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TOYO INK MFG. CO.,LTD 

最終更新日： 2007 年 6 月 29 日 

東東洋洋イインンキキ製製造造株株式式会会社社  
代表取締役社長 佐久間 国雄 

問合せ先： 総務部 03-3272-5731 
証券コード：4634 

http://www.toyoink.co.jp/ 
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。 

 

１１．．基基本本的的なな考考ええ方方    
 

 当企業グループにおける経営の枠組みは、経営基本方針を頂点とし、社会的責任への取組み姿勢を明確にした CSR 憲章およ

び CSR 行動指針からなる「価値体系」と、価値実現のための実践ガイドラインとなるビジネス行動基準からなる「行動規範体系」で

構成されています。 

 経営基本方針として掲げましたとおり、当企業グループは「世界に広がる生活文化創造企業」を目指し、世界マーケットのよきパ

ートナーとして、化学企業としての社会的責任を果たし、株主の皆様をはじめとするステークホルダーの満足度をさらに高めること

で、企業グループ価値の向上に努めております。 

 そのためにはステークホルダーと同じ視点で自身の企業活動を評価し、経済、社会、人、環境においてバランスの取れた経営を

遂行することこそが、企業としての有形、無形の価値を形成し、社会的責任を果たすための最重要課題として位置付けております。 

 この実現のために、 

・戦略強化およびスピード経営を果たす経営管理体制の整備 

・内部統制システムの整備 

・グループ本社部門や、株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人など法律上の機能制度の強化による指導・モニタリング機能

の向上 

・迅速かつ正確、広範な情報開示による経営の透明性の向上 

・コンプライアンス体制の強化・充実 

・地球規模の環境保全の推進 

などを進め、株主や取引先、地域社会、社員などの各ステークホルダーと良好な関係を構築し、コーポレート・ガバナンスを充実さ

せてまいります。 

 

 

２２．．資資本本構構成成  

外国人株式所有比率  10%以上 20%未満 
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【 大株主の状況 】  
氏名または名称 所有株式数（株） 割合（％） 

凸版印刷株式会社 68,234,943 22.52 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 20,548,000 6.78 

サカタインクス株式会社 11,595,000 3.83 

日本トラステイ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 10,058,000 3.32 

株式会社日本触媒 7,138,371 2.36 

株式会社三菱東京 UFJ 銀行 6,341,230 2.09 

東京書籍株式会社 6,326,676 2.09 

株式会社みずほ銀行 6,280,495 2.07 

ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 5,788,000 1.91 

東洋インキ従業員持株会 5,562,506 1.84 

３３．．企企業業属属性性  

上場取引所及び市場区分  東京 第一部 

決算期  3 月 

業種  化学 

（連結）従業員数  １０００人以上 

（連結）売上高  １０００億円以上１兆円未満 

親会社  なし 

連結子会社数  ５０社以上１００社未満 

４４．．そそのの他他ココーーポポレレーートト・・ガガババナナンンススにに重重要要なな影影響響をを与与ええううるる特特別別なな事事情情    
─── 
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１１．．機機関関構構成成・・組組織織運運営営等等にに係係るる事事項項  

組織形態 監査役設置会社 

【 取締役関係 】 

取締役会の議長  社長 

取締役の人数  19 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  2 名 

会社との関係（１）  

氏名 属性 会社との関係（※１） 

  a b c d e f g h i 

藤田弘道  他の会社の出身者    ○ ○   ○  

三木啓史 他の会社の出身者     ○   ○  
 

※1  会社との関係についての選択項目 
a 親会社出身である 
b その他の関係会社出身である 
c 当該会社の大株主である 
d 他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している 
e 他の会社の業務執行取締役、執行役等である 
f 当該会社又は当該会社の特定関係事業者の業務執行取締役、執行役等の配偶者、三親等以内の親族その他

これに準ずる者である 
g 当該会社の親会社又は当該親会社の子会社から役員としての報酬等その他の財産上の利益を受けている 
h 本人と当該会社との間で責任限定契約を締結している 
i その他 

会社との関係（２）  

氏名 適合項目に関する補足説明 当該社外取締役を選任している理由 

藤田弘道  当社と取引関係のある会社の代表取締役 業界に精通した有識者であり、客観的な立場で経営監

視機能を果せる。 

三木啓史 当社と取引関係のある会社の代表取締役 業界に精通した有識者であり、客観的な立場で経営監

視機能を果せる。 
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その他社外取締役の主な活動に関する事項  

当該取締役は、取締役会における報告事項や決議事項について適宜質問をするとともに、必要に応じ社外の立場から必要な意

見を述べております。 

【 監査役関係 】 

監査役会の設置の有無  設置している 

監査役の人数  5 名 

監査役と会計監査人の連携状況  

当社は会計監査人として監査法人トーマツと契約し、当該会計監査人が当社の会計監査業務を行なっております。監査役と会計

監査人とは互いに意見交換、情報聴取等を行い、必要に応じて監査に立ち会うなど連携を保っております。 

監査役と内部監査部門の連携状況  

内部監査部門による内部監査結果は監査役会にも報告しており、情報の共有化により監査の実効性を確保しております。 

社外監査役の選任状況  選任している 

 

社外監査役の人数  3 名 

会社との関係（１）  

氏名 属性 会社との関係（※１） 

  a b c d e f g h i 

恒田良明 他の会社の出身者  ○  ○    ○  

飯塚 孝 弁護士        ○  

坂村與志雄 他の会社の出身者     ○   ○  
 

※1  会社との関係についての選択項目 
a 親会社出身である 
b その他の関係会社出身である 
c 当該会社の大株主である 
d 他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している 
e 他の会社の業務執行取締役、執行役等である 
f 当該会社又は当該会社の特定関係事業者の業務執行取締役、執行役等の配偶者、三親等以内の親族その他

これに準ずる者である 
g 当該会社の親会社又は当該親会社の子会社から役員としての報酬等その他の財産上の利益を受けている 
h 本人と当該会社との間で責任限定契約を締結している 
i その他 

会社との関係（２）  

氏名 適合項目に関する補足説明 当該社外監査役を選任している理由 

恒田良明 ─── 業界に精通した有識者であり、能力・識見からも当社監
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氏名 適合項目に関する補足説明 当該社外監査役を選任している理由 

査役に相応しい。 

飯塚 孝 ─── 法曹界で重要な職歴経験を有し、能力・識見からも当

社監査役に相応しい。 

坂村與志雄 ─── 業界に精通した有識者であり、能力・識見からも当社監

査役に相応しい。 

その他社外監査役の主な活動に関する事項  

当該社外監査役は、監査役会および取締役会における報告事項や決議事項について適宜質問をするとともに、必要に応じ社外

の立場から意見を述べております。 

【 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  
実施していない 

該当項目に関する補足説明  

年功的要素の強い退職慰労金制度を廃止するなど、業績連動的要素を取入れた取締役報酬体系の見直しを行っております。 

【 取締役報酬関係 】 

開示手段  有価証券報告書、営業報告書（事業報告） 

開示状況  社内取締役及び社外取締役の別に各々の総額を開示 

該当項目に関する補足説明  

取締役の年間報酬額は 474 百万円（うち社外取締役 20 百万円） 

【 社外取締役（社外監査役）のサポート体制 】  
社外取締役・社外監査役ともに取締役会を含む経営会議の重要事項については、これらの会議への出席有無にかかわらず議事

録・稟議書等の閲覧・回付等を通じて、当社業務執行の状況を適時に把握できる体制をとっている。 

２２．．業業務務執執行行、、監監査査・・監監督督、、指指名名、、報報酬酬決決定定等等のの機機能能にに係係るる事事項項    
 

 ・取締役会は、毎月定期開催しております。また、取締役会に準ずる協議・決定機関である役付取締役などによるグループ経営

会議と、事業単位の経営課題および戦略の討議機関である最高執行会議・事業執行会議を、原則として毎月開催し、経営環境の

変化にも迅速に対応しております。 

・執行役員制度の導入(平成 16 年 6月)により、経営における意思決定の迅速化と、業務執行に対する監督機能の強化を図ってお

ります。 

・当社は監査役制度を採用しており、監査役による取締役の職務遂行の監査を実施しております。監査役は、取締役会のほか重
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要会議に常時出席しており、取締役の職務執行を充分に監視できる体制となっております。 

・会計監査人として監査法人トーマツと契約し、公正不偏の立場からの会計監査を受けており、当社の会計監査業務を執行した公

認会計士は、藤代政夫氏・松本実氏であり当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士 4 名、会計士補等 4 名、その他 2

名であります。 



 

7 

 

TOYO INK MFG. CO.,LTD 

 

１１．．株株主主総総会会のの活活性性化化及及びび議議決決権権行行使使のの円円滑滑化化にに向向けけててのの取取組組みみ状状況況    

 補足説明 

株主総会招集通知 

の早期発送 

株主が議案の内容を十分吟味できる妥当な期間として、総会日から 18～20 日前後に招集通知書を発

送できるようスケジュール調整している。 

２２..  IIRR にに関関すするる活活動動状状況況    

 代表者自身 

による 

説明の有無 

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 

あり ─── 

ＩＲ資料の 

ホームページ掲載 
あり ─── 

ＩＲに関する部署 

（担当者）の設置 
― 広報室 

３３．．スステテーーククホホルルダダーーのの立立場場のの尊尊重重にに係係るる取取組組みみ状状況況    

 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 

CSR 憲章、CSR 行動指針等に規定 

環境保全活動、 

ＣＳＲ活動等の実

CSR 委員会の設置、社会環境報告書（年１回）の発行 
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施 

 

                     「内部統制システム構築の基本方針について」 

 

  

＜内部統制システムの基本方針＞ 

 当企業グループは、経営理念である「世界に広がる生活文化創造企業」を目指し、世界マーケットのよきパートナーとして、化学企

業としての社会的責任を果たし、株主をはじめとするステークホルダーの満足度をさらに高めることで、企業グループ価値の向上に

努めている。 

 そのためには、ステークホルダーと同じ視点で自身の企業活動を評価し、経済、社会、人、環境においてバランスの取れた経営を

遂行することこそが、企業としての有形、無形の価値を形成し、社会的責任（ＣＳＲ）を果たすための最重要課題として位置付けてい

る。 

 当企業グループは、これらの達成にむけて、企業の活動を適正かつ効率的に遂行していくために内部統制システムの整備・充実

を図り、かつ運用していくことに注力し、経営哲学、経営理念、行動指針からなる経営基本方針の実現を図っていく。 

 

Ⅰ．業務執行に関する体制 

１．取締役の職務の執行が法令及び定款に合致することを確保するための体制 

 当社は、取締役会を通じて取締役の職務執行の適法性を確保し、法令及び定款に従い意思決定を行なう。代表取締役は、取締

役会の決議に基づき、会社を代表して業務の執行を行なう。 

 監査役は、監査役監査基準に基づき監査を行い、取締役の職務執行の適法性を確保する。 

 

２．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 

 当社は、取締役の職務の執行に係る情報について、法令、定款、取締役会規程及び情報セキュリティ管理規程に基づき、適切に

保存及び管理を行う。 

  また、取締役及び監査役は、これらの情報を必要なとき閲覧できる。 

 

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

 当社は、ＣＳＲ委員会の分科組織としてＲＭ分科会及び環境安全分科会を設置している。東洋インキグループビジネス行動基準に

準拠したリスクマネジメント規程に則り、ＲＭ担当役員が管掌する体制により、企業全体にかかる全社的なリスク及び事業リスクを特定

し、健全な企業継続のためのリスク対策を講じるリスクマネジメント体制を推進している。 

  リスクマネジメントに対する啓蒙手段として、各部門毎にリスク課題を年度計画に取り入れ、評価基準のひとつに組入れる管理手

法を実施しており、あわせてＲＭ説明会を実施することにより、リスクを未然に防止する平常時の活動に注力している。 

４．取締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 

 当社は、取締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に、取締役会を毎月一回定時に開催するほか、必要に応じ

て適宜臨時に開催するものとし、経営の意思決定の迅速化と、効率的な事業の運営を行なう。 
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 また、グループの経営課題及び事業戦略についての討議・決定機関として、取締役及び執行役員により構成する会議を毎月定期

的に開催し、グループ経営課題と戦略の共有化を図り、経営・事業目標の効率的な達成に努める。 

 なお、これらの会議には監査役が出席し、監査上必要な意見を述べることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を強化して

いる。 

 

５．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 

 当社は、よき企業市民として、経営基本方針を頂点とした社会的責任への取組み姿勢を明確にしたＣＳＲ憲章及びＣＳＲ行動指針

からなる「価値体系」のもと、このＣＳＲ経営の推進母体であるＣＳＲ委員会の分科組織のコンプライアンス分科会を中心に、コンプライ

アンス経営を確保する取り組みを行なう。 

 また、コンプライアンスオフィス（社内外通報窓口）を通じて、法令及びグループの行動規範である当社のビジネス行動基準に反す

る行為等を早期に発見・是正する体制を充実する。 

 内部監査部門である監査室は、会社における業務が適法かつ適切であるかについての監査を行い、監査結果を代表取締役なら

びに内部統制担当取締役に報告するとともに、監査役会にも報告し、監査役会との連携をはかる。 

 

６．当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

 当社は、経営哲学、経営理念及び行動指針からなる経営基本方針をグループとして共有し、グループ内の経営資源を最大限に

活用し、グループ全体の企業価値の最大化を図る。 

適正なグループ経営を推進するため関係会社管理規程を定めており、グループ各社の自主性を尊重しつつ、重要事項の執行につ

いては同規程に従い、当社も関与しグループ経営の適正な運営を確保する。 

 また、監査室は、グループ会社における業務が適法かつ適切であるかについての監査を行い、監査結果を代表取締役ならびに内

部統制担当取締役に報告するとともに監査役会にも報告する。 

 

 

Ⅱ．監査に関する体制 

１．監査役会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項 

 当社は、監査役会が、内部監査部門である監査室との連携によりその監査実務を遂行する体制をとっており、この内部監査部門の

充実を更に図ることで監査役会の監査機能を強化していくこととする。 

 

２．監査役会の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項 

当社は、補助すべき使用人を設置しないので、本号に関する事項は定めない。 

 

３．取締役及び使用人が監査役会に報告をするための体制その他の監査役会への報告に関する体制 

 監査役は、監査に必要な各種重要会議に出席し、また稟議書等の事業運営に重要な影響を及ぼす情報の閲覧を行うこととする。 

 また、取締役は、法定の事項に加え、当社及びグループ会社に重大な影響を及ぼす事項に関してリスクマネジメント規程等に従い、

速やかに監査役会に報告することとする。 

 さらに、監査役会は、いつでも取締役および使用人に対して、直接事業に関する報告を求めることができる体制がとられている。 

 

４．その他監査役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 

 監査役会は、代表取締役社長や取締役と、経営課題、その他事業運営上重要課題について定期に意見交換を行い、また監査役
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監査基準に従い、監査上必要な情報についてはそのつど報告を受けることとする。 

 また、監査役会は、内部監査部門である監査室が行う計画的内部監査の報告を受けるとともに、外部監査人との定期的な意見交

換を行なうなど更なる連携強化を図り、監査役の監査が、効率的かつ効果的に行なわれることを確保する。 

 

参考資料「模式図」：巻末「添付資料」をご覧ください。 

 

１１．．買買収収防防衛衛にに関関すするる事事項項    
─── 

２２．．そそのの他他ココーーポポレレーートト・・ガガババナナンンスス体体制制等等にに関関すするる事事項項    
平成 20 年４月から適用されることとなりました金融商品取引法の内部統制報告制度への対応につきましては、社長を委員長とする

内部統制推進委員会を設置し、グループでの財務報告の信頼性確保のための内部統制の整備と、運用に向けた準備作業を行っ

ております。 
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【【  参参考考資資料料：：模模式式図図  】】  

 


