業計画については社外の専門家も含めて慎重に検討し、当社の企業価値・株主共同の利益に資さないと判断された場合は、対抗措置の要否
及び内容等を速やかに決定し、実行する体制を整えます。javascript:void(0);

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社の適時開示体制の概要は以下のとおりです。
当社は、会社法に規定する指名委員会等設置設置会社であり、取締役会は経営の基本方針等を決定し、執行役の業務執行を監督する一方、
業務の決定権限を大幅に執行役に委譲しています。当社の情報の適時開示に関する権限は、執行役に委譲されており、取締役会と監査委員会
は、執行役の業務執行が適切になされるように監督しています。
当社は、当社及びグループ会社等に関する重要情報の開示について、法令、当社が上場する金融商品取引所の規則等及び情報の管理・開示
に関する社内規則等に基づき、開示すべき重要な情報を網羅的に把握・管理し、開示内容の正確性を確保しつつ、迅速な公表を行うことを方針と
しています。
上記の方針に基づき重要な会社情報を適時・適切に開示するための当社の体制は以下のとおりです。
当社の重要情報は、その決定・認識に関わる部門が管理責任者を選任し、上記の社内規則等に基づき厳正な管理を行います。法務本部は適
時開示を担当する部門として、管理責任者から一元的に報告を受け、当該重要情報について、法令や金融商品取引所の規則等に基づき適時開
示の必要性を検討します。適時開示が必要と判断された場合は、内容の適正性、正確性について確認を行った上、開示資料を作成し、法務及び
広報担当の執行役と関係する執行役及び代表執行役の承認を経て法務・ＣＳＲ本部において適時開示を行います。
また、法令及び社内規則に基づき、執行役会の審議、取締役会の承認・決議又は報告を要するものとされた事項については、執行役会及び取
締役会の議事の後、適時・適切に開示しています。

