
コーポレートガバナンスについての詳細は、当社ウェブサイトをご
参照ください。当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な枠
組みおよび考え方を取り纏めた「SBSホールディングス コーポレー
トガバナンス・ガイドライン」と、東京証券取引所に提出している
「コーポレートガバナンス報告書」を掲載しています。

TOP→株主・投資家情報→コーポレートガバナンス
https://www.sbs-group.co.jp/sbsh/ir/governance/

Governance
ガバナンス

令和元年度財務報告に係る内部統制評価

有効

社外取締役の取締役会出席率

全取締役　99.25%　社外取締役　98%

社外取締役

5名 （取締役13名中）

主要指標 （2020年度実績）



基本的な考え方
当社は、SBSグループのホールディング・カンパニーとして、
SBSグループ全体の経営の効率性、健全性および透明性を確保
します。また、企業価値の継続的な向上と社会から信頼される会
社の実現のために、コンプライアンスとリスク管理を経営の重要
な柱として、SBSグループ全体でコーポレートガバナンス体制の
実現に努めます。
なお当社は、SBSグループの持続的な成長と中・長期的な企
業価値の向上に資することを目的に、グループのコーポレートガ
バナンスの基本的な考え方をまとめた「コーポレートガバナンス・
ガイドライン」を定めています。

コーポレートガバナンス体制
当社は監査等委員会設置会社であり、株主総会、取締役会、
監査等委員会、会計監査人を会社の機関として設置しています。
当社の取締役会は、13名で構成し、このうち5名が社外取締
役です。意思決定機関として法令および定款に定められた事項
のほか、経営方針および経営に関わる重要事項を決定するととも
に、取締役の業務執行の監視・監督を行っています。取締役会は、
月1回以上開催するほか、必要に応じて臨時の取締役会を開催
し、取締役による迅速かつ効果的な意思決定が行える体制とし
ています。また、社外取締役を除く、一部の取締役は主要子会社
の取締役を兼任しており、取締役会への出席を通して、子会社の
重要事項の審議およびSBSグループ内の意思疎通の円滑化を
図っています。

監査等委員会は、監査等委員である取締役3名で構成し、こ
のうち2名が社外取締役です。監査等委員は、月1回以上監査等
委員会を開催するほか、必要に応じて臨時の監査等委員会を開
催し、監査等委員以外の取締役会の業務執行や適法性を監査・
監督しています。また、議長の山下泰博を中心として取締役会を
はじめとする社内の重要な会議に出席し、必要に応じて助言を
行っています
当社が現在の体制を採用している理由は、①当社およびSBS

グループ会社の経営上の最大の強みである迅速な意思決定と意
思決定機関の機動性の確保、②客観的・中立的な経営の監視に
よる経営の健全性の堅持、の2点です。

監査等委員会設置会社への移行
当社は、2020年12月11日開催の取締役会で監査等委員会
設置会社への移行を決議し、2021年3月25日開催の当社第35
期定時株主総会において承認されました。その目的は、以下の2
点です。
（1）経営の透明性の向上
　取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員が取締役会に
おける議決権を持つこと等により、取締役会のモニタリング機能
を強化し、経営の透明性を一層向上させるものです。
（2）意思決定の迅速化
　定款に規定することにより、重要な業務執行の決定について取
締役への委任が可能となるため、取締役会決議を経ることなく業
務執行の決定を行うことができ、経営判断の機動性の更なる向
上が図られます。

コーポレートガバナンス体制図

考え方と体制

株主総会
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SBS GROUP  BUSINESS & CSR REPORT 2021 43 44



ガバナンス　取締役一覧

鎌田 正彦
代表取締役社長　代表執行役員
所有株式数　14,388,400

1988年3月から当社代表取締役社長を、2004年3月
から当社代表執行役員を務める。SBSグループのSBS
ロジコム（株）およびSBS即配サポート（株）の代表取締
役や、SBSフレック（株）、SBSゼンツウ（株）、SBSリコー
ロジスティクス（株）、SBS東芝ロジスティクス（株）の
取締役も務める。また、2013年7月には公益財団法人
SBS鎌田財団の代表理事にも就任している。

入山 賢一
取締役　専務執行役員
所有株式数　144,000

（株）日本長期信用銀行（現（株）新生銀行）での勤務を
経て、2002年6月から（株）エスビーエス（現当社）の経
営企画室長に就任。当社取締役管理部長、常務執行役
員を歴任し、2019年3月から専務執行役員を務める。 
SBSアセットマネジメント（株）の代表取締役社長、SBS
フレック（株）、SBSロジコム（株）、SBSゼンツウ（株）、
マーケティングパートナー（株）の取締役も務める。

泰地 正人
取締役　常務執行役員
所有株式数　13,100

現在はいずれもSBSロジコム（株）となっている東急ロ
ジスティック（株）、ティーエルロジコム（株） にて人事
部長を務め、2017年3月から当社取締役に就任。
2019年3月からは常務執行役員も務める。

田中 康仁
取締役　執行役員
所有株式　-

（株）住友銀行（現（株）三井住友銀行）での勤務を経て、
2010年11月に当社経営企画部次長に就任。2018年
12月から当社執行役員（経営企画部長）を、2021年3
月からは取締役も務める。SBSアセットマネジメント
（株）、エルマックス（株）、SBSリコーロジスティクス
（株）、SBS東芝ロジスティクス（株）の取締役も務める。

若松 勝久
取締役
所有株式　-

（株）リコーで生産統括センター所長を務めた後、
2011年10月にリコーロジスティクス（株）（現SBSリ
コーロジスティクス（株））で取締役執行役員（経営管理
本部長）に、2013年10月に同社代表取締役社長執行
役員に就任。2019年3月から当社の取締役も務める。

加藤 元
取締役
所有株式　-

キリンビジネスシステム（株）物流・生産統括部長、キリ
ン物流（株）取締役東日本支社長、キリングループロジ
スティクス（株）代表取締役社長、キリンビール（株）執
行役員を経て、2019年12月からSBSフレック（株）副
社長執行役員、2020年3月から同社代表取締役社長
執行役員、当社取締役を務める。

佐藤 広明
取締役
所有株式　-

（株）東芝府中事業所長、東芝インターナショナル米国
社社長を経て、2017年6月から東芝ロジスティクス
（株）（現SBS東芝ロジスティクス（株））代表取締役社
長に就任。2021年3月から当社取締役も務める。

取締役会



岩﨑 二郎
社外取締役
所有株式数　200

関本 哲也
社外取締役
所有株式　-

1991年4月にさくら綜合法律会計事務所（現デルソー
レさくら法律事務所）を設立。2012年11月にはデル
ソーレ・コンサルティング（株）の代表取締役に就任。
公洋ケミカル（株）監査役、（株）プレミアムバリューバン
ク社外監査役のほか、ミツミ電機（株）、サマンサタバサ
ジャパンリミテッド、（株）IBJの社外取締役を務める。
2014年3月から当社の社外取締役に従事する。

星 秀一
社外取締役
所有株式数　2,000

伊藤忠商事（株）の食品流通部門長および執行役員、
伊藤忠食品（株）代表取締役社長を務めた後、2019年
3月から当社の社外取締役に就任。2020年6月からは
森永製菓（株）の社外取締役も務める。

山下 泰博
取締役（常勤監査等委員）
所有株式数　24,500

（株）ダイエーで財務部長を務めた後、（株）エスビーエ
ス（現当社）の財務部長、執行役員、監査役を歴任。主
要なSBSグループ会社の監査役を務めながら、2021
年3月に当社の取締役（監査等委員）に就任。

松本 正人
社外取締役（監査等委員）
所有株式　-

国際証券（株）、三菱証券（株）（現三菱UFJ証券ホール
ディングス（株））、三菱UFJモルガン・スタンレー証券
（株）、（株）三菱UFJフィナンシャル・グループ、MUSビ
ジネスサービス（株）の経営に従事。2019年3月から当
社の社外監査役を、2021年3月からは当社の社外取
締役（監査等委員）を務める。

辻 さちえ
社外取締役（監査等委員）
所有株式　-

公認会計士として、（株）エスプラス代表取締役、辻さち
え公認会計士事務所所長、一般社団法人日本公認不
正検査士協会理事、（株）シーボン社外監査役を務め
る。2021年3月から、当社の社外取締役（監査等委員）
に就任。

各取締役の略歴についてより詳しくは、当社有価証券報告書の「役員の状況」をご参照ください。

男女別構成

男性  12名　　女性  1名　（男性92％、女性8%）

監査等委員会

TDK（株）にて取締役専務執行役員を務め、（株）JVCケ
ンウッドでも取締役執行役員常務（コーポレート戦略部
長）を務める。GCA（株）では社外監査役、次いで社外
取締役を、ルネサスエレクトロニクス（株）でも社外取
締役を務める。当社では、2011年3月から社外監査役
に、2015年3月からは当社社外取締役に就任。
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社外取締役の選任状況

監査等委員氏名

岩﨑 二郎

選任理由

長年にわたる会社役員としての経営に関する豊富な経験と幅広い見識、
また、社外役員としての経験と知見を当社の経営に反映していただけるも
のと判断したことによるものです。

取締役会開催回数および出席状況

出席率（%）
全取締役（13名）

社外取締役（5名）

開催回数 16回

99.25%

98%

○

独立役員

○

○

○

○○

関本 哲也
弁護士としての豊富な経験と専門知識、および社外役員としての経験と
知識を当社のコンプライアンス経営に活かしていただけるものと判断した
ことによるものです。

星 秀一
長年にわたり総合商社の食品物流部門の責任者として勤務し、そこで蓄
積した業務経験と会社役員として培った経営能力を、当社の取締役として
活かしていただけるものと判断したことによるものです。

松本 正人

辻 さちえ

公認会計士としての専門的知識・経験に加え、内部統制、内部監査、コ
ンプライアンスに関する業務に長年取り組まれた経験を有しており、これ
らの専門的な知見を、当社の監査に活かしていただけるものと判断したこ
とによるものです。

取締役の選任
当社の取締役は、SBSグループの経営、財務戦略、リスク管
理、法令遵守等に関する多様な知見および専門性を有し、人格
に優れ、求められる責務を遂行できる知識と経験、能力を有す
る人物を取締役社長が指名し、社外取締役に意見等を求めたう
えで選任議案を取締役会に諮り、株主総会で承認を得ることと
しています。
また、グループ会社の代表取締役などの経営幹部の選任に
あっては、人格に優れ、求められる責務を遂行できる知識と経
験、能力を有する人物を取締役社長が指名し、当社の取締役会
の承認を経てグループ会社の株主総会で承認を得ることとして
います。
なお当社は、取締役候補者全員の個別の選任理由を株主総
会招集通知に記載しています。

社外取締役
当社では経営の監督機能の強化を図るため、社外役員の拡充

に取り組んでいます。独立性と透明性の高い監視機能、また、
慣習などに縛られない、新たな発想や理念を形成する役割にも
期待しています。社外取締役の独立性基準については、コーポ
レートガバナンス・ガイドラインにおいて定め、一般株主と利益
相反が生じることを防止しています。
取締役会における議論を活性化させることを目的として、取

締役会資料を事前に送付するとともに、社外取締役の要望に応
じて、起案部署が議案の事前説明を行うなどの対応をし、社内
の取締役との情報格差を最小化するよう努めています。また、社
外監査役の職務を補助する監査役スタッフを1名選任しており、
必要に応じて内部監査組織である監査部もその補助を行ってい
ます。

当社取締役による兼任の制限
当社は、社外取締役を除く取締役が、他の上場会社の役員を
兼務する場合は、当該企業との取引関係の強化に資する等の明
確な理由がある場合に限るものとし、極力当社の職務に注力す
るものとしています。また、その兼任する数は合理的な範囲に留
め、極力当社の職務に注力するとともに、当該兼務の状況を事
業報告にて毎年開示することとしています。

金融機関における企業経営者としての豊富な経験に加え、財務および会
計に関する相当程度の知見を有しており、その幅広い見識を当社の監査
に反映していただけるものと判断したことによるものです。

兼務状況

CGA（株） 社外取締役（常勤監査等委員）
ルネサスエレクトロニクス（株） 社外取締役

（株）IBJ 社外取締役

伊藤忠食品（株） 理事
森永製菓（株） 社外取締役

（株）エスプラス 代表取締役
辻さちえ公認会計士事務所 所長
一般社団法人日本公認不正検査士協会 理事
（株）シーボン 社外監査役

（株）サンドラッグ 社外取締役

ガバナンス　実効性の確保



取締役会の実効性
当社は、取締役会の実効性を自己評価するためのアンケート

を2016年度より実施しています。定点観測による比較検証を
可能にするため、当初からの設問を維持しています。
アンケートの全設問に対する評価点の平均は4.17となり、昨
年の4.24より0.07ポイント下回りましたが、概ね満足できる水
準で機能していると総括しました。
アンケートへの回答結果や提出された意見につきましては、取
締役会において意見交換を行うとともに、今後に向けての課題
を共有し、取り組みのあり方などについての審議を行いました。
当社の取締役会は、このたびの評価結果を踏まえ、取締役会の
実効性の更なる向上を目指し、議論を重ねたうえで必要な取り
組みを実行し、継続的に改善に取り組んでいきます。

アンケートの構成（各問は5段階評価）
①取締役会の構成について（全２問）

②取締役会の運営について（全５問）

③取締役会の議題について（全８問） 

④取締役会を支える体制について（全４問） 計19問

※評価の補足・その他意見を記述できる欄を設けています。

監査等委員会の運営
当社の監査等委員は、社内の重要な会議へ出席し、必要に応

じて助言を行うことができることとしています。また、各種の会
議議事録、その他の文書を自由に閲覧することができる権限を
付与しています。
当社では、監査等委員会の職務を補助する監査等委員会ス

タッフを1名専任しており、必要に応じて監査部がその業務を補
助することで業務の円滑化を図っています。監査等委員会スタッ
フの任命や異動などの人事権に関わる事項については、事前に
監査等委員会の同意を得て決定することとしています。
監査等委員、当社監査部、当社が任命する会計監査人は、当
社およびSBSグループ各社の内部統制部門と連携して監査計
画を策定・実行し、その結果を取締役会へ報告しています。

取締役の能力向上
当社では、取締役が各々に求められる役割を果たすため、就
任時に取締役としての義務や責任に関する事項の説明を行いま
す。また、社外取締役には、SBSグループの経営方針や事業に
関する説明を併せて行います。
当社は、取締役への継続的なトレーニングとして、年2回程度、
外部講師を招き研修会を開催するほか、自己研さんに対して必
要な支援を行います。

会計監査の状況
当社の会計監査は、EY新日本有限責任監査法人が担当して

います。当社の業務内容に対して効率的な監査業務を実施する
ことができる一定の規模と世界的なネットワークを持つこと、審
査体制が整備されていること、さらに監査実績等により統合的
に判断し選定しています。
2020年度の監査業務を執行した公認会計士は、指定有限責

任社員 業務執行社員の月本 洋一氏、石田 勝也氏の2名です。
補助者は、公認会計士8名、その他16名により構成されています。
なお、同監査法人による継続監査機関は20年間です。

16回

取締役会の開催実績

取締役会の実効性に関する評価点の平均値

※5点満点4.24点 4.17点
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役員報酬
当社は、監査等委員会設置会社への移行を機に、取締役（監
査等委員である取締役を除く）の報酬等の額またはその算定方法
に関わる決定に関して、取締役会において方針を決議しました。
当社の業務執行をする取締役の報酬については、持続的な成
長と企業価値向上への動機付けを図ることを目的として、「取締
役の報酬内規」の定めに従い、役位ごとに定められた基本報酬と
会社業績と連動した業績報酬から構成することとしています。子
会社の代表取締役を兼務する取締役の業績評価は当該子会社
において行われているため、当社における報酬は内規に基づく基
本報酬のみとしています。社外取締役（監査等委員である取締
役を除く）の報酬は、内規に基づく基本報酬のみとしています。
業績報酬は、会社業績との連動性を高め、かつ客観性・透明

性を高めるために、連結営業利益を基礎としています。業績報
酬の額は、連結営業利益の目標達成に応じた定量ポイントと、
役位ごとに求められる役割、機能、責任、実績を評価した定性
ポイントの合計に、役員ごとの基準額を乗じて算定しています。
取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬については、

取締役社長が取締役会の一任を受けたうえで、内規に従って各
取締役の報酬案を策定し、監査等委員である取締役および社外
取締役に意見を求めたうえで決定しています。なお、監査等委
員である取締役の報酬は、監査等委員である取締役の協議によ
り決定することとしています。

当社の取締役に対する報酬総額の上限は、2021年3月25日
に開催した第35期定時株主総会において承認を得ており、監
査等委員でない取締役への報酬は年額200百万円以内（うち社
外取締役は年額40百万円以内）、監査等委員である取締役へ
の報酬は年額50百万円以内となっています。

コーポレートガバナンス・コード
当社は、株式会社東京証券取引所が金融庁と連携して策定・
公表しているコーポレートガバナンス・コードが示す基本原則を
重視し、尊重しています。当社のコーポレートガバナンス報告書
では、コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示状
況を報告するとともに、同コードの原則を一部実施していない点
については、当社としての見解を明示しています。

役員区分ごとの報酬 （2020年度実績※）

役員区分

取締役（社外取締役を除く）

監査役（社外監査役を除く）

社外役員

79

30

25

報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円）

69

30

25

基本報酬

10

-

-

業績報酬

6

5

2

対象となる役員の員数（名）

※2020年3月26日開催の当社第34期定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役1名（社外取締役を除く）の当事業年度中の在任期間に関わる報酬等を含んでいます。

ガバナンス　実効性の確保

当事業年度における業績連動報酬に関わる連結営業利益

※不動産売却益を除く

目標  7,895百万円

実績  7,655百万円




