
基本的な考え方

当社は、持続的な企業価値向上のためには、株主の権利・利益の保護、株主以外のステークホルダーとの円滑な

関係の構築、経営の透明性の確保および有効な経営監視体制の構築が不可欠であるとの認識から、コーポレート

ガバナンスの強化に取り組んでいます。

経営における監督機能と執行機能の分離を明確化し、透明性の高いコーポレートガバナンス体制を構築するとと

もに、迅速な意思決定・執行を確立するため、指名委員会等設置会社形態を採用しています。

当社は、2016年に「コーポレートガバナンスに関する基本方針」を定めました。本基本方針は、当社の経営理

念に基づき、お客様やテナント、株主等のステークホルダーに満足していただける価値を創造し提供していくこ

とで、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するために、最良となる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を定めたものです。

コーポレートガバナンスに関する基本方針 ［PDF］ 344 KB (2018.7.26)

コーポレートガバナンス報告書 ［PDF］5.3 MB (2019.10.04)

当社のコーポレートガバナンス体制の概要

社外取締役メッセージ

内部統制・リスク管理体制

株主を含むステークホルダーとの関係

独立社外取締役の独立性判断基準および資質

関連当事者間の取引

取締役会全体の実効性の分析・評価

役員のトレーニング方針

取締役の選任理由と活動状況

役員報酬の考え方

株式の保有方針

議決権行使基準

株式の保有状況
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当社のコーポレートガバナンス体制の概要

取締役会

会社の持続的な企業価値向上のため、株主に対する受託者責任、説明責任をふまえ、企業戦略の方向付けや、リ

スク管理体制の環境整備および指名委員会・監査委員会・報酬委員会と連携し、取締役・執行役に対する実効性

の高い監督を行います。

取締役会の構成

指名委員会で定めている役員選任基準に基づき、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる多様な取締役で

構成しています。半数以上を独立社外取締役とし、取締役会の機能が最も効果的・効率的に発揮できる適切な員

数を維持しています。

役員選任基準は「コーポレートガバナンスに関する基本方針」で開示しています。
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委員会

当社では、指名委員会等設置会社として、当社取締役で構成される指名委員会、監査委員会、報酬委員会を設置

しています。各委員会は、それぞれの権限に基づき経営監督および取締役会報告を行います。また、各委員会の

活動を補佐するために、経営陣から独立した委員会事務局を設置し、専従スタッフを配置しています。

指名委員会

指名委員会は、取締役の選解任に関する株主総会に提出する議案内容の決定、取締役会に対する代表執行役・執

行役候補者の推薦、解任提案をする権限を有します。3名以上の取締役で構成し、過半数を独立社外取締役としま

す。

監査委員会

監査委員会は、取締役・執行役の職務執行の監査、会計監査人の選解任・不再任に関する株主総会に提出する議

案内容の決定をする権限を有します。3名以上の取締役で構成し、原則として独立社外取締役とします。

報酬委員会

報酬委員会は、取締役・執行役の個人別報酬内容を決定する権限を有します。3名以上の取締役で構成し、過半数

を独立社外取締役とします。

執行役・経営会議

執行役は、取締役会の決定した基本方針に基づき、具体的な業務執行を行います。経営会議は、代表執行役社長

が具体的な業務執行上の意思決定をするための審議機関とします。

外部会計監査人

実効性のある監査を行うため、監査委員会は外部会計監査人の評価の確認及び独立性・専門性の確認を行うと共

に、外部会計監査人は代表執行役社長とコミュニケーションを取り、監査委員会と連携して不正や誤謬などへの

対応協議を行っています。
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 高橋　廣司（たかはし　ひろし）

社外取締役（独立役員）

パルコは、経営における監督機能と執行機能の分離を明確化し、透明性の高いコー

ポレート・ガバナンス体制を構築するとともに、迅速な意思決定、業務執行を確立

するために「指名委員会等設置会社」の形態をとっています。「指名委員会等設置

会社」における社外取締役の役割には、①経営方針・経営改善に関する助言、②経

営の監督機能、③利益相反の監督機能、④取締役会の透明性の確保があります。こ

れらの役割を踏まえて、中長期に持続的な企業価値向上を果たすため、社外取締役

の心構えとして特に次の2点に留意して行動しています。まず、必要であると判断

すれば、経営者に対して社内では言いづらい問題点などをズバリと指摘することで

す。次に企業成長のためにコーポレートガバナンス・コードの目指す「攻めのガバ

ナンス」を実効的に構築・維持すべく、経験の異なる社外取締役同士のチームワー

クを重視することです。

報酬委員会議長

 中村　紀子（なかむら　のりこ）

社外取締役（独立役員）

日本は女性の就業率が81％とアメリカを抜きましたが、男女格差はまだまだ各界

にあります。その一つは女性の大半がパート、非正規労働者だからです。

もし男性と同じ労働時間で同じ賃金をもらったとしたら日本のGDPは15％上がる

と言われています。私は女性管理職の育成から始まり、働く女性の子育てと介護支

援サービスを30年間以上してきましたが、パルコの社外取締役として、女性が活

躍できる風土づくりや子育て中のお客さまも気軽にお店に足を運んでくれる環境整

備に尽力をしています。パルコはエネルギーに満ちた若い社員が多く、取締役や執

行役が決して意見を押し付けることなく調整役のリーダーとして活躍しています。

これからも女性にも同じチャンスを与え、次世代育成を積極的におこなってまいり

ます。

監査委員会議長

社外取締役メッセージ
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 関 忠行（せき　ただゆき）

社外取締役（独立役員）

パルコを含む小売を取り巻く経営環境には厳しいものがあります。かかる厳しい環

境下、パルコは他社とは異なる独自の競争力を維持していく力を持っていると感じ

ています。その競争力の源泉は強固な財務基盤に加えて、社員および経営陣の創造

性、独自性、社会との関わり方、等々だと考えています。このような独自の競争力

が失われないように、また人材を含む経営資源配分戦略が最大限効果を発揮できる

ように、そしてその結果として中期経営計画が達成できるように経営をしっかりモ

ニタリングしていきたいと考えています。モニタリングを効果的にするために重要

なのは、社外役員として、より一層社員や経営陣とのコミュニケーションを深め当

社に対する理解を深めていくことです。そして、それが社外役員の責務であるとい

う考えを持ってやっていく所存です。

内部統制・リスク管理体制

当社は、業務の有効性および効率性、財務報告の信頼性、事業活動にかかわる法令等の遵守ならびに資産の保全

等において、当社および当社グループの業務の適正性を確保する体制を定め、企業価値の向上に努めます。

リスク管理体制

リスクマネジメント委員会が中心となり、企業活動に内包するリスクの洗い出し、リスク評価、対策の検討、社

内啓蒙活動を行うと共に、緊急時の対策本部の設置、情報管理などリスクの発現時に迅速に対応できる社内横断

的な管理体制の整備に努めています。

コンプライアンス体制

全社員が遵守し実践すべき「コンプライアンス基本理念」、「行動規範」を制定しているほか、全役員・全社員

にコンプライアンス活動の指針を盛り込んだ「パルコ社員ハンドブック」を配布するなど、社内啓蒙活動を進め

ています。また、当社グループの社内通報制度を設け、通報窓口に第三者機関を利用するなど、法令違反行為な

どに関する適正な通報処理の体制をとっています。

内部監査体制

当社グループの内部監査業務機能の強化を図るため、グループ監査室を設置しており、専任の執行役のもと、監

査計画に基づき当社グループの業務全般にわたる合法性、合理性、リスク管理状況の監査を行っています。さら

に、監査委員会・グループ子会社の監査役と随時監査情報を交換しながら効率的な監査に取り組んでいます。

指名委員会議長
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株主を含むステークホルダーとの関係

株主の権利及び平等性の確保

当社は、持続的な企業価値向上のためには株主の権利・利益の保護が不可欠であると認識し、少数株主を含む株

主の権利の確保、株主総会での議決権行使のための環境の整備や、資本政策及び関連当事者間の取引等の株主の

利益を害する可能性のある取引についての監督を行っています。

株主以外のステークホルダーとの適切な協働

当社は、株主以外のステークホルダーとの円滑な関係の構築のため、経営理念・行動指針の策定や女性の活躍促

進を含むダイバーシティの推進、コンプライアンス経営の強化に取り組んでいます。

CSRの取り組み

当社グループのCSR（企業の社会的責任）活動の推進に加え、内部統制の強化を図るため、CSR委員会を設置し

ています。CSR委員会は、当社グループにおけるCSR活動の指針づくり、行動計画づくり、社外広報支援、社内

情報共有の推進、外部企業・団体との協働に向けた取り組みの推進を行います。

国内グループ各社社長並びに全執行役によるディスカッションの実施や、ダイバーシティ推進委員会、リスクマ

ネジメント委員会・社内各部門・グループ各社との連動により、全社横断で活動を進めています。

女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保・ダイバーシティ推進

当社グループにおいてダイバーシティへの全社的な取り組みを推進するため、ダイバーシティ推進委員会を設置

しています。ダイバーシティ推進委員会は、多様な価値観や能力、文化を受け入れ活用する企業風土の醸成に向

けた取り組みを行います。女性の活躍も重要な課題と捉え、経営幹部やリーダー層への女性登用を積極的に行う

など、女性の活躍を促進しています。国内グループ各社社長並びに全執行役によるディスカッションの実施や、

社内各部門・グループ各社との連動により、全社横断で活動を進めています。

内部通報制度

コンプライアンス経営の強化を図るため、法令等違反行為に関する通報の適正な処理の仕組みを定める当社グル

ープの社内通報制度を設けており、通報窓口に第三者機関を利用するなど、法令違反行為などに関する適正な通

報処理の体制をとっています。また、通報者及び通報内容の調査協力者に対し、通報を行ったことを理由とした

解雇その他いかなる不利益取扱いも行いません。

独立社外取締役の独立性判断基準および資質

当社は、東京証券取引所および日本取締役協会の定める独立性判断基準を基に、当社の独立社外取締役の独立性

判断基準を策定し、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」にて開示しています。
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関連当事者間の取引

当社は、当社および子会社を含むすべての役員に対し、関連当事者間取引の有無について確認をするアンケート

調査を実施し、当社と当社役員および主要株主などとの取引状況を取締役会にて報告し、関連当事者間の取引の

適正性について管理する体制を構築しています。当社と取締役・執行役との間の利益相反取引については、法

令・取締役会規則に基づき、取締役会の承認を得るものとします。

取締役会全体の実効性の分析・評価

当社は、取締役会の実効性向上のため、全取締役を対象とした取締役会の実効性評価を実施しています。評価プ

ロセス、評価ポイント、結果および導かれた改善点について、下記に開示します。

（i）評価プロセス

委員会事務局および取締役会事務局にて、全取締役を対象に、取締役会の実効性評価についてのアンケート調査

とヒアリングを個別に実施しました。

（ii）評価ポイント

取締役会の構成、議論状況、議題、運営・サポート体制等に関する現状および昨年度評価時からの改善状況に関

する評価、今後の取締役会の実効性を高めるための意見集約を行いました。

（iii）2019年1月～2月に実施した実効性評価の結果

2018年度に本質的議論の確保・議案選定、情報提供・回答体制充実、執行サイドとのコミュニケーション強化

等の対応策を実施した結果、2018年度は全体的に高い評価水準にあり、指名委員会等設置会社として取締役会

の有効性は確保されている。特に高い評価が得られた項目としては、「取締役会の議案選定、本質的議論体制」

「取締役会の構成」「取締役会の時間設定、年間開催数」となりました。

（ⅳ）さらなる実効性向上に向けた今後の改善点

１．取締役の社内理解の更なる促進、執行サイドとの双方向コミュニケーション機会の確保

２．経営戦略、財務政策等重要度の高い戦略的テーマにおける本質的議論の充実

３．上記議論に向けた、執行の企画提案力向上、資料のポイント明確化

評価結果については取締役会にて共有し、実質的な議論を行いました。また、取締役会の実効性評価について

は、評価、分析、議論、改善を継続して繰り返すことで、取締役会が変化し、実効性の向上に繋がると考え、毎

年実施します。
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社内取締役を含む新任の執行役については、取締役・執行役の役割や義務、責任、会社との契約形態および関連

規程などの説明を就任時に実施します。就任後には、コンプライアンス研修会などを開催しています。また、新

任の社外取締役については、会社概要、経営理念、経営状況、コーポレートガバナンスに関する事項および関連

規程などの説明を、就任時に実施します。さらに就任後は、当社への理解を深めることを目的に、当社の事業活

動、小売業界の動向、当社の経営環境などについて、継続的な説明や店舗の視察などを実施しています。

取締役の選任理由と活動状況

パルコでは取締役の半数以上を社外取締役で構成しており、社外取締役は取締役会、各委員会への出席を通じ

て、執行役の職務執行の監督など、内部統制の有効性向上に努めています。

取締役

氏名 選任理由

牧山浩三

長年にわたり店舗統括部門に携わり、2011年5月から代表執行役社長に就任し、広く

当社事業全般に関する豊富な経験を有しているほか、2008年5月以降、当社取締役と

して取締役会における協議・検討に積極的に貢献しており、これまでの経験と実績に

基づく経営の監督とチェック機能を期待したためです。

平野秀一

長年にわたり店舗統括部門、コーポレート部門に携わり、2008年3月から代表執行役

社長、2011年5月から専務執行役に就任し、広く当社事業全般に関する豊富な経験を

有しているほか、2008年5月以降、当社取締役として取締役会における協議・検討に

積極的に貢献しており、これまでの経験と実績に基づく経営の監督とチェック機能を

期待したためです。

澤田太郎

株式会社大丸松坂屋百貨店の取締役兼常務執行役員を務め、経営および小売事業につ

いて豊富な経験、実績、見識を有しており、取締役として、当社の事業における執行

役による円滑かつ適正な業務の執行に対し、企業経営の経験を生かした有益な助言を

期待したためです。

社外取締役

社外取締役各氏は経営を監督する立場にあり独立性を十分有していることから、独立役員として指定いたしまし

た。

役員のトレーニング方針
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氏名 選任理由 主な活動状況（2018年度）

高橋廣司

公認会計士（元新日本有限責任監査法人シニアパ

ートナー）および株式会社プロネットの代表取締

役社長であり、その経歴を通じて培われた財務・

会計に関する専門的な知識、経験、見識に基づく

経営の監督とチェック機能を期待したためです。

2011年5月から当社社外取締役を務めていま

す。

当期開催の取締役１４回のう

ち１３回に、また監査委員会

１３回のすべてに出席し、必

要に応じ、主に公認会計士と

しての専門的見地から発言を

おこなっています。

中村紀子

株式会社ポピンズホールディングス代表取締役会

長及び株式会社日本経済新聞社経営アドバイザリ

ーボードメンバーであり、その経歴を通じて培わ

れた経営者としての知識、経験およびグローバル

な視点での見識に基づく経営の監督とチェック機

能を期待したためです。2014年５月から当社社

外取締役を務めています。

当期開催の取締役会14回のう

ち11回に、また監査委員会13

回のうち10回に出席し、必要

に応じ、主に経験豊富な経営

者の観点から発言をおこなっ

ています。

関忠行

長年にわたり伊藤忠商事株式会社の経営に携わっ

たことで培われた経営者としての知識、経験およ

びグローバルな視点での見識に基づく経営の監督

とチェック機能を期待したためです。2016年５

月から当社社外取締役を務めています。

当期開催の取締役会14回およ

び監査委員会13回のすべてに

出席し、主に経験豊富な経営

者の視点とグローバルな知識

や見解に基づき発言をおこな

っています。

役員報酬の考え方

報酬委員会にて報酬基準を定め、取締役及び執行役各人の役割、職責、職務執行結果としての評価に基づき、公

平、公正に個人別の報酬内容を決定しています。

役員報酬基準

1．取締役の年俸は、役割に応じた「基本年俸」「委員会議長年俸」および「委員会委員年俸」の確定報酬とし

ます。

2．執行役の年俸は、役位・役割に応じた「基本年俸」、会社業績および個人業績に基づく「成果年俸」および

役位、役割に応じた株式交付信託による「株式報酬」の確定報酬とします。

3．執行役の「基本年俸」「成果年俸」（標準）及び「株式報酬」の比率は、役位、役割に基づき40～

50％、:30％相当、︓20～30％相当とします。

4．執行役の「基本年俸」は当期の役位・役割に基づき決定します。
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5．執行役の「成果年俸」は、前期の会社業績に連動した支給総額を個人業績（0％～200％）に基づき配分しま

す。

6．執行役の「株式報酬」は、当期の役位・役割に基づき決定します。

7．執行役兼務取締役については、取締役年俸に執行役年俸を加算支給します。

2018年度における役員報酬総額

役員区分 支給人員 支給額（百万円）

取締役（社外取締役をのぞく） 5 25

社外取締役 4 31

執行役 16 451

合 計 25 507

※1． 退職慰労金は、2004年度末日をもって廃止し、同日在任の取締役及び執行役に対しては、退職慰労金支給額を決定・未払金
計上し、取締役及び執行役の退任時に支給します。2017年度末日における未払い退職慰労金残高の内訳は取締役5百万円、
執行役2百万円です。

※2． 当連結会計年度末現在の人員は、取締役（社外取締役を除く）4名、社外取締役4名、執行役16名で、うち2名は取締役と執
行役を兼務しています。

ストックオプション

実施しておりません

株式の保有方針

当社は、政策保有株式を原則として保有しません。ただし、営業上の取引関係の維持・強化、業務提携関係の維

持・発展を通じた、当社の中長期的な企業価値向上に資すると判断する場合には保有します。

議決権行使基準

当社および投資先企業の企業価値向上に寄与するか否かを総合的に判断し、適切に議決権を行使します。

コーポレートガバナンス | 企業情報 | 株式会社パルコ 44



1. 純投資目的以外の目的である投資株式

銘柄数　　　7銘柄

貸借対照表計上額の合計額　　525百万

2. 純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上及び保有目的

該当事項はありません。

3. 保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

株式の保有状況
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第1章　総則

本基本方針は、当社の「経営理念」に基づき、お客様やテナント、株主等のステークホルダーに満足していただ

ける価値を創造し提供していくことで、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するために、最良とな

る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を定めるものである。

１．経営理念

「訪れる人々を楽しませ、テナントを成功に導く、先見的、独創的、かつホスピタリティあふれる商業空間の創

造」

２．コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方

持続的な企業価値向上のためには株主の権利・利益の保護、株主以外のステークホルダーとの円滑な関係の構

築、経営の透明性の確保および有効な経営監視体制の構築が不可欠であるとの認識から、コーポレート・ガバナ

ンスの強化に取り組む。

３．当社の企業統治システム

経営における監督機能と執行機能の分離を明確化し、透明性の高いコーポレート・ガバナンス体制を構築すると

ともに、迅速な意思決定・執行を確立するため、指名委員会等設置会社形態を採用する。

第2章　当社のコーポレートガバナンス体制の概要

１．取締役会・取締役

取締役会は、会社の持続的な企業価値向上のため、株主に対する受託者責任・説明責任をふまえ、企業戦略の方

向付けや、リスク管理体制の環境整備及び指名委員会・監査委員会・報酬委員会と連携し、取締役・執行役に対

する実効性の高い監督を行う。

（１）取締役会の役割

取締役会は、当社の経営の基本方針に関する意思決定、取締役及び執行役の職務執行の監督を行う。

（経営陣に対する委任の範囲）

当社は、指名委員会等設置会社形態を採用しており、取締役会は、法令・定款に定められた事項を除き、原則と

して執行役に権限委任を行い、取締役会はその執行状況の監督を行う。一方、取締役会が必要と認める事項につ

いては、取締役会の決議事項とする。

（後継者計画の監督）

指名委員会は、後継者の候補を選定し、モニタリングを通じて指名に繋げる。また、指名委員会にて適宜その進

捗状況を確認し、取締役会と連携して監督を行う。
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（２）取締役会の構成

取締役会は、指名委員会にて定めている役員選任基準に基づき、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる

多様な取締役で構成し、半数以上を独立社外取締役とし、取締役会の機能が最も効果的・効率的に発揮できる適

切な員数を維持する。

（独立社外取締役の有効な活用）

当社は、経営に対する客観性を担保すべく取締役の半数以上を独立社外取締役とする。多様な見識や経験を有す

る独立社外取締役の視点を当社取締役会に取り入れることにより、経営の透明性と業務執行の監督の実効性をよ

り一層向上させることを目的とする。独立社外取締役は東京証券取引所が定める独立性判断基準及び当社が定め

る独立性判断基準を満たし、指名委員会、監査委員会、報酬委員会の各議長または委員に就任するものとする。

さらに、各委員会は、指名委員による代表執行役社長の評価の審議など、必要に応じて社外取締役のみでの会合

を開催する。

筆頭独立社外取締役は設置しないが、監査委員会議長が経営会議にもオブザーバーとして出席するなど、経営陣

と連携を行う。また、各委員会の議長が経営陣と連携を図る。

（独立社外取締役の独立性判断基準及び資質）

当社は、東京証券取引所及び日本取締役協会の定める独立性判断基準を基に、当社の独立社外取締役の独立性判

断基準を策定する

（取締役の受託者責任）

取締役会は、取締役の半数以上を独立社外取締役で構成し、社内取締役は、当社事業の幅広い経験と知識に基づ

く経営の監督とチェック機能を担い、社外取締役は取締役会、各委員会への出席を通じて、執行役の職務執行の

監督、内部統制の有効性向上に努める。

（取締役の他社兼任状況の開示）

各取締役は取締役職務規程に基づき職務にあたり、他社兼任については職務の遂行に支障がない範囲とする。取

締役の主な兼任状況については開示する。

(３)役員選任の考え方

当社は、指名委員会等設置会社として、指名委員会にて役員選任基準を定め、当社取締役・代表執行役・執行役

として相応しい者を候補者として選定し、株主総会の議案、取締役会への推薦内容を決定するものとする。ま

た、役員選任基準および、取締役個々の選任・指名理由について開示する。

(４)役員報酬の考え方

当社は、指名委員会等設置会社として、報酬委員会にて報酬基準を定め、取締役及び執行役各人の役割、職責、

職務執行結果としての評価に基づき、公平、公正に個人別の報酬内容を決定する。また、報酬基準について開示

する。

(５)取締役会に関する審議の活性化

当社は、取締役会での審議の活性化に向けた取り組みを継続的に行い、早期の年間スケジュール確定や付議議案

の設定、事前説明・資料配布を行うほか、各取締役からの要望に応じて、情報提供環境の改善に努める。
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(6)実効性の分析・評価

当社は、持続的成長と中長期的な企業価値向上のためには取締役会の実効性の向上が重要であると考え、全ての

取締役から、取締役会における構成、議論内容、運営及びサポート体制などに関する意見を収集し、取締役会の

実効性について分析・評価を行い、結果の概要を開示する。

また、取締役会の実効性評価については、評価、分析、議論、改善を繰り返すことで取締役会が変化し、実効性

の向上に繋がると考え、毎年継続して実施する。

(7)内部統制・リスク管理体制

当社は、業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、事業活動にかかわる法令等の遵守ならびに資産の保全等

において、当社および当社グループの業務の適正性を確保する体制を定め、もって企業価値の向上に努める。

（リスク管理体制）

リスクマネジメント委員会が中心となり、企業活動に内包するリスクの洗い出し、リスク評価、対策の検討、社

内啓蒙活動を行うと共に、緊急時の対策本部の設置、情報管理などリスクの発現時に迅速に対応できる社内横断

的な管理体制の整備に努める。

（コンプライアンス体制）

当社は、全社員が遵守し実践すべき「コンプライアンス基本理念」、「行動規範」を制定しているほか、全役

員・全社員にコンプライアンス活動の指針を盛り込んだ「パルコ社員ハンドブック」を配布するなど、社内啓蒙

活動を進める。また、当社グループの社内通報制度を設け、通報窓口に第三者機関を利用するなど、法令違反行

為などに関する適正な通報処理の体制をとる。

（内部監査体制）

当社は、当社グループの内部監査業務機能の強化を図るため、グループ監査室を設置しており、専任の執行役の

もと、監査計画に基づき当社グループの業務全般にわたる合法性、合理性、リスク管理状況の監査を行う。さら

に、監査委員会・グループ子会社の監査役と随時監査情報を交換しながら効率的な監査に取り組む。

（８）情報入手と支援体制

取締役および委員会委員は、その役割責務を果たすために必要な情報の入手に努め、取締役会事務局および委員

会事務局は、情報を提供するための適切な体制をとる。また、監査委員は内部監査部門との連携を行う。

取締役がその職務執行に係る、外部専門家の助言を得るためにかかった合理的な費用は、原則として会社が負担

する。

（９）役員のトレーニング方針

社内取締役を含む新任の執行役については、取締役・執行役の役割や義務、責任、会社との契約形態および関連

規程等の説明を就任時に実施する。就任後には、コンプライアンス研修会等を開催する。

また、新任の社外取締役については、会社概要、経営理念、経営状況、コーポレートガバナンスに関する事項お

よび関連規程等の説明を、就任時に実施する。さらに就任後は、当社への理解を深めることを目的に、当社の事

業活動、小売業界の動向、当社の経営環境等について、継続的な説明や店舗の視察等を実施する。

２．委員会

指名委員会等設置会社として、当社取締役で構成される指名委員会、監査委員会、報酬委員会を設置する。
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（１）役割

各委員会は、それぞれの権限に基づき経営監督および取締役会報告を行う。また、各委員会の活動を補佐するた

めに、経営陣から独立した委員会事務局を設置し、専従スタッフを配置する。

（２）委員会の構成

（指名委員会）

指名委員会は、取締役の選解任に関する株主総会に提出する議案内容の決定、取締役会に対する代表執行役・執

行役候補者の推薦、解任提案をする権限を有する。３名以上の取締役で構成し、過半数を独立社外取締役とす

る。

（監査委員会）

監査委員会は、取締役・執行役の職務執行の監査、会計監査人の選解任・不再任に関する株主総会に提出する議

案内容の決定をする権限を有する。３名以上の取締役で構成し、原則として独立社外取締役とする。

（報酬委員会）

報酬委員会は、取締役・執行役の個人別報酬内容を決定する権限を有する。３名以上の取締役で構成し、過半数

を独立社外取締役とする。

３．執行役・経営会議

執行役は、取締役会の決定した基本方針に基づき、具体的な業務執行を行う。経営会議は、代表執行役社長が具

体的な業務執行上の意思決定をするための審議機関とする。

４．外部会計監査人 

実効性のある監査を行うため、監査委員会は外部会計監査人の評価の確認及び独立性・専門性の確認を行うと共

に、外部会計監査人は代表執行役社長とコミュニケーションを取り、監査委員会と連携して不正や誤謬などへの

対応協議を行う。

（１）実効的な監査を保つための体制

監査時間については、監査計画に基づいて十分に時間を確保する。また、代表執行役社長との計画的なコミュニ

ケーションを行い、監査結果に関しては監査委員会議長とのディスカッションを実施し、不正や誤謬などが見つ

かった場合には、都度報告及び監査委員会との協議を実施する。

（２）監査委員会による外部会計監査人の評価

監査委員会は、独立性・専門性その他の監査業務の遂行に関する事項から構成される会計監査人の選定・評価基

準を策定し、これらに基づいた評価を行う。また、日本公認会計士協会による品質管理レビュー、公認会計士・

監査審査会による検査結果及び会社計算規則第131条に基づく通知事項等の確認を行う。

１．株主の権利及び平等性の確保

当社は、持続的な企業価値向上のためには株主の権利・利益の保護が不可欠であると認識し、少数株主を含む株

主の権利の確保、株主総会での議決権行使のための環境の整備や、資本政策及び関連当事者間の取引等の株主の

利益を害する可能性のある取引についての監督を行う。

第3章　株主を含むステークホルダーとの関係
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（１）株主総会での権利行使に係る環境整備

当社は、株主総会において、株主が議決権その他の権利を適切に行使できるよう、情報提供や適切な日程の設

定、事前通知などの環境整備に努める。

（情報提供、招集通知）

株主総会において株主が適切な判断を行うことに資すると考えられる情報については、迅速かつ適切に開示すべ

きと認識し、株主総会議案の十分な検討期間を確保できるよう、招集通知を法定期日前に発送する。招集通知は

当社及び東京証券取引所のウェブサイトへ招集通知発送日前に開示する。また、狭義の招集通知及び株主総会参

考書類の英訳を当社ウェブサイトに開示する。

（開催日）

株主総会の開催日は、株主総会集中日の開催を避け、株主の出席しやすい日程を考慮して設定する。

（議決権の電子行使）

議決権電子行使プラットフォームに参加する。

（実質株主による議決権行使に関する対応）

信託銀行等の名義で株式を保有する機関投資家等が、株主総会において、信託銀行等に代わって自ら議決権の行

使等を行うことをあらかじめ希望する場合の対応について、信託銀行等と協議しつつ、検討を行う。

（２）株主総会において相当数の反対票が投じられた際の必要な対応

当社は、株主総会の議決権行使結果について、取締役会及び経営会議に報告するとともに、相当数の反対票が投

じられた際は、要因の分析を行い必要に応じて対応の検討を行う。

（３）株主総会決議事項の取締役会への委任

当社は、適正なコーポレートガバナンス体制を敷いており、株主総会での決議事項の中で会社法にて取締役会へ

の委任が許容されている事項のうち、定款に定められている剰余金の配当、自己株式の取得など、経営判断の機

動性、専門性を確保すべきものについて、その決議を取締役会に委任する。

（４）資本政策の基本的な方針

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現することで、株主への利益還元を果たすことを重要政

策の一つと位置づけ、剰余金の配当については安定配当を行うことを基本とし、業績と配当性向を勘案して実行

する。内部留保金については財務基盤の充実を図るとともに、今後の成長戦略における事業展開を推進するため

に有効活用する。

また、希薄化を伴う可能性のある資本政策を実行する場合には、既存の株主の権利を不当に害することがないよ

う、半数以上が独立社外取締役で構成される取締役会にて審議する。

（５）政策保有株式

（株式の保有方針）

当社は、政策保有株式について、原則として保有しないことを基本方針とする。但し、営業上の取引関係の維

持・強化、業務提携関係の維持・発展を通じた、当社の中長期的な企業価値向上に資すると判断する場合のみ、

政策保有株式を保有する。
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（議決権行使基準）

当社は、政策保有株式の議決権行使にあたっては、当社及び投資先企業の企業価値向上に寄与するか否かを総合

的に判断し、適切に議決権を行使する。

(６)会社の支配に関する基本方針

当社は、大規模買付行為に対して、「会社の支配に関する基本方針」に基づき、株主への十分な情報提供や検討

時間の確保等のため、金融商品取引法、会社法その他関連法令の許容する範囲内で適切な措置を講じる。

(７)関連当事者間の取引

当社は、当社および子会社を含むすべての役員に対し、関連当事者間取引の有無について確認をするアンケート

調査を実施する。当社と当社役員及び主要株主等との取引状況については取締役会にて報告し、関連当事者間の

取引の適正性について管理する体制を構築する。当社と取締役・執行役との間の利益相反取引については、法

令・取締役会規則に基づき、取締役会の承認を得るものとする。

２．株主以外のステークホルダーとの適切な協働

株主以外のステークホルダーとの円滑な関係の構築のため、経営理念・行動指針の策定や女性の活躍促進を含む

ダイバーシティの推進、コンプライアンス経営の強化に取り組む。

（１）中長期的な企業価値向上の基礎となる経営理念の策定

当社は、経営理念を現実のものにしていくことによって、お客様やテナント、株主など皆様に満足していただけ

る価値を創造し、提供し続けていくことを望み、その活動の成果として、適正な利潤を得ることにより企業とし

て発展・成長していくことを目指す。

（２）会社の行動準則の策定・実践

日ごろの行動をより経営理念に近づけ、全社で共有できる価値観・行動基準として、当社グループ社員の「行動

指針」を定めるものとする。

（３）CSRの取り組み

当社は、当社グループのCSR（企業の社会的責任）活動の推進に加え、内部統制の強化を図るため、CSR委員会

を設置する。CSR委員会は、当社グループにおけるCSR活動の指針づくり、行動計画づくり、社外広報支援、社

内情報共有の推進、外部企業・団体との協働に向けた取り組みの推進を行う。

国内グループ各社社長並びに全執行役によるディスカッションの実施や、ダイバーシティ推進委員会、リスクマ
ネジメント委員会・社内各部門・グループ各社との連動により、全社横断で活動を進める。

（４）女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保・ダイバーシティ推進

当社は、当社グループにおいてダイバーシティへの全社的な取り組みを推進するため、ダイバーシティ推進委員

会を設置する。ダイバーシティ推進委員会は、多様な価値観や能力、文化を受け入れ活用する企業風土の醸成に

向けた取り組みを行う。女性の活躍も重要な課題と捉え、経営幹部やリーダー層への女性登用を積極的に行うな

ど、女性の活躍を促進する。国内グループ各社社長並びに全執行役によるディスカッションの実施や、社内各部

門・グループ各社との連動により、全社横断で活動を進める。
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（５）内部通報制度

当社は、コンプライアンス経営の強化を図るため、法令等違反行為に関する通報の適正な処理の仕組みを定める

当社グループの社内通報制度を設けており、通報窓口に第三者機関を利用するなど、法令違反行為などに関する

適正な通報処理の体制をとる。また、通報者及び通報内容の調査協力者に対し、通報を行ったことを理由とした

解雇その他いかなる不利益取扱いも行わない。

第4章　情報開示

１．適切な情報開示と透明性の確保　

当社は、株主・投資家をはじめとするステークホルダーに対し、透明性、公平性、継続性を基本として迅速な当

社情報の開示に努める。適時・適切な情報開示により、経営の透明性を高めるとともに、ステークホルダーとの

信頼関係の構築と、当社への一層の理解促進に取り組む。

株主・投資家をはじめとするステークホルダーへの適切な情報開示のため、経営理念や中期経営計画、「コーポ

レートガバナンスに関する基本方針」、役員に関する報酬や選解任、指名等についての情報を開示する。

開示に際しては、株主・投資家などの利用者にとって利便性の高い情報開示を心がけ、また、当社ウェブサイト

上に開示するものに関しては、必要に応じて英語での開示も行う。

２．株主との建設的な対話に関する方針

株主との対話は、IR担当部門執行役が担う。株主・投資家のみなさまからの建設的な対話の申し入れには、趣旨

や目的を思議し、代表執行役社長、各事業部門の担当執行役、または社外取締役が対応する。IR担当部門は社内

の関係部門と綿密な連携を取り、株主との対話に臨む。

（１）経営陣及び社外取締役による面談

当社は、株主を含む投資家との円滑な関係を構築し、相互理解の促進に向けた対話を積極的に行い、中長期的な

企業価値の向上に資するIR活動を推進する。

また、定期的な調査により株主構成の把握に努める。

なお、社外取締役による面談の対応については、必要に応じて実施する。

（２）個別の対話

当社は、機関投資家・アナリストに対し、定期的に決算説明会を開催し、事業の進捗に応じて個別に説明会を開

催する。決算説明会での説明資料、動画などは当社ウェブサイト上にて英語版もあわせて開示する。個人投資家

に対しては迅速性、利便性を重視した情報提供を行う。建設的な対話のためのツールのひとつとして、統合報告

書型アニュアルレポートを作成する。

（３）経営陣及び取締役会へのフィードバック

当社は、投資家との対話により得られた意見・質問は経営陣幹部へ適宜報告する。また決算説明会の結果を総括

し、取締役会に報告を行う。
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（４）インサイダー情報の管理

当社は、当社及び子会社に関する内部情報等の管理並びに当社役職員による当社及び公開子会社の株式等の売買

等に関する規程（「パルコグループ内部者取引管理規程」「内部者取引防止規程」）を定め、役職員による内部

者取引の防止に努める。

また、「情報開示の基本方針」「情報開示の基準」「情報開示の方法」「情報の充実」「沈黙期間」および「将

来予想について」からなるディスクロージャーポリシーを定め、当社ウェブサイトにて開示し、透明性・公平

性・継続性を基本とした対応に努める。

（５）経営戦略の策定・公表

当社は、長期経営ビジョンおよび中期経営計画を公表し、戦略・戦術において目標達成に向けた定性、定量目標

および投資計画を明示する。

（附則）

本基本方針の改廃は、取締役会の決議による。

本基本方針は、2016年1月29日より施行する。

独立社外取締役の独立性判断基準

当社の独立社外取締役は、当社及び当社一般株主と利益相反が生じるおそれがない高い独立性を有している者か

ら選任されるものとする。なお、その独立性の判断基準は、次のいずれにも該当しないこととする。

①当社グループの業務執行者（過去10年間に該当していた者を含む。）

②当社の親会社及びその子会社（その業務執行者を含む。以下③～⑧において同じ。）

③当社の主要株主

④当社グループの主要な取引先

⑤当社グループの主要な借入先

⑥当社グループから役員報酬以外に一定額以上の支払を受ける法律事務所、監査法人その他のコンサルタント等

⑦当社グループが一定額以上の寄付を行っている寄付先

⑧当社グループと役員相互就任関係となる場合のその関係先

⑨過去５年間において、上記②～⑧に該当していた者

⑩上記①～⑨の配偶者又は二親等以内の親族

なお、上記において、「業務執行者」とは「業務執行取締役、執行役、執行役員その他の使用人等」を、「主要

株主」とは「議決権所有割合10％以上の株主」を、「主要な取引先」とは「過去５年間のいずれかの年度におい

て、当社グループとその取引先との間で、当社の連結年間売上高又はその取引先の年間売上高の２％以上の取引

が存在する取引先」を、「主要な借入先」とは「当社の借入先のうち、直近の事業年度における借入額が上位3

位以内の会社」を、「一定額」とは「過去５年間のいずれかの年度において年間１千万円」をいうものとする。

また当社において、現在独立社外取締役の地位にある者が、独立社外取締役として再任されるためには、通算の

在任期間が原則として６年間を超えないことを要する。
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取締役・執行役の報酬基準

当社は、取締役および執行役の報酬委員会の報酬基準を以下のとおり定め、運用する。

１．取締役年俸は、役割に応じた「基本年俸」「委員会議長年俸」及び「委員会委員年俸」の確定報酬とする。

２．執行役年俸は、役位・役割に応じた「基本年俸」、会社業績及び個人業績に基づく「成果年俸」及び役位、

役割に応じた「自社株取得目的報酬」の確定報酬とする。

３．執行役の「基本年俸」「成果年俸」（標準）及び「自社株取得目的報酬」の比率は、50%︓45%（相

当）︓5%（相当）とする。

４．執行役の「基本年俸」は当期の役位・役割に基づき決定する。

５．執行役の「成果年俸」は、前期の会社業績に連動した支給総額を個人業績（0%～200%）に基づき配分す

る。

６．執行役の「自社株取得目的報酬」は、当期の役位・役割に基づき決定する。

７．執行役兼務取締役については、取締役年俸に執行役年俸を加算支給する。

役員選任基準

当社は、指名委員会等設置会社として、役員選任の方針、手続に関し「指名委員会細則」に以下のように定め

る。

取締役の選任

①指名委員会は、次項に定める各要件を満たし、指名委員から推薦を受けた者の中から、当社取締役として相応

しい者を選任（新任又は再任）候補者として選定し、株主総会の議案を決定するものとする。

②取締役選任候補者の要件は、次のとおりとする。

１．業務執行取締役

（1）経営感覚に秀で、企業経営の諸問題に精通していること

（2）国際的視野に立ち、経営環境の変化に対応した戦略構築力が優れていること

（3）遵法精神に富んでいること

（4）人格・識見に優れていること

（5）心身ともに健康であること

２．非業務執行取締役

（1）経営感覚に秀で、企業経営の諸問題に精通していること

（2）国際的視野に立ち、豊かな経営職経験あるいは専門職経験を有すること

（3）遵法精神に富んでいること

（4）人格・識見に優れていること
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（5）社外取締役の場合は独立性を維持できること

（6）心身ともに健康であること

執行役及び代表執行役候補者の推薦

①指名委員会は、次項に定める各要件を満たし、指名委員から推薦を受けた者の中から、当社執行役として相応

しい者を執行役に、又、執行役の中から、代表執行役として相応しい者を代表執行役に各々選定し、取締役会に

推薦（新任又は再任）するものとする。

②執行役及び代表執行役候補者推薦の要件は、次のとおりとする。

１．執行役

（1）経営感覚に秀でていること

（2）優れた業務実績を有すること

（3）経営環境の変化に対応した戦略・戦術構築力が優れていること

（4）強靭な意志・リーダーシップを有していること

（5）先見力、洞察力、改革力、計画力、行動力が優れていること

（6）統率力、指導力、育成力が優れていること

（7）遵法精神に富んでいること

（8）人格・識見に優れていること

（9）心身ともに健康であること

２．代表執行役

前１．の執行役の要件に加え、

（1）企業経営の諸問題に精通していること

（2）独自の経営ビジョンの創造ができること

（3）業務執行に関し、当社グループ全体の視野に立ち、会社を代表する者として、適時・的確に判断・決定で

きること
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コンプライアンスとリスクマネジメント

パルコは、イタリア語で“公園”を意味します。パルコグループは“公園”すなわち、「⼈々が集い、時間と空間を

共有し、楽しんだりくつろいだりする場（空間）」を提供し、地域や街の魅⼒向上に努めるとともに、先⾒的、

独創的な事業活動を通して、都市⽣活者が⼼豊かになる社会の実現に貢献したいと考えています。

「コンプライアンス基本理念」と「⾏動規範」で、パルコの全役員、全社員は、業務遂⾏に当たり、国内及び海

外の各種法令、社会ルール、社会的規範及び社内諸規程を遵守し、公正で透明性の⾼い企業活動をおこなうこと

を定めているほか、全役員・全社員にコンプライアンス活動の指針を盛り込んだ「パルコ社員ハンドブック」を

配布するなど、社内啓蒙活動を進めています。

また、改正個⼈情報保護法やソーシャルメディアとネット炎上などをテーマにコンプライアンス研修をおこなう

とともに、全社員を対象にハラスメント研修を実施し、ハラスメントに対する知識の向上による未然防⽌に取り

組んでいます。

内部通報制度

グループ各社内のリスク情報を迅速に把握するために複数の内部通報制度を整備し、法令違反⾏為などの通報を

受け付け、腐敗防⽌と、不正⾏為などの早期発⾒と是正を図っています。また、その通報窓⼝に第三者機関を利

⽤するなど、適正な通報処理の体制をとっています。

内部監査体制

当社グループの内部監査業務機能の強化を図るため、グループ監査室を設置しており、専任の執⾏役のもと、監

査計画に基づき当社グループの業務全般にわたる合法性、合理性、リスク管理状況の監査を⾏っています。さら

に、監査委員会・グループ各社の監査役と随時監査情報を交換しながら効率的な監査に取り組んでいます。

「リスクマネジメント委員会」が中⼼となり、企業活動に内包するリスクの洗い出し、リスク評価、対策の検

討、社内啓蒙活動を⾏うと共に、緊急時の対策本部の設置、情報管理などリスクの発現時に迅速に対応できる社

内横断的な管理体制の整備に努めています。

また、危機を未然に防止し、また、危機が発生した場合の経営被害を最小限に止めることを目的として、危機発

生時の対応に関する「パルコグループ・リスクマネジメント規程」やその他必要な規定を作成しています。重大

なリスクが発現した場合には、「リスクマネジメント委員会」が中心となって統合対策本部の設置を提案し、組

織的に対処します。

コンプライアンス体制

リスクマネジメント体制
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リスクマネジメント推進体制

「リスクマネジメント委員会」では、原則半期に１度の全体会議を、必要に応じて臨時に委員会を開催し、さま

ざまな対策の協議・実⾏などをおこなっています。

また、パルコ本部各部⾨・各PARCO店舗、グループ各社に、コンプライアンス・リスクマネジメントの推進者で

ある「リスクマネジメント推進担当」を置き、⽇常的なリスク情報の共有、対応の協議などを迅速に⾏い、社内

外の環境変化に対応した対策を、現場と経営が⼒を合わせて実施しています。

なお、これら重要リスクに対する取り組みを含むリスクマネジメントの活動内容は、半期に１度、経営会議へ報

告しています。

パルコグループでは、PARCO各店舗のショップスタッフ

の定期的な消防訓練の実施、救急救命講習の受講などによ

る⼈命の安全確保、資産の保護など、防災の観点に加え、

サービスの継続提供のために、⼤規模災害発⽣時などに起

こりうるさまざまなリスクを未然に防ぐ、また最⼩化する

ための⼿順を定めています。

パルコでは、「PARCO⼤規模地震災害 事業継続基本計

画」を2011年に制定し、時代の変化に合わせ1年に1回程

度の改訂を⾏い、内容を更新・充実させています。また、

実際に⼤規模災害が発⽣した場合に速やかに対応できるよ

う、毎年定期的にBCP訓練を実施しています。

所定時間内に的確な判断を⾏う初動対応や店舗の営業再

開に向けた課題の抽出をする、PARCO店舗でのBCP訓

練の様⼦

「PARCO ⼤規模地震災害 事業継続基本計画」は、⼤規模災害により当社が運営する商業施設や本部機能に被害

が発⽣した場合、来館者、ショップスタッフ、当社グループ社員の安全の確保を前提として、グループ社員の総

⼒を結集し、許容される⼀定レベルの商業空間とサービスの提供を継続することにより、経営理念である「ホス

ピタリティあふれる商業空間の創造」の維持に努めるとともに、早期に当社各拠点の営業再開をすることにより

当社の社会的使命を果たすことを⽬的としています。この⽬的を達成するため、発災後の復旧計画、継続対応業

務、営業再開基本条件の考え⽅など、原則的な対応策を定めています。

※BCPとはBusiness Continuity Plan（事業継続計画）の略で、事業活動を中断・停⽌させない、また早期に復旧させる

ための計画を意味します。

パルコグループのBCP（事業継続計画）
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出店ショップとの生活必需品販売に関する事前取り決め

生活必需品取り扱いショップとの被災時における緊急対応を、事前に次のように取り決めています。被災時の屋

外などでの販売や地域貢献のための提供活動に関して、主に食品、ドラッグ、生活必需品、アウトドア用品、下

着などの軽衣料を扱うショップの意向を確認し、取り決めをおこなっています。

地域住民および行政との連携

地域への協力、連携、支援

災害発生後は、可能な範囲内で防災設備の提供など地元被災者に対する救助と救援活動を行います。また地域復

旧活動の支援や出店ショップの業種を活かした援助、情報提供などを行います。

地域の行政との連携

大規模震災など広域災害時にはPARCO各店舗の営業再開と地域の復興への連携の両面を踏まえた事業継続が求め

られます。そのために平時から地域の行政との情報交換を行っています。

近隣同業他社との共助

近隣店舗とは、周辺街区との連携や共助を基本とした日頃の情報交換により関係を強化し協力体制を確立してい

ます。災害発生後は、情報交換や避難誘導、要員、備品、備蓄物資などを融通し合うなど、地域復旧活動に協力

します。

また、名古屋PARCOでは、自然災害時における水の供給

対策を目的として、地下水のろ過システムを導入していま

す。精製された地下水は、館内における飲料水や施設設備

に利用されています。

名古屋PARCO　地下水ろ過システム

大規模地震災害は、企業のみならず自治体や地域住民にも同時に襲いかかります。被災後のPARCO各店舗を含む

地域の円滑な復旧のためには、地域住民や周辺自治体との協調が必要です。PARCO各店舗の復旧と並行して、地

域貢献、地域や近隣店舗・企業との共助、相互扶助への積極的な貢献の視点が不可欠であると考えています。

パルコは地域支援の一環として、「PARCO 大規模地震災害 事業継続基本計画」のなかで、大規模震災など広域

災害時に、地域社会や近隣企業との共助と相互扶助へ積極的に貢献すること、また、店舗における一般顧客の帰

宅困難者の受入に関する基本方針も定めています。

災害時の地域社会への積極的貢献
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