
基本的な考え方
当社では、経営のグローバル化が進む中で、さらなる業容 

拡大、企業価値の向上の観点から、経営判断の迅速化、効率化

を確保するとともに、コーポレート・ガバナンスの充実による 

経営の健全性と透明性の向上を重要な経営課題であると認識

しています。健全性の向上のためには、企業倫理の確立並び 

に意識の全社的な浸透が必要不可欠であり、これにより当社の

各機関及び全役職員一人ひとりが的確かつ公正な意思決定を

行う風土が醸成されると考えています。また、経営の透明性を

高めるためには、迅速かつ積極的な情報開示も必要であると 

考えており、情報開示体制のさらなる充実を図っていきます。

　今後もコーポレート・ガバナンスの実効性を高めるために、

組織の継続的な強化に努めていきます。

コーポレート・ガバナンス体制
当社は、経営上の最高意思決定機関として取締役会を設置

し、その監査機関として監査役会を設置しています。さらに、

取締役会に準ずる会議体として常勤役員会議を設置してい 

ます。取締役会に意思決定機能と業務監督機能を、常勤役員

会議に取締役及び執行役員の業務執行機能を持たせること

で、業務執行の効率化を図っています。また、当社では、監査

役会を構成する社外監査役の全員を独立役員で構成する 

とともに、取締役の中にも独立役員である社外取締役2名を 

置いています。

　このような役員構成のもと、社外監査役においては、適法性

の観点に限らず、妥当性の観点からも業務執行取締役の業務

執行を監査し、社外取締役においては、取締役会における 

議決権の行使及び妥当性の監督を背景としたコントロールを

業務執行取締役に対し及ぼすことにより、経営の健全性及び

透明性の確保に努め、一般株主の利益保護にも十全を期した

うえで、企業理念を実践し企業価値の向上に努めています。
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選任・解任

報告

連携

選定・解職・監督

決定

監督・指示

統制・管理

内部監査

報告

報告

助言

指示

監査

報告・検討

報告・上程

選任・解任

内部監査

管理・運営

監査

相談

連携

連携

報告
報告

選任・解任

経営企画室

コーポレート・ガバナンス

取締役及び監査役の選任方針
当社の取締役会は、定款で定める取締役8名以内、監査役は
4名の員数の範囲内で、各事業に伴う知識、経験、能力等の 

バランスに配慮しつつ、適切と思われる人員で構成することを

基本的な考え方としています。当社の企業理念、経営戦略を

もとに、取締役の選任については、その経験、見識、専門性な

どを総合的に評価・判断して選定します。また、社外役員は、

会社法上の社外性要件に加え、（株）東京証券取引所の 

定める独立役員の資格を充たし、実質的に一般の株主と利益 

相反の生じるおそれがないと判断される者を選任しています。

今後は、引き続きこのような考え方を踏襲していくとともに、

とりわけ、ジェンダーや国際性の面を含む多様性を確保する

ための方針、手続きを検討していきます。

監査役 選任理由 取締役会出席状況 監査役会出席状況

大和田 和惠
常勤監査役

当社の人事、総務、財務経理等の管理部門長を歴任しており、当社の健全かつ適切な 
運営に必要となる知識を有していることから、監査役としての職務を適切に遂行できる
と判断したため

17回／17回 17回／17回

森藤 利明
社外監査役*

公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するため 17回／17回 17回／17回

椎名 毅
社外監査役*

弁護士及び税理士の資格を有しており、企業法務や財務及び会計に関する相当程度の
知見を有するため 17回／17回 17回／17回

* （株）東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ています。

取締役 選任理由 取締役会出席状況
藤田 恭嗣
代表取締役社長 CEO

当社設立以来、創業者として、当社事業の全てに精通するとともに、経営者としての豊富な経験と高い見識を有して
おり、これらの豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かすため 17回／17回

新名 新
取締役副社長 COO

出版業界、電子書籍業界に精通しており、業界において幅広い分野の事業に携わるとともに、経営者としての豊富
な経験と高い見識を有しており、これらの豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かすため 17回／17回

鈴木 克征
取締役

当社入社以来、経営管理部門、経理部門、人事総務部門等管理部門全般を担当し、財務、経理、人事戦略等、管理
部門全般の豊富な経験と高い見識を有しており、これらの豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かすため  17回／17回

溝口 敦
取締役

当社の主軸となる電子書籍流通事業や、電子図書館、新規事業などに従事した幅広い経験、モバイル通信やITに 
関する高い見識を有しており、これらの豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かすため 2020年5月より現職

榎 啓一
社外取締役*

通信及びデジタルコンテンツ分野に関する豊富な知識と経験を有しているとともに、経営者としての豊富な経験と
高い見識を有しており、これらの豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かすため 17回／17回

高山 健
社外取締役*

財務、金融分野に精通するとともに、グローバルなインターネットビジネスにおける経営全般に関して豊富な経験と
幅広い見識を有しており、さらに当社の社外監査役として当社の事業内容等に精通してきた経験を活かし、当社の
経営全般に適切な助言をいただけるものと判断しています。加えて、社外取締役としての取締役会における議決権
の行使及び妥当性の監督を背景としたコントロールを業務執行取締役に対し及ぼすことにより、当社のコーポレー
ト・ガバナンスをさらに強化するため

13回／13回

当社のガバナンス体制における機能と役割
名称 概要 2020年2月期の 

開催回数／頻度

① 取締役会
経営上の最高意思決定機関として、取締役会規程に基づき重要事項（経営方針、事業計画、重要な財産の取得及び
処分等）を決定し、業務執行状況を監督しています。定時取締役会は原則として毎月1回開催し、必要に応じ随時 
臨時取締役会を開催しています。

17回

② 代表取締役 経営及び業務執行責任者として、当社を代表し取締役会の議事運営に当たるとともに、当社全般の業務執行を統括
しています。 ̶

③ 監査役会

監査役は取締役会に出席し、社内の実態の把握に努めるとともに、取締役の意見聴取や資料の閲覧等を通じて 
業務監査、会計監査を実施しています。常勤監査役においては、取締役会以外の重要な会議にも出席し、取締役の
業務執行状況を十分に監査できる体制となっています。監査役会は毎月1回開催し、効率的かつ効果的な監査を 
遂行するため、監査計画の策定、監査の実施状況、監査結果等を3名で検討しています。また、内部監査室及び会計
監査人との相互補完的かつ効果的な監査が実施できるよう、相互に情報共有に努め連携を図っています。

17回

④ 常勤役員会議 原則毎週1回開催され、主に事業運営に関わる事項について協議し、職務権限規程に定める事項のほか、取締役会 
決議事項を除く経営上の業務執行の基本事項について検討・決定し、業務執行の効率化を図っています。 週1回

⑤ 内部監査室 代表取締役社長の直轄機関として、代表取締役社長の承認を受けた内部監査計画に基づき内部監査を実施し、 
当社の事業活動を監査すると同時に、取締役・従業員の法令遵守の姿勢についても監視しています。 ̶

⑥ リスク管理委員会
委員長を総務部担当取締役とし、当該部門と各事業部門の代表者で構成されています。リスク管理委員会は必要に
応じて開催し（原則的には四半期に1回）、会社に発生しうるリスクの抽出と対策について、検討並びに協議を行って
おり、決定事項については全社にフィードバックしています。

3回

コーポレート・ガバナンス体制図 （2020年5月28日現在）
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コーポレート・ガバナンス

取締役及び監査役の報酬
当社の取締役の報酬総額については、2011年5月25日開催
の第12回定時株主総会において年額170百万円以内と決議
いただいています。また、これと別枠として、譲渡制限付株式の

付与のための報酬限度額は、2018年5月30日開催の第19回 

定時株主総会において年額50百万円以内と決議いただいて 

います。各事業年度における取締役の報酬額は、取締役会より

一任された代表取締役社長が役割、貢献度合い、業績等を 

総合的に勘案のうえ、決定し、監査役の報酬額は、監査役の 

協議により決定しています。当事業年度についても、かかる過程

を経て報酬を決定しました。

実効性評価
当社では、取締役会の機能を向上させ、ひいては企業価値を

高めることを目的として、取締役会の実効性につき、自己評価・

分析を実施しています。この自己評価・分析につきましては、

外部機関の助言を得ながら以下の方法で行いました。

　2020年3月に取締役会の構成員である全ての取締役・ 

監査役を対象にアンケートを実施しました。回答方法について

は外部機関に直接回答することで匿名性を確保しています。 

外部機関からの集計結果の報告を踏まえたうえで、2020年5月
の定例取締役会において、分析・議論・評価を行いました。その

結果の概要は以下のとおりです。

　アンケートの回答からは、取締役会の員数（社外取締役の 

構成比を含む）は適切であること、経営陣や支配株主等の関連 

当事者との利益相反について適切な管理がなされていること、

取締役会において自由闊達で建設的な議論や意見交換がなされ

ていること、社外取締役の監督機能が果たされていることなど、

概ね肯定的な評価が得られており、取締役会全体の実効性に

ついては確保されていると認識しています。

　一方で、事前の検討が可能となる適切な時期の資料提供

や、当社グループ全体の経営理念等の決定にあたって十分な 

審議時間の確保が必要であることなどについて意見が出され、

取締役会の機能のさらなる向上、議論の活性化に向けた課題

についても共有しました。

　今後、当社の取締役会では本実効性評価を踏まえ、課題に

ついて十分な検討を行ったうえで迅速に対応し、取締役会の

機能を高める取り組みを継続的に進めていきます。

リスク管理
リスク管理については、リスクの防止及び会社損失の最小化を

図ることを目的として「リスク管理規程」を制定し、リスク 

管理体制の強化を図っています。また、委員長を総務部担当

取締役とし、当該部門と各事業部門の代表者で構成された 

リスク管理委員会を設置しています。リスク管理委員会は必要

に応じて開催し（原則的には四半期に1回）、会社に発生しうる
リスクの抽出と対策について、検討並びに協議を行っており、

決定事項については全社にフィードバックしています。

　危機発生時には、「経営危機管理マニュアル」に基づき、 

対策本部を設置し、社内外への適切な情報伝達を含め、当該

危機に対して適切かつ迅速に対処することとしています。また、

弁護士事務所と顧問契約を締結し、法律上の問題については

適宜相談のうえ、助言提言を得ることとなっています。

役員区分 報酬等の総額 
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる 
役員の員数 
（人）基本報酬 特定譲渡 

制限付株式 賞与 退職慰労金

取締役（社外取締役を除く） 77 64 13 ̶ ̶ 4
監査役（社外監査役を除く） 6 6 ̶ ̶ ̶ 1
社外役員 15 15 ̶ ̶ ̶ 6

社外取締役からのメッセージ

定量・定性の両面から執行をモニタリングし、 
ガバナンスを強化していく
私が取締役に就任したのは約3年前、当社が業界最大手だった
（株）出版デジタル機構を子会社化した年です。異なる文化や

システムなどを取り入れ、企業体として大きな変化、節目の 

タイミングで、取締役会にも社外の目や知見・ノウハウを反映

させていこうという意欲的なガバナンス改革ができたのは 

創業者である藤田社長の力強いリーダーシップによるところ

が大きいと感じています。

　このリーダーシップと迅速果断な意思決定が当社のガバ

ナンスにおける大きな特長・強みだと言えます。他方、経営の

執行監督という観点からいうと、当社はいくつか新たなビジ

ネスにも挑戦しながら事業ポートフォリオを変革し、事業拡大

を進める中で、内部統制の整備やグループガバナンス強化も

不可欠です。投資効果といった定量面だけでなく、そのプロ 

セスもしっかりモニタリングし、さらなる飛躍の一助となるよう

努めていきます。

事業の可能性とリスクの双方を意識し、 
持続的な価値創出を後押しする
私は、監査役として2年、取締役として1年、当社の経営に携
わってきましたが、年々、外部の視点や提言を経営へと反映

する土壌が形成されてきています。新型コロナウイルス感染

症により緊急事態が宣言される中、各種業務がリモート環境

へ直ちに移行されるなど、柔軟な事業運営も見られるように

なりました。 

　一方で、持続的に企業価値を高める観点から見ると、事業拡

大やリスクマネジメントのあり方など、さらに進化させていか 

なくてはならない点もあります。特定の事業に偏重した収益 

構造からどう脱却するかなどは、足元の業績が好調な今こそ 

議論を尽くし行動に移していくべきだというのが取締役会の 

共通した課題認識です。新たなことに挑戦するにあたって 

リスクはつきものですが、挑戦しないこともまたリスクです。 

中長期的な企業像を見据え、事業の可能性とリスクをともに 

意識しながら企業価値の向上に貢献していきます。

社外取締役

榎 啓一

社外取締役

高山 健
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コーポレート・ガバナンス

役員一覧 （2020年5月28日現在）

G

C

A

F

E
HI D

B

A 藤田  恭嗣
 代表取締役社長 CEO

1996年 4月（有）フジテクノ（2001年11月当社に吸収合併）設立 
代表取締役

1999年 4月 当社設立 代表取締役社長
2017年 3月  （株）出版デジタル機構（2019年3月に（株）メディア

ドゥに社名変更）代表取締役会長（現任）
 同年 9月 当社代表取締役社長グループCEO
2018年 3月  （株）メディアドゥ（2019年3月（株）出版デジタル

機構に吸収合併により消滅）代表取締役会長
 同年 同月 当社代表取締役社長執行役員CEO
2019年 3月 （株）出版デジタル機構代表取締役会長（現任）
 同年 5月 当社代表取締役社長CEO（現任）

B 新名  新
 取締役副社長 COO

2003年 4月（株）角川書店書籍事業部部長
2007年 1月（株）角川書店（現（株）KADOKAWA）常務取締役
2008年 1月（株）角川エディトリアル代表取締役
2013年 4月 一般財団法人角川文化振興財団事務局長代理
 同年10月 同財団事務局長
2014年 6月（株）出版デジタル機構（2019年3月に（株）メディア

ドゥに社名変更）代表取締役社長（現任）
2018年 3月（株）メディアドゥ（2019年3月（株）出版デジタル

機構に吸収合併により消滅）代表取締役社長
 同年 同月 当社副社長執行役員COO
 同年 5月 当社取締役副社長執行役員COO
2019年 3月（株）出版デジタル機構代表取締役社長（現任）
 同年 5月 当社取締役副社長COO（現任）

C 鈴木  克征
 取締役

1986年12月  高橋会計事務所入所
1997年 3月（株）レッドホットカンパニー入社
 同年10月 朝日インテック（株）入社
2001年 1月（株）ワールドブライダル入社
2007年11月 当社入社
2008年 3月 当社経理財務部長
 同年 7月 当社執行役員経理財務部長
2014年 3月 当社執行役員経営管理部長
2015年 5月 当社退社
 同年11月 当社入社 執行役員管理本部長
2016年 5月 当社取締役管理本部長
2017年 3月（株）出版デジタル機構（2019年3月に 

（株）メディアドゥに社名変更）監査役
 同年 9月（株）メディアドゥ（2019年3月（株）出版 

デジタル機構に吸収合併により消滅）監査役
2018年 3月 当社取締役執行役員CAO
2019年 5月 当社取締役（財務経理部管掌）（現任）

D 溝口  敦
 取締役

2000年 4月（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ 
（現（株）NTTドコモ）入社

2008年 7月 当社入社 執行役員コンテンツ&メディア事業本部長
2009年 9月 当社執行役員営業本部長
2010年 5月 当社取締役営業本部長
2013年 3月 当社取締役事業統括本部長
2016年 9月 当社取締役事業開発本部長
2017年 3月（株）出版デジタル機構 

（2019年3月に（株）メディアドゥに社名変更） 
取締役

 同年 9月 当社取締役グループCOO
 同年 同月（株）メディアドゥ（2019年3月（株）出版デジタル

機構に吸収合併により消滅）取締役
2018年 3月 当社取締役執行役員CBO
 同年 5月 当社執行役員CBO
2019年 6月 当社執行役員新サービス推進室長（現任）

E 榎  啓一
 社外取締役

1974年 4月 日本電信電話公社入社
1992年 7月 エヌ・ティ・ティ移動通信網（株） 

（現（株）NTTドコモ）入社
1995年 3月 同社栃木支店長
1997年 1月 同社法人営業部長
 同年 8月 同社ゲートウェイビジネス部長
2000年 6月 同社取締役ゲートウェイビジネス部長
2001年 7月 同社取締役 iモード事業本部長
2003年 6月 同社常務取締役 iモード事業本部長
2004年 6月 同社常務取締役プロダクト&サービス本部長
2005年 6月（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海 

（現（株）NTTドコモ東海支社）代表取締役社長
2008年 6月 ドコモエンジニアリング（株）代表取締役社長
2012年 6月 同社相談役
2013年 6月 NDS（株）社外監査役
2016年11月（株）ユニメディア社外取締役（現任）
2017年 5月 当社社外取締役（現任）

重要な兼職の状況
（株）ユニメディア　社外取締役

F 高山  健
 社外取締役

1988年 4月（株）日本興業銀行（現（株）みずほ銀行）入行
1999年11月 楽天（株）常務取締役
2001年 6月 テクマトリックス（株）社外監査役
2010年 2月 楽天（株）最高財務責任者
2013年 3月 同社相談役
2014年 7月 スターフェスティバル（株）社外取締役
2015年 6月 テクマトリックス（株）

社外取締役（監査等委員）（現任）
2016年11月（株）メタップス社外取締役（2018年11月より 

監査等委員）（現任）
2017年 5月 当社社外監査役
2018年 5月 リンカーズ（株）社外取締役
 同年 9月（株）メルカリ社外取締役（現任）
2019年 5月 当社社外取締役（現任）

重要な兼職の状況
テクマトリックス（株）　社外取締役（監査等委員）
（株）メタップス　社外取締役（監査等委員）
（株）メルカリ　社外取締役

G 大和田  和惠
 常勤監査役

1969年 6月 ソニーオーディオ（株）（現ソニーグローバルマニュ
ファクチャリング&オペレーションズ（株））入社

2002年 3月 当社入社 管理部長
2003年 7月 当社取締役管理部長
2008年 3月 当社取締役管理本部長
2012年 5月 当社専務取締役管理本部長
2013年 9月 当社取締役管理本部長
2014年 5月 当社監査役（現任）

H 森藤  利明
 社外監査役

2003年10月 中央青山監査法人入所
2007年 6月 公認会計士登録
 同年 7月 あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
2009年 7月 森藤公認会計士事務所開設 所長（現任）
2010年 5月 当社社外監査役（現任）
2013年 3月 名古屋税理士法人設立 代表社員（現任）

重要な兼職の状況
森藤公認会計士事務所　所長
名古屋税理士法人　代表社員

I  椎名  毅
 社外監査役

2002年10月 弁護士登録
 同年10月 木村綜合法律事務所入所
2003年 3月 神田橋法律事務所 

（現White & Case 法律事務所）入所
2005年 7月 長島・大野・常松法律事務所入所
2011年10月（株）経営共創基盤入社
2012年 1月 衆議院参与（（株）経営共創基盤より転籍。 

国会に設置された福島原子力発電所事故 
調査委員会に勤務）

 同年12月 衆議院議員
2014年11月 税理士登録
 同年12月 椎名つよし法律税務事務所代表（現任）
2017年 1月（株）PhoneAppli 社外取締役
 同年 5月 当社社外監査役（現任）

重要な兼職の状況
椎名つよし法律税務事務所　代表
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