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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

当社は企業理念を「すべての人々に、スポーツを遊ぶ楽しさを」―スポーツ本来の「体を動かす楽しさ」、「競い合う楽しさ」を提供することで一人一
人のいきいきとしたライフスタイルの創造に貢献します―と定めております。この理念に則り、法と企業倫理に従い、誠実で公正かつ透明に事業活
動を展開することが、企業の社会的責任であると認識しており、コーポレート・ガバナンスをより機能させるためにコーポレートガバナンス・コードへ
の対応や外的環境の変化に合わせ柔軟に体制や取り組みを進化させることが、継続的な企業価値向上においても経営上のもっとも重要な課題
のひとつと考えております。その実現のために、「SPIRIT OF DESCENTE」（創業の精神）を行動指針とし、当社グループの原点としてグループ各社

に浸透させるとともに、「デサントグループ倫理綱領」を定め株主の皆様やお客様をはじめ、お取引先、地域社会、従業員などさまざまなステークホ
ルダーとの良好な関係を築くとともに、株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人などの法律上の機能に加えて、さまざまな手段を講じて、コー
ポレート・ガバナンスの充実を図っております。

SPIRIT OF DESCENTE(創業の精神）については、以下のＵＲＬからご参照ください。

http://www.descente.co.jp/jp/company/about/

デサントグループ倫理綱領については、以下のURLからご参照ください。

http://www.descente.co.jp/jp/csr/policy/ethics/

【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】

当社は、2021年6月に改訂されたコーポレートガバナンス・コードの各原則について、すべて実施しております。

【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 政策保有株式】

＜政策保有株式に関する方針・考え方＞当社は取引関係・協業関係の構築・維持強化のため、政策保有株式を保有しております。政策保有株式
については、毎年、取締役会で保有の意義や効果について検証し、当社が継続して保有する意義が乏しいと判断した政策保有株式については、
売却するなどして政策保有株式の縮減に努めております。

＜個別の政策保有株式の保有の適否の検証＞当社は、所管部署において、個別銘柄ごとに、定性的な観点から株式保有による戦略的なメリット
や必要性を検討することに加え、資本コストや事業貢献等の定量的な観点から投資損益を一定の定量基準で評価するなどして、保有の適否を判
断しております。その上で、保有の意義が相対的に乏しいと認められた銘柄については、保有方針の見直しを行い、株式の売却を進めることとし
ております。取締役会においては、毎年1回、かかる政策保有株式の保有の適否及び今後の保有方針について、検証を行っております。

＜政策保有株式の議決権行使の基準＞政策保有株式に係る議決権の行使にあたっては、当社及び投資先の中長期的な企業価値向上の観点
から、十分に検討した上で総合的に判断します。特に、反社会的行為等が発生している場合や当社にとって不利益となるなど、当社の企業価値を
損なう可能性がある場合については、原則として当該議案には反対することとし、賛否を慎重に検討した上で、議決権を行使いたします。

【原則１－７ 関連当事者間の取引】

当社は、当社と当社の役員との間の取引については、「取締役会規則」及び「役員規程」に則り、取締役会の承認を受けて実施いたします。また、
当社と主要株主（金融商品取引法の定義に従う）との間の取引については、独立第三者間取引と同様に、市場価格等を勘案し、取引条件を決定
するとともに、当社において、定性的・定量的な観点から当該取引の重要性を判断し、「取締役会規則」を始めとする当社の社内規程に則り、取締
役会等の適切な社内承認を受けて実施いたします。さらに、主要株主その他の関連当事者との間で行う取引の状況について、取締役会への定期
的報告を行うとともに、必要・適当と認められる場合には、独立社外役員等への諮問等の手続的配慮や情報開示を行います。

【補充原則２－４－１中核人材の登用等における多様性の確保】

当社ではダイバーシティ(多様性)推進の一歩目として女性の活躍推進に注力しております。2021年度より、2023年3月末を期限として改めて管理
職(課長職以上)に占める女性従業員の割合を15%以上にすることを目標に行動計画を策定し、目標達成に向けて取り組みを推進しております。株
式会社デサントとデサントジャパン株式会社を合わせて、2022年3月時点では管理職における女性の比率は12%(13名)となっております。中途採用
者や外国人の登用・採用状況については、19名の管理職が中途入社であり、外国籍の従業員も8名在籍しております。海外子会社では、750人ほ
どの現地従業員が活躍しており、管理職に占める現地従業員の割合は約95%、女性管理職比率は約47%となっております。今後も当社が事業を持
続する上で必要とするスキルを保有する人材を性別・国籍・他社での業務経験の有無に関わらず公正に採用してまいります。ダイバーシティに関
する各種取り組みは当社サスティナビリティレポートにも掲載しておりますのでご参考ください。

デサントサスティナビリティレポート2021:　https://www.descente.co.jp/wp-content/uploads/2021/07/DESCENTE-SR2021J.pdf

【原則２－６ 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

当社では、デサント企業年金基金において、企業年金の積立金の運用を行っております。企業年金の運用が従業員の安定的な資産形成だけで
なく、当社の財政状態にも影響を与えることを踏まえ、運用にあたる人材については、実務や研修等を通じて資質向上に努めるとともに、法令や制
度運営に関する情報収集を継続的に行っております。また、運用受託機関等の評価等について意思決定を補助することを目的として、資産運用
委員会を設置しております。



当企業年金基金では、資産運用基本方針に基づき、運用受託機関の選任・評価・管理等を行い、運用目標を達成するための資産構成割合を策
定しております。

積立金の運用はすべてを委託運用としております。投資先企業の選定や議決権行使の判断は運用受託機関に委ねているため、運用受託機関へ
のモニタリングを行うことにより、従業員利益の最大化に努めております。

【原則３－１ 情報開示の充実】

(i) 経営理念、経営戦略、経営計画

　企業理念については、以下のURL からご参照ください。

　　http://www.descente.co.jp/jp/company/about/

　　創業の精神については、前掲１-１の「基本的な考え方」の「SPIRIT OF DESCENTE(創業の精神）」のURLからご参照ください。

　　中期経営計画については、以下のURLからご参照ください。

　　https://www.descente.co.jp/jp/ir/210514MidTerm.pdf

(ii) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、前掲１-１の「基本的な考え方」をご参照ください。

(iii) 役員の報酬決定の方針と手続

当社取締役の金銭報酬の額は2006年6月21日開催の第49回定時株主総会において年額300百万円以内と決議しており、当該決議時の取締役は

6名です。当該金銭報酬とは別枠で、2017年6月22日開催の第60期定時株主総会において譲渡制限付株式報酬の額を年額200百万円以内、発行
および処分される普通株式の総数は年50,000株以内と決議しており、当該決議時の取締役は10名です。当社監査役の金銭報酬の額は、2006年6

月21日開催の第49回定時株主総会において年額40百万円以内と決議しており、当該決議時の監査役は3名です。

当社の取締役の報酬は役位別の基本報酬と毎年一定の時期に支払われる役位別の譲渡制限付株式報酬から構成されます。譲渡制限付株式報
酬については、海外籍の取締役および社外取締役を除く当社の取締役のみに支給しております。また、2021年度から、取締役の業績向上に対す
る意欲や士気を一層高めることにより、企業価値の持続的向上を図るため、社外取締役を除く当社取締役を対象とする業績連動報酬を導入いた
しました。その支払総額は、基本報酬と併せて、2006年６月21日開催の第49回定時株主総会において決議された年額300百万円以内といたしま
す。報酬の種類毎の割合等については、単年度業績のみならず中長期的な会社の業績に対するインセンティブ付けとなるよう設計し、報酬委員
会の審議を経て決定しております。当社の監査役の報酬としては、月例の基本報酬のみを支給しております。

当社グループは、取締役の報酬に関する手続きの客観性・透明性を確保する目的で社外役員を含めた報酬委員会を設置しております。報酬委員
会は、取締役会より諮問を受け、当該方針を含む報酬プログラムについて審議・答申を行います。取締役会は、報酬委員会からの答申に基づき、
これを決定しています。なお、決定の全部又は一部の取締役への再一任は行っておりません。報酬額の決定過程における報酬委員会の構成は、
以下のとおりです。

委員6名（社外4、社内２）

委員長（社外）吉岡監査役

委員（社外） 東取締役、佐藤取締役、笠原取締役

委員（社内） 小関代表取締役社長、土橋常務執行役員

(iv) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名の方針と手続

経営陣幹部については、当社の事業内容、規模、経営環境、戦略等を考慮の上、取締役会の機能の発揮に貢献できるよう、グローバルな視点や
企業経営に関する知識・経験又は資質等を有する人材とし、独立性（社外のみ）、社長経験、財務会計、業界の知見、営業・マーケティング、国際
ビジネス、法務、リスク・コンプライアンス、小売、民族・ジェンダー・国籍その他の多様性の観点から、取締役会の全体としての知識・経験・能力の
バランス、多様性に配慮いたします。さらに経営陣幹部の選解任については、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任強化のため、代表取
締役社長、社外取締役、社外監査役らを構成員に含む任意の指名委員会にて審議した上で、取締役会にて決定いたします。監査役候補者につ
いては、当社の事業内容、規模、経営環境及び監査体制等を考慮の上、公正かつ客観的な立場から取締役の業務執行状況を監査し、経営の健
全性及び透明性の向上に貢献できる資質を有し、財務・会計・法務等幅広い知識や経験を持ち、取締役会に対し有益な助言や提言を行える有能
な人材を、代表取締役社長が推薦し、監査役会が「監査役監査基準」に基づき当該候補者について同意をした上で、取締役会において慎重に審
議し、決定いたします。

(v) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の個々の選任・指名についての説明

取締役候補者及び監査役候補者の選任理由については、株主総会招集ご通知にて公表しております。本年度の開示については、以下のURL か

らご参照ください。

https://www.descente.co.jp/wp-content/uploads/2022/05/220524_GMj.pdf （P.8以降をご参照ください）

【補充原則３－１－３　サステナビリティの取り組み等の開示】

（i）サステナビリティについて

当社の定めるサスティナビリティ方針については以下のURLからご参照ください。

https://www.descente.co.jp/jp/csr/policy/

サスティナビリティ方針をもとに、より実現性のある効果的な活動につなげるため、当社が優先的に取り組むべきマテリアリティ(重要課題）を以下
の4つに特定しました：

1. 持続可能なモノ・仕組みづくりへの「挑戦」

2. 新たな「価値」創造

3. 「誠実」な組織と仕組み、従業員

4. 地域・社会との「調和」

特定したマテリアリティを経営戦略に反映させ、グループとしての課題解決を目指します。当社の取り組みについては以下のURLからご参照くださ
い。

デサントサスティナビリティレポート2021: https://www.descente.co.jp/wp-content/uploads/2021/07/DESCENTE-SR2021J.pdf

（ⅱ)人的資本や知的財産への投資状況

人的資本：　当社では2021年5月に開示しました新中期経営計画「D-Summit 2023」にあります通り、重点戦略である「II. 日本事業の収益改善」の

達成に向けて、2021年4月より相対評価を軸にしPay For Performanceの考えに基づいた新人事制度へと移行しました。この移行により従業員の

成果に応じてよりメリハリある処遇を行うほか、賞与の原資を全社業績と連動させる方式としております。また、従業員への教育体制として、年次・
グレードに応じた階層別研修や管理職を対象とした管理職研修、公募制の海外ビジネス研修といった研修制度を整備しているほか、従業員自ら
が主体的に能力開発する風土を醸成するべく、自己啓発支援制度を整えております。そのほか、従業員の生産性向上に向けてDX(デジタルトラン
スフォーメーション)を推進するべく、新規にERPの導入を行うなど、必要なインフラ・設備への投資を行っております。



中期経営計画　「D-Summit 2023」：https://www.descente.co.jp/wp-content/uploads/2021/05/210514MidTerm.pdf

知的財産：　当社グループは国内外において、多くの特許権・商標権等の知的財産権を所有しており、当社グループの保有する知的財産を適切に
保護・管理・活用することによって、当社グループの保有する各ブランドの価値が毀損されることのないように努めております。また、知的財産戦略
の要素の一部である研究開発活動については有価証券報告書にて公表しております。本年度の開示については、以下のURLからご参照ください
。

https://www.descente.co.jp/wp-content/uploads/2022/06/2206164Q.pdf (P18をご参照ください)

(ⅲ) 気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等に与える影響について

G20金融安定理事会が設置した「気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)」による提言に従い、対応を進めております。対応内容については
、近日中に本報告書内にて開示予定です。

【補充原則４－１－１ 取締役会の役割、経営陣に対する委任の範囲の明確化】

取締役会は、「取締役会規則」及び「職務権限規程」に基づき、経営方針や経営計画の策定・改定にあたる重要な業務執行の決定を行っておりま
す。また、上記以外の事項については、「職務権限規程」に基づき、社長又は執行役員に権限を委譲することにより、効率的でかつ迅速な意思決
定と業務執行を行っております。

【補充原則４－１－３最高経営責任者（CEO)等の後継者計画】

当社は複数いる取締役および執行役員を候補者として、能力・経験・資質を勘案して、指名委員会で審議の上、取締役会において最高経営責任
者等を指名・決議しています。今後、後継者計画を策定することを検討してまいります。

【原則４－８ 独立社外取締役の有効な活用】

現在、独立社外取締役3名、社外監査役2名を選任しております。また、独立社外取締役は、取締役全体の2分の1を構成しております。独立社外
取締役の東氏及び佐藤氏には、取締役会等において独立した客観的な立場から、またグローバルな視点かつ企業経営者としての高い見識をもっ
て、経営全般に係る積極的な意見と取締役に対する実効性の高い監督を行う役割を期待しております。また、新任の独立社外取締役の笠原氏に
は、婦人服と小売業における豊富な経験と知識から、当社が日本事業で目指すDTC事業の拡大において的確な助言および業務執行への適切な
監督を行う役割を期待しております。

【原則４－９ 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

独立社外取締役については、東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえ、当社との間に利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じない者を
独立社外取締役として選任しております。

【補充原則４－１０－１ 指名・報酬委員会構成の独立性、権限・役割等の開示】

取締役会の諮問機関である指名委員会および報酬委員会の詳細については、本報告書の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」に記載の「指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無」の「補足説明」(P
7)に記載しておりますのでご参照ください。

【原則４－１１－１ 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方】

取締役会の員数は、定款所定の10名以下の範囲内で、都度適切な規模を決定するものとします。経営戦略に照らし各取締役が備えるべきスキル
等は、取締役の選任に関する方針・手続について定めた、前掲【原則３－１ 情報開示の充実 (iv)】に記載の通りであり、現取締役および監査役の

スキル等を一覧化したスキル・マトリックスについては本報告書最終ページの図をご参照ください。

【補充原則４－１１－２ 取締役・監査役の他の上場会社の役員兼任状況】

取締役または監査役の重要な兼職の状況については、以下のとおりです。

・取締役　清水 源也： デサントジャパン株式会社 取締役、DESCENTE KOREA LTD. 代表取締役会長

・取締役　小川 典利大： デサントジャパン株式会社 代表取締役社長

・社外取締役 東 智徳： バカルディジャパン株式会社 代表取締役社長

・社外取締役 笠原 安代：有限会社アルテミス 代表取締役社長、日本流行色協会レディスウェア部会専門委員

・監査役 中島 幹夫： デサントジャパン株式会社 監査役

・社外監査役 吉岡 浩一： 弁護士

・社外監査役 松本 章： 公認会計士、株式会社MIT Corporate Advisory Services 代表取締役

【補充原則４－１１－３ 取締役会の実効性についての分析・評価】

当社は定期的に「取締役会自己評価アンケート」を実施し、取締役会の実効性について分析・評価を行い、取締役会においてその報告を行ってお
ります。これまでの評価としては、重要な経営課題に関し、監査役を含む各役員が積極的かつ的確に議論、意見交換、助言を行っており、監督機
能を適切に果たしていることを確認しております。引き続き中長期的な企業価値の向上を念頭に置きつつ、重要な経営課題に関する議論の充実
に努めてまいります。

【補充原則４－１４－２ 取締役・監査役に対するトレーニングの方針】

当社は、取締役及び監査役に求められる責務を果たすため、次のような取り組みを行います。

(i) 社内役員・社外役員を対象に、就任時に会社の事業等に関する知識を取得するため、現場視察を含む研修等を実施します。

(ii) 取締役及び監査役を対象に、コーポレート・ガバナンス、コンプライアンス、会計、税務等に関する研修を実施します。

【原則５－１ 株主との建設的な対話に関する方針】

(i) 株主との対話全般株主との対話については、常務執行役員（CFO）が統括します。

(ii) 株主との対話を補助する社内体制

個人株主、機関投資家ともにグループ事業統括・IR課が窓口となり、株主との建設的な対話に資するよう、他部署と連携しながら株主との対話の
支援を行います。

(iii) 対話の手段の充実に関する取り組み株主との対話の手段を充実させるため、全ての株主に対して、各種配布物やHP 等を通じて当社からの

情報開示に努め、集中日を回避した株主総会の開催を行います。機関投資家対応としては、年2回の投資家向け説明会の他、工場や店舗視察、
個別面談等を行い、必要に応じて社長や取締役が対応します。

(iv) 社内へのフィードバック

上記の株主との対話を通じて得られた意見や懸念等を踏まえて、当社の持続的な成長と中長期的な価値向上の取り組みの参考とします。

(v) インサイダー情報の管理株主との対話を行うにあたり、四半期ごとの決算日の翌日から業績開示（決算発表）の当日までは、決算に関するお



問い合わせへの回答やコメント等を控えさせていただいております。社内では、「インサイダー取引管理規程」に従い、インサイダー情報を適切に
管理し、公平な情報開示を徹底します。

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 所有株式数（株） 割合（％）

BSインベストメント株式会社 30,164,300 39.21

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 5,094,400 6.62

日本生命保険相互会社 3,238,594 4.21

UBS AG HONG KONG 3,165,900 4.11

帝人フロンティア株式会社 2,465,500 3.20

ＳＳＢＴＣ ＣＬＩＥＮＴ ＯＭＮＩＢＵＳ ＡＣＣＯＵＮＴ 2,353,658 3.05

MLI FOR CIENT GENERAL OMNI NON COLLATERAL NON TREATY-PB 2,226,555 2.89

株式会社三井住友銀行 2,110,131 2.74

公益財団法人石本記念デサントスポーツ科学振興財団 1,652,743 2.14

東洋紡ＳＴＣ株式会社 1,594,791 2.07

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 プライム

決算期 3 月

業種 繊維製品

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

―――

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



BSインベストメント株式会社は、当社発行済株式総数の39. 21％を所有するその他の関係会社であります。独立性の確保に関する考え方及びそ

のための施策につきましては、取締役会、経営会議等により充分に審議のうえ決定していることから、一定の独立性が確保されているものと考え
ております。

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 監査役設置会社

【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 社長

取締役の人数 6 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 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

東　智徳 他の会社の出身者

佐藤　誠治 他の会社の出身者

笠原　安代 他の会社の出身者

※　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
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由



東　智徳 ○ ―――

＜選任理由＞

東智徳氏は、クラフトジャパン株式会社、サンタ
フェナチュラルタバコジャパン株式会社、ガルデ
ルマ株式会社、バカルディジャパン株式会社な
どの代表取締役社長を務め、欧米に本社を置
くGlobalエクセレントカンパニーの経営方法を体
験し、優れた経営手腕を発揮してきました。同
氏には、このような企業経営者としての豊富な
経験と高い見識をもとに、世界基準の観点から
当社の経営に対する的確な助言及び業務執行
に対する適切な監督が期待できると考え、社外
取締役として選任しております。

＜独立役員指定理由＞

同氏は、当社、関連会社及び当社の主要な取
引先の業務執行者ではなく、また、当社が報酬
を支払っているコンサルタント等の専門家なら
びに主要株主等ではありませんので、一般株
主との間に利益相反が生じる恐れがなく、経営
陣から独立した立場で職務を十分に果たすこと
が可能であると判断し、指定しました。

佐藤　誠治 ○ ―――

＜選任理由＞

佐藤誠治氏は、金融業界において豊富な経験
をされたのち、物流関連の三井倉庫ホールディ
ングス株式会社取締役を経て、2017年４月に
株式会社東京スター銀行頭取に就任され、優
れた経営手腕を発揮されております。同氏には
、このような企業経営者としての豊富な経験と
金融業界で培われた高い見識をもとに、幅広
い見地から当社の経営に対する的確な助言及
び業務執行に対する適切な監督が期待できる
と考え、社外取締役として選任しております。

＜独立役員指定理由＞

同氏は、当社、関連会社及び当社の主要な取
引先の業務執行者ではなく、また、当社が報酬
を支払っているコンサルタント等の専門家なら
びに主要株主等ではありませんので、一般株
主との間に利益相反が生じる恐れがなく、経営
陣から独立した立場で職務を十分に果たすこと
が可能であると判断し、指定しました。

笠原　安代 ○ ―――

＜選任理由＞

笠原安代氏は、株式会社大丸松坂屋百貨店で
の婦人服の販売及びバイヤーアシスタント業務
、販売推進業務に携わり、3年間のイタリアミラ
ノの駐在を経て婦人雑貨及び婦人服の本社セ
ントラルバイヤーとして活躍。その後株式会社
ワールドではアクアガール・シニアバイヤーとし
て活躍しただけでなくセレクトショップのブラン
ディングおよび運営推進事業にも携わり見識を
広げました。現在は独立し、シジェーム・ギンザ
のウィメンズフロアのプランと運営に携わるなど
ファッションディレクターとしてアパレルのブラン
ディング、バイイングディレクションなどを遂行し
、日本流行色協会レディスウェア部会専門委員
を務めています。同氏の婦人服と小売業にお
ける豊富な経験と知識は、当社が日本事業で
目指すDTC事業の拡大において的確な助言お
よび業務執行への適切な監督が期待できると
考え、社外取締役として選任しております。

＜独立役員指定理由＞

同氏は、当社、関連会社及び当社の主要な取
引先の業務執行者ではなく、また、当社が報酬
を支払っているコンサルタント等の専門家なら
びに主要株主等ではありませんので、一般株
主との間に利益相反が生じる恐れがなく、経営
陣から独立した立場で職務を十分に果たすこと
が可能であると判断し、指定しました。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性



委員会の名称 全委員（名）
常勤委員（

名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名委員会 6 0 1 3 0 2
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

報酬委員会 6 0 1 3 0 2 その他

補足説明

＜指名委員会＞

締役候補者については、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任強化のため、社外取締役を委員長として、代表取締役社長、社外取締役、
社外監査役、デサントジャパン株式会社執行役員スタッフユニット長を構成員とした指名委員会を設置し、指名委員会にて審議した上で、取締役
会にて決定しております。「指名委員会規程」にて当該委員会の権限を明記しているほか、取締役の選任及び解任に関してはジェンダーや国際性
、職歴、年齢の面を含む多様性および取締役に要求されるスキルの観点を含めて取締役会に対して答申を行うことと定めております。

＜報酬委員会＞

当社の役員報酬は、役位別の基本報酬と、全社業績及び個人業績を反映させた業績連動報酬及び譲渡制限付株式報酬から構成されております
。

業績連動報酬及び付与株式の公正性及び透明性を確保するため、諮問機関として、社外監査役を委員長として、代表取締役社長、社外取締役、
常務執行役員(CFO)を構成員に含む報酬委員会を組織し、当委員会が中心となって検証します。

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 4 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

当社は、内部監査部門として「監査室」を設置し、社外監査役２名を含め監査役３名による「監査役会」を設置しております。

「監査役会」は「監査室」に内部監査の状況について報告を求めるとともに、会計監査人より会計監査に関する説明を受けるなど、相互に定期的に
会合を持ち、情報の共有化を図るなど緊密な連携を保ち効率的な監査を実施するよう努めております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査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
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

吉岡　浩一 弁護士

松本　章 公認会計士

※　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 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役



e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 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

i 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）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 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）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

吉岡　浩一 ○ ―――

＜選任理由＞

吉岡浩一氏は、長年にわたる弁護士としての
経験を有することから専門知識と企業法務に
関する豊富な知見を持ち、取締役の職務執行
に対する適切な監査を行っていく等、社外監査
役としての職務を適切に遂行していただけるも
のと考え、社外監査役として選任しております。

＜独立役員指定理由＞

同氏は、当社、関連会社及び当社の主要な取
引先の業務執行者ではなく、また、当社が報酬
を支払っているコンサルタント等の専門家なら
びに主要株主等ではありませんので、一般株
主との間に利益相反が生じる恐れがなく、経営
陣から独立した立場で職務を十分に果たすこと
が可能であると判断し、指定しました。

松本　章 ○ ―――

＜選任理由＞

松本章氏は、会計士資格を有することから財務
及び会計に関する専門知識を持ち、取締役の
職務執行に対する適切な監査を行っていく等、
社外監査役としての職務を適切に遂行いただ
けるものと考え、社外監査役として選任してお
ります。

＜独立役員指定理由＞

同氏は、当社、関連会社及び当社の主要な取
引先の業務執行者ではなく、また、当社が報酬
を支払っているコンサルタント等の専門家なら
びに主要株主等ではありませんので、一般株
主との間に利益相反が生じる恐れがなく、経営
陣から独立した立場で職務を十分に果たすこと
が可能であると判断し、指定しました。

【独立役員関係】

独立役員の人数 5 名

その他独立役員に関する事項

―――

【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

その他

該当項目に関する補足説明

報酬は、業績・成果を勘案のうえ、決定されております。

また、2017年6月22日開催の第60回定時株主総会において、当社の取締役（社外取締役を除く）に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセ



ンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議され
ました。

そのほか、2021年度から社外取締役を除く当社取締役を対象とする業績連動報酬を導入いたしました。詳細は【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３－１　情報開示の充実】「(ⅲ)役員の報酬決定の方針と手続」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

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 一部のものだけ個別開示

該当項目に関する補足説明

取締役に対する報酬の内容は、下記のとおりであります。（2022年３月期）

　　　　　取締役(6名)の年間報酬総額　194百万円

連結報酬等の総額が1億円以上である者は、有価証券報告書において個別開示を行っております。

有価証券報告書は当社のホームページにも記載し、公衆の縦覧に供しております。

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

【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３－１ 情報開示の充実】「(iii) 役員の報酬決定の方針と手続」をご参照ください。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

社外取締役及び社外監査役のサポートについては、「経営企画室」、「監査室」および「デサントジャパン株式会社経理財務部」において行っており
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）

取締役会は、取締役６名で構成されており、監査役同席のもと、原則月1回開催とし、法令に定められた事項及び会社の経営戦略に関わる重要事
項について決定するとともに、取締役の業務の執行について監督しております。また、監督機能とコーポレート・ガバナンスの強化を図り、経営の
透明性を高め、株主価値の向上を目的として社外取締役を選任しております。

なお、当社の取締役は、10名以内とする旨を定款で定めております。

「指名委員会」は取締役会の諮問機関として取締役候補の指名に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するために、代表取締
役社長・社外取締役・社外監査役・デサントジャパン株式会社執行役員スタッフユニット長で構成し運営を、また「報酬委員会」は役員報酬制度の
諮問機関として業績評価の公正性・透明性を確保するために、代表取締役社長・常務執行役員(CFO)・社外取締役・社外監査役で構成し、運営し
ております。

経営会議は社長の諮問機関として常勤取締役を中心に、月１回開催し、事業運営並びに業務執行全般に亘る重要事項について迅速な意思決定
を行っております。

また、2020年4月に、中期経営計画「D-Summit 2021」の重点戦略である「モノづくりの強化」「アジアへの集中」「日本事業の収益改善」を確実に実

行するため、従来当社が有していたグローバルに係る各ブランドの企画開発を含むブランドマーケティングの機能をデサントジャパン株式会社に
移管し、当社はグループ経営に集中する体制に移行いたしました。これにより、当社がグローバル本社として立案する経営戦略のもとに、各国事
業会社が現地に適応した事業展開を行うとともに、「職務権限規程」に基づき、各事業会社社長又は執行役員に権限を委譲することで、効率的で
かつ迅速な意思決定と業務執行を行っております。



当社は、監査役制度を採用しております。監査役会は、監査役３名で構成され、経営の透明性・公正性を確保するため、専門的知識を有する社外
監査役を過半数の２名選任して、上記執行機関による体制を監督しております。

また、会社法第427条第１項の規定により、社外取締役及び社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結し
ております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額であります。

　会計監査の状況

１．業務を執行した公認会計士の氏名

　　　　指定有限責任社員、業務執行社員　千葉　一史　　(有限責任 あずさ監査法人)

　　　　指定有限責任社員、業務執行社員　雨河　竜夫　　(有限責任 あずさ監査法人)

２．監査業務に係る補助者の構成

　　公認会計士　　　7名

　　その他　　　　　　10名

　　（注）　その他は、公認会計士試験合格者、ＩＴ技能者であります。

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

当社は監査役制度を採用しております。監査役会は、監査役３名で構成され、経営の透明性・公正性を確保するため、専門的知識を有する社外
監査役を過半数の２名選任しております。それぞれ独立した視点からの社外監査役による監査の実施により、取締役の業務執行を管理監督する
機能を持つ取締役会に対する監視機能の強化を図っております。

また、取締役の業務執行に対する監督機能の強化を図り、経営の透明性を高め、コーポレート・ガバナンスを強化し、株主価値の向上を目的とし
て社外取締役２名を選任しております。

当社では、独立社外取締役を含む取締役会による監督強化の充実を図っております。

法令遵守の体制につきましては、経営企画室を主管として、「デサントグループ倫理綱領」の徹底を図っております。また、社内に倫理・ハラスメン
トに関する相談窓口を設置するなど、全ての役員・従業員及び関係会社に対して法令遵守の啓蒙活動を行っております。

リスク管理体制の整備につきましては、会社に重大な影響を与える事態の発生防止に努めるとともに不測の事態が発生した場合は、損害・影響
額を最小限にとどめ、事業の継続を確保するための体制を経営企画室を主管部署とし、整備しております。

財務報告の信頼性・透明性の確保につきましては、スタッフ各部署が各部の業務運営について日常的に監視を行ない、また必要に応じて、外部
の専門家から指導・助言を受けております。

内部統制の強化・充実を目的に「内部統制委員会」を設置し、財務報告の適正性を確保するため必要な管理体制の構築・整備・運用を行っており
ます。

情報管理体制の整備につきましても、経営企画室を主管として、企業秘密の適切な管理及び活用を図るとともに、個人情報を適正に保護するた
めの体制を整備しております。

また、専門的な知見を有する社外取締役や監査役会、監査室、会計監査人との連携により、適正かつ効果的なコーポレート・ガバナンスが十分に
機能する体制が整っているものと判断しております。

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 株主総会招集通知の発送日　2022年５月26日

集中日を回避した株主総会の設定 定時株主総会の招集日　　2022年６月16日

電磁的方法による議決権の行使 2017年６月の株主総会より実施しております。

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

2017年６月の株主総会より、㈱ＩＣＪが運営する議決権行使プラットフォームを利用。

招集通知（要約）の英文での提供
株主総会招集通知の英語版を作成し、東京証券取引所に提出するとともに、自社のホー
ムページに掲載しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

期末の決算発表後定期的に開催 あり



IR資料のホームページ掲載 資料はＨＰに掲載

IRに関する部署（担当者）の設置 ＩＲ担当部署　経営企画室　グループ事業統括・IR課

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

「デサントグループ倫理綱領」により、顧客第一志向、情報の積極開示、社員の職場環境
への配慮、地域社会への貢献等の方針を規定しております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

環境保全活動やＣＳＲ活動の管理・推進体制の強化を図るため、経営企画室内にCSR担
当者を設けております。

当社では、ＣＳＲ活動をＩＳＯ26000の中核的７主題をベースに、1.誠実な企業活動、2.人権
の尊重、3.従業員とのかかわり、4.環境との調和、5.公正な事業慣行、6.お客さまとのかか
わり、7.地域社会とのかかわり、に分類し、取り組むべき重要課題を特定して活動しており
ます。

また、国連グローバル・コンパクトの一員として、その理念である「人権」「労働」「環境」「腐
敗防止」の分野10原則を支持し、社会の良き一員として責任あるリーダーシップを発揮する
と同時に、当社グループが一層のグローバル化を進めるうえでの基本となる行動指針とし
て捉えております。CSR活動に関する実施内容を記載したCSRレポートを 作成し、当社ホ

ームページに掲載しております。

CSRレポートについては、以下のURLからご参照ください。　

http://www.descente.co.jp/jp/csr/report/

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

「デサントグループ倫理綱領」及び「デサント倫理行動基準」により情報の積極開示を規定
しております。

その他

＜健康への取り組みについて＞

社員の健康が会社の原動力である考え「デサント健康宣言」「デサント従業員10の目標」に
則り、健康診断の拡充、運動習慣づくりの支援、社内食堂のメニュー変更など取り組んで
います。これらの取り組みが評価され、2022年３月には経済産業省と日本健康会議が主催
する健康経営優良法人認定制度において、大規模法人部門で「健康経営優良法人2022」
に認定されました。

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

経営と執行の分離を推進し、機動的な経営体制を取るため、取締役と執行役員の役割を定義しております。取締役は会社（グループ）全体の経営
と監督を行い、執行役員は管掌範囲について業務執行を行う「役付執行役員」と、基幹事業の責任者もしくはこれに準じる担当業務を執行する社
員である「執行役員」に分け、各業務執行の範囲、責任、権限を明確にしております。さらに取締役会、監査役会等による監督により、業務の有効
性と効率性を常に図っております。

法令遵守の体制につきましては、経営企画室を主管として「デサントグループ倫理綱領」の徹底を図っております。また、社内に倫理・ハラスメント
に関する相談窓口を設置するなど、全ての役員・従業員及び関係会社に対して法令遵守の啓蒙活動を行っております。

リスク管理体制の整備につきましては、会社に重大な影響を与える事態の発生防止に努めるとともに不測の事態が発生した場合は、損害・影響
額を最小限にとどめ、事業の継続を確保するための体制を、経営企画室を主管部署とし、整備しております。

財務報告の信頼性・透明性の確保につきましては、スタッフ各部署が各部の業務運営について日常的に監視を行ない、また必要に応じて、外部
の専門家から指導・助言を受けております。

内部統制の強化・充実を目的に「内部統制委員会」を設置し、財務報告の適正性を確保するため必要な管理体制の構築・整備・運用を行っており
ます。

情報管理体制の整備につきましても、経営企画室を主管部署として、企業秘密の適切な管理及び活用を図るとともに、個人情報を適正に保護す
るための体制を整備しております。

社長直属の監査室(３名)につきましては、関係会社を含めた業務の執行状況について、独立的に監視・牽制を行っております。

会社情報の適時適切な開示につきましては、「インサイダー取引管理規程」により社内体制を整え、内部情報管理統括責任者が発生事実や決定
事項・決算情報などの情報の区分ごとに会社情報の開示を行っております。

業務の適正を確保するための体制等の整備についての決議の内容の概要

1） 取締役及び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

1.当社は、取締役及び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「デサントグループ倫理綱領」及び「デサント倫理行動
基準」を制定し、これらに基づき、役員及び幹部社員は自ら率先垂範の上、管理指導と社内体制の整備を行う。

2.経営企画室が主管部署となり、デサントジャパン株式会社スタッフユニット人事総務部と連携して、倫理推進活動の実施、及び「倫理・ハラスメン
ト相談窓口」を設置、コンプライアンスについての社内啓蒙、コンプライアンス体制の充実を図る。

3.監査室は、各部署に対して、「内部監査規程」に基づき、法令及び社内規程の順守状況及び業務の効率性等の監査を実施し、その結果を代表
取締役社長に報告する。

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取締役の職務の執行に係る記録（取締役会議事録、経営会議議事録等）につ

いては、当社の「文書保存年限基準表」等に従い、適切に保存及び管理を行う。

3） 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制



1.「リスク管理規程」をはじめリスク管理に係る諸規程の整備をする。

2.「職務分掌規程」、「職務権限規程」、「与信管理規程」等により、職務の範囲と権限を明確に整備する。

3.リスク管理体制の構築により、当社及び子会社に重大な影響を与える事態の発生防止に努めるとともに不測の事態が発生した場合は、損害・影
響額を最小限にとどめ、事業の継続を確保するための態勢を整備する。

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

1.職務が効率的に行われることを確保するために、「職務分掌規程」、「職務権限規程」等の諸規程の整備を行う。

2.原則として月１回以上取締役会を開催し、迅速な意思決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行う。

3.「執行役員制度」により、取締役の執行機能を補佐強化し、経営体制の強化、経営効率の向上を図る。

5） 当社及び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

1.当社子会社と一体となったコンプライアンスの推進を行うものとし、各子会社において、当社に準拠したコンプライアンスプログラムを整備する。

また、子会社におけるコンプライアンスの周知・徹底及び推進のための教育・研修を支援する。

2.「職務分掌規程」、「職務権限規程」及び「関係会社管理規程」に基づき、主管部署及び管掌執行役員等が経営内容を把握し、子会社の業務支
援、連絡、調整を行い、万全を期す。また、管掌執行役員等は上記規程に基づき適宜または定期的に取締役会に報告する。

3.関係会社に対する監査は、原則として子会社を対象として監査室が、また、必要がある場合は会計監査人がこれを行い、監査の結果、必要があ
れば代表取締役社長及び主管部署の管掌執行役員等が指導し、取締役会に報告する。

4.代表取締役及び主管部署の管掌執行役員等は、それぞれの職務分掌に従い、子会社が適切な内部統制システムの整備を行うよう指導する。

6） 監査役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体制監査役から求めのあった場合、その職務を

補助すべき担当者を配置し、且つ当該担当者の評価及び異動等において独立性並びに当該担当者に対する指示の実効性を確保する体制を整
える。

7） 当社及び子会社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

1.代表取締役及び業務執行を担当する取締役は、取締役会等の重要な会議において随時その担当する業務の執行状況の報告を行う。

2.当社の取締役または子会社の取締役及び監査役、子会社の主管部署、「倫理・ハラスメント相談窓口」、その他の相談窓口に従事する使用人は
、当社または子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実等を発見したときは、直ちに当社の監査役に報告するものとする。

3.当社及び子会社の取締役及び使用人は、各監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行う。

4.当社は、上記2及び3における監査役への報告等を行った者が当該報告等を行ったことを理由として不利益な扱いを受けることを禁止し、その旨
の周知徹底を行う。

8） その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

1.常勤監査役は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、経営会議などの重要会議に出席するとともに、
主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文章を閲覧し、必要に応じて取締役またはその使用人に説明を求めることとする。

2.監査役は、必要に応じて、自らの判断で、弁護士、公認会計士、その他外部の専門家に相談ができる体制を確保する。

3.当社は、監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払または支出した費用等の償還、負担した債務の弁済を請求したときは、会社法第
388条の規定に基づき、これに応じる。

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

当社は、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方に記載の通り「デサントグループ倫理綱領」を定め、「デサントグループは、民事介入暴
力など市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体からの不当な要求には絶対に応じません。問題が起これば、会社として組
織的に対応するとともに警察との連携により対処します。」と表明しております。また、経営企画室が主管部署となり、全社への理解浸透を促し、体
制を整えるとともに社内での徹底を図っております。

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

当社は企業価値・株主共同の利益、中長期的な株主価値の確保・向上に取り組んでまいります。

また大量取得行為の提案があった場合には、株主の皆様がご判断をされるために必要な情報を積極的に収集し、随時適切な情報開示を行い、
株主の皆様の検討のための時間の確保に努める等、金融商品取引法、会社法その他関連法令及び定款の許容する範囲内において、適切な措
置を講じてまいります。

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

＜適時開示体制の概要＞

当社は、会社情報の適切な開示に関し「インサイダー取引管理規程」を定め、取締役会で決定した事項や各部署で把握した事項について、金融
商品取引法および金融商品取引所の定める適時開示規定により開示が要請される重要情報、ならびに投資判断に影響を与えると思われる情報
の適時・適切な開示活動に努めております。






