
 

コーポレートガバナンスに関する基本方針 

 

第１章  総則 

（目的） 

第１条  本基本方針は、当行が実効的なコーポレートガバナンスの実現を通じて、持

続的な成長と中長期的な企業価値の向上を達成することを目的に、当行が実践す

べきコーポレートガバナンスの基本的な考え方および行動方針として定める。 

 

（コーポレートガバナンスの基本的な考え方） 

第２条  当行におけるコーポレートガバナンスとは、株主をはじめ顧客、役職員、地

域社会等のステークホルダーの立場を踏まえた上で、当行が透明・公正かつ迅

速・果断な意思決定を行うための仕組みを意味する。 

2．  当行の基本的価値観である企業理念「地域とともに お客さまのために 『親

切』の心で」の実践に向けて、実効的なコーポレートガバナンスの実現が必要

不可欠であるとの認識に基づき、コーポレートガバナンスの強化および充実を

最重要経営課題の一つに位置付ける。 

 

第２章  株主の権利・平等性の確保 

（株主の権利の確保） 

第３条  株主総会における議決権をはじめとする株主の権利が実質的に確保されるよ

う、適切な対応を行う。 

2．  株主総会が株主との建設的な対話の場であることを認識し、株主の視点に立

って、株主総会における権利行使に係る適切な環境整備を行う。 

 

（資本政策の基本方針） 

第４条  株主価値の持続的な向上を目指し、事業機会を迅速かつ確実に捉えるために

必要となる株主資本水準の保持を基本的な方針とする。なお、必要となる株主

資本水準については、当行の事業活動に伴うリスクに照らして十分であり、ま

た金融規制・監督上の水準を充足するものとする。 

2．  配当については、安定的かつ永続的な実施に努める。各期の配当額について

は、自己資本の状況、各種規制環境の動向、業績等をあわせて総合的に判断の

上、決定する。 

 



（政策投資株式の基本方針） 

第５条  政策投資株式は、当行の企業価値向上に向けて、真に必要な場合についての

み投資を行うものとし、また、保有合理性があると判断するものについては、

これを継続保有する。 

2．  政策投資上場株式については、前項に定めるものを除き、縮小を基本方針と

する。 

 

（政策投資株式の保有目的） 

第６条  当行の企業価値向上の観点から、政策投資株式を新たに保有する目的または

継続して保有する目的については、以下に限るものとする。 

 

（１） 取引関係の維持・拡大を目的とした保有 

政策投資を通じた関係構築・強化により、投資先企業との取引を量的・

質的に向上し、当行収益の拡大化を目的とした株式保有 

（２） 事業上の関係維持・拡大を目的とした保有 

当行事業基盤の強化・充実を目的とした投資先企業との提携関係や情報

交換網の構築等、事業上のネットワーク構築に向けた株式保有 

 

（政策投資株式の保有意義検証） 

第７条  第５条に定める基本方針を踏まえ、年度ごとの政策投資株式の運営方針を定

める。 

2．  前項に定める年度運営方針を踏まえ、第６条に定める保有目的を踏まえた保

有意義の検証を個社別に毎年取締役会にて行う。なお、検証の結果、保有意義

の認められない場合には縮小を検討する。 

 

(政策投資株式の議決権行使基準) 

第８条  政策投資株式の議決権行使については、投資先の企業価値向上や持続的成長

を図る観点から議案内容について十分に確認・検討を行い、議決権を適切に行

使する。なお、議決権行使における確認・検討においては、下記事項について、

投資先の企業価値向上の観点から、特にその妥当性について精査の上、判断す

る。 

 

（１） 剰余金の処分に関する事項  

（２） 取締役および取締役会に関する事項 

（３） 監査役および監査役会に関する事項 

（４） 役員報酬等に関する事項  

（５） 資本政策およびその他事項 



（買収防衛策） 

第９条  買収防衛の効果をもたらすことを企図してとられる方策の導入・運用につい

ては、その必要性・合理性を検討し、適正な手続を確保するとともに、株主に

十分な説明を行う。 

 

（株主の利益を害する可能性のある資本政策） 

第１０条 支配権の変動や大規模な希釈化をもたらす資本政策については、その必要

性・合理性を検討し、適正な手続を確保するとともに、株主に十分な説明を行

う。 

 

（関連当事者間の取引） 

第１１条 当行の役員が、当行および当行グループ会社との間で金融商品の取引を行う

に際し、広く一般に販売されている金融商品以外の取引を行うことを原則禁止

する。 

2．  また、主要株主等との間で、当行あるいは主要株主等にとって不当に不利益

な条件において取引を行うことを禁止する。 

 

（株主との対話の方針）  

第１２条 株主からの対話の申込に対しては、当行の持続的な成長と中長期的な企業価

値の向上に資するよう、情報開示方針（ディスクロージャー・ポリシー）に則

り、当行が合理的と判断する範囲で前向きに対応する。 

2．  前項に定める対応に加えて、アナリスト・機関投資家向け説明会、個人投資

家向け説明会の他、各種ミーティング等を通じて、株主と積極的に対話を行う。 

3．  株主との対話に係る体制については、管掌責任役員を定めるとともに、経営

企画部を所管部署とし、当該対話を通じて認識された課題を、総務・法務・財

務・広報等の関連部署において共有する。 

4．  株主との対話を通じて得られた課題については、前項に定める所管部署が、

取締役会や経営陣に対して適切にフィードバックを行うとともに、当行の持続

的成長と中長期的な企業価値向上のため活用するよう努める。 

5．  株主との対話は、インサイダー情報となる恐れのある情報および当社の事業

活動の支障となり得る情報以外について行う。 

 

 

 

 

 



第３章 サステナビリティとステークホルダーに対する責務 

 

 （サステナビリティの考え方） 

第１３条 当行は、長期的な視点に立ち、地域に根ざし、地域とともに存続・発展する

地域金融機関の社会的責任として、地域を取り巻く社会・環境を巡る課題解決

へ取り組み、さまざまなステークホルダーの価値創造に配慮した経営と、当行

の持続的かつ安定的な成長による企業価値の向上を実現し、その結果、地域の

経済・産業・社会の持続的な発展・繁栄に貢献する。 

 

（株主に対する責務） 

第１４条 企業価値の持続的な向上および透明かつ健全な経営の維持を、株主に対する

責務として認識する。 

 

 （顧客に対する責務） 

第１５条 当行が、顧客とともに成長する企業であるとの認識に立ち、顧客の成長と発

展に寄与することを最重要課題の一つとして、事業活動を展開する。 

 

（役職員に対する責務 多様性の確保） 

第１６条 行内に異なる経験・技能・属性を反映した多様な視点や価値観が存在するこ

とは、当行の持続的な成長を実現する上での強みとなり得るとの認識に立ち、

行内における、あらゆる人材の多様性確保に努める。 

 

（役職員に対する責務 教育と機会の提供） 

第１７条 当行の従業員が、積極的に能力向上に取り組み、また、その能力を最大限に

発揮できる環境を提供することに努める。 

 

（役職員に対する責務 内部通報制度の整備） 

第１８条 当行の役職員が、不利益を被る危険を懸念することなく、違法または不適切

な行為・情報開示に関する情報や真摯な疑念を伝えることができるよう、また、

伝えられた情報や疑念が客観的に検証され適切に活用されるよう、内部通報に

係る体制を整備し、適切に運営する。 

 

（地域社会に対する責務 地域社会への貢献） 

第１９条 当行が、地域に根差し、地域とともに発展する地域金融機関であるとの認識

に立ち、社会・環境問題に関する課題への適切な対応を通して地域社会の持続

的な成長と発展に積極的に貢献する。 



第４章 適切な情報開示と透明性の確保 

（情報開示の充実） 

第２０条 法令に基づく開示を適切に行うことに加え、当行の意思決定の透明性・公正

性を確保し、実効的なコーポレートガバナンスを実現するとの観点から、情報開

示方針（ディスクロージャー・ポリシー）を定めるとともに、以下の事項につい

て開示・公表する。 

 

（１） 企業理念、経営計画 

（２） コーポレートガバナンスの基本的な考え方と基本方針 

（３） 取締役の報酬決定に係る方針と手続 

（４） 取締役候補および監査役候補の指名に係る方針と手続 

（５） 取締役候補および監査役候補の指名に係る個別の選解任・指名理由 

 

（外部会計監査人） 

第２１条 取締役会および監査役会は、会計監査人が株主・投資家に対して責任を負っ

ていることを認識し、適正な監査の確保に向けて適切な対応を行う。 

 

第５章 取締役会等の役割・責務 

（取締役会の役割） 

第２２条 取締役会は、法令の定めるところにより、また当行の経営方針に従い、銀行

の業務に関する重要な事項を決定する。 

2． 取締役会は、取締役および執行役員の職務の執行を監督する。 

 

（取締役の役割・責務） 

第２３条 取締役は、株主に対する受託者責任および法令の定める義務を負うことを認

識するとともに、ステークホルダーとの適切な協働を確保しつつ、銀行の経営

方針に従い、適切に業務を執行することを通じて、当行および株主共同の利益

の達成を図る。 

 

（独立社外取締役の役割・責務） 

第２４条 独立社外取締役は、第２３条に定める取締役としての役割を適切に果たすこ

とに加えて、以下の事項を担う。 

 

（１）   取締役会における銀行の重要な事項の決定に際して、必要に応じて銀

行外部の知見を提供する。 

（２）   独立的な見地から、取締役および執行役員の職務の執行を監督する。 



（監査役および監査役会の役割・責務） 

第２５条 監査役および監査役会は、株主の負託を受けた独立の機関として取締役の職

務執行を監査する。 

2． 監査役および監査役会は、銀行の社会的責任の重要性を認識し、その職責を

自覚の上、適正な監査を行うことによって、当行の健全で持続的な成長を確保

し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を構築する責務を負う。 

 

（取締役および監査役の報酬決定に係る方針） 

第２６条 当行は、取締役および監査役の報酬に関して、「役員報酬に関する基本方針」

を定めている。当行の取締役および監査役の報酬に関する基本的な考え方は、

当行の企業理念の下、経営の基本方針に基づき様々なステークホルダーの価値

創造に資する経営の実現と当行の持続的かつ安定的な成長による企業価値の向

上を図るため、取締役および監査役が役割を最大限発揮するためのインセンテ

ィブとして機能する報酬体系を確立すると同時に、取締役および監査役が果た

すべき責任やその成果に対する対価として報酬を支給することにある。 

 

2.  当行の取締役および監査役の報酬決定の構成は以下の通りとする。 

（１） 基本報酬 

（２） 株式報酬型ストックオプション 

 

3.  基本報酬は、様々なステークホルダーの価値創造に資する経営の実現と当行

の企業価値向上への貢献意欲を高めるため、役員としての職務内容・人物評価・

業務実績等を勘案し、決定する。併せて、取締役の業績および企業価値向上へ

の貢献意欲並びに株主重視の経営意識を高めるため、株式報酬型ストックオプ

ション制度を導入する。監査役および社外取締役の報酬については、中立性お

よび独立性を高めるため確定金額報酬のみとする。 

 

（取締役および監査役の報酬決定に係る手続） 

第２７条 取締役および監査役の報酬の総額は、株主総会において役員報酬限度額を決

議し、その範囲内で、取締役の報酬については取締役会が、監査役の報酬につ

いては、監査役会が、これを決定する。 

 

（取締役候補および監査役候補の指名に係る方針） 

第２８条 取締役候補および監査役候補については、当行の企業理念に基づき、当行の

持続的成長と企業価値向上に貢献することを期待できる人物を、これまでの経

験、見識や能力等を総合的に勘案の上、指名する。 



（取締役候補および監査役候補の指名手続） 

第２９条 取締役候補および監査役候補については、以下の手続に従い指名する。 

 

（１）  取締役候補および監査役候補の指名にあたっては、あらかじめ指名・報

酬等諮問委員会に諮問する。 

（２）  株主総会に提案する取締役候補は、指名・報酬等諮問委員会の答申およ

び第２８条に定める方針に則り、頭取が提案のうえ、取締役会が指名する。 

（３）   株主総会に提案する監査役候補は、指名・報酬等諮問委員会の答申およ

び第２８条に定める方針に則り、頭取が提案のうえ、取締役会が指名し、

監査役会の同意を得る。 

 

（取締役会の実効性確保） 

第３０条 取締役会は、当行の経営の最高意思決定および監督機関であり、その機能が

有効に働くように、取締役会を構成する取締役については、知識、経験、能力

バランスおよび多様性を勘案した上で選任する。 

 

（社外役員に係る独立性判断基準） 

第３１条 独立社外取締役および独立社外監査役の選任に際しては、別に定める「社外

役員に係る独立性判断基準」を踏まえ、独立社外取締役および独立社外監査役

となる者の当行からの独立性を実質的に確保する。 

 

（任意の仕組みの活用） 

第３２条 当行は取締役会の諮問機関として、役員の指名・選解任に関する事項、役員

の報酬に関する事項などを審議する指名・報酬等諮問委員会を設置する。指名・

報酬等諮問委員会は、委員３名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役と

する。 

2.  前項に加え、必要に応じて任意の仕組みを活用することにより、統治機能の

更なる充実を図る。 

 

（取締役会による審議の活性化） 

第３３条 取締役会は、独立社外取締役を含めた議論・意見交換の充実に向けて、以下

の態勢を整備する。 

 

（１）  取締役会の資料を、会日に十分に先立って取締役会の出席者の手元に配

布する。 

 



（２）  取締役会の資料のほかに、必要に応じて、または独立社外取締役を含む

取締役会の出席者からの要請により、取締役会の出席者に対して、事前あ

るいは事後に十分な情報を提供し、または説明を実施する。 

（３）  予め付議・報告が想定される審議事項を踏まえた年間スケジュールの概

要について、各取締役および監査役に事前に通知する。 

（４）  取締役会の審議項目数および開催頻度について、十分な議論または意見

交換が期待できる適切な水準に設定する。 

 

（情報入手と支援体制) 

第３４条 取締役および監査役は、その役割・責務を実効的に果たすために、能動的に

情報を入手すべきであり、必要に応じて、銀行に対して追加の情報提供を求め

る。また、当行は人員面を含む取締役・監査役の支援体制を整備する。 

2．  取締役会・監査役会は、各取締役および監査役が求める情報の円滑な提供が確

保されているかどうかを適宜確認する。 

 

（取締役および監査役のトレーニング） 

第３５条 新任者をはじめ、取締役および監査役が、知識の習得や適切な更新等を行う

ため、必要と判断される十分な質・量の研修・トレーニング等の受講機会を提

供し、またその費用を負担する。また、社外役員については、銀行固有業務を

踏まえ、特に十分な質・量の研修・トレーニング等の受講機会を提供し、また

その費用を負担する。 

2．  取締役会は、取締役および監査役に対して、上記のトレーニング機会が提供

されているか否かについて、定期的に確認する。 

 

第６章 改廃 

第３６条 本方針の改廃は、取締役会の決議による。 

 

（改訂履歴） 

本方針は、平成 27年 10月 1日より実施する。 

本方針は、平成 28年 12月 1日より改定実施する。 

本方針は、平成 30年 12月 26日より改定実施する。 

本方針は、2021年 2月 25日より改定実施する。 

本方針は、2021年 12月 30日より改定実施する。 

本方針は、2022年 6月 27日より改定実施する。 

本方針は、2023年 3月 31日より改定実施する。 

 



社外役員に係る独立性判断基準 

 

1. 独立性判断基準 

 

 

（１） 当行において、独立性を有する社外役員（社外取締役又は社外監査役をいう。以下

同じ。）であるというためには、当行の業務執行者（会社法施行規則第2条第3項第

6号に定める業務執行者をいう。以下同じ。）であってはならず、かつ、その就任

の前10 年間において（但し、その就任の前10 年内のいずれかの時において当行の

非業務執行取締役（業務執行取締役に該当しない取締役をいう。以下同じ。）又は

監査役であったことがある者にあっては、それらの役職への就任の前10 年間にお

いて）当行の業務執行者であった者であってはならない。 

 

（２） 当行において、独立性を有する社外役員であるというためには、当行の現在の子会

社の業務執行者であってはならず、かつ、その就任の前10 年間において（但し、

その就任の前10 年内のいずれかの時において当該子会社の非業務執行取締役又は

監査役であったことがある者にあっては、それらの役職への就任の前10 年間にお

いて）当該子会社の業務執行者であってはならない。 

 

（３） 当行において、独立性を有する社外役員であるというためには、以下のいずれかに

該当する者であってはならない。 

① 当行の現在の主要株主（議決権所有割合10%以上の株主をいう。以下同じ。）、又

は当該主要株主が法人である場合には当該主要株主又はその親会社若しくは重要

な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、執行役員又は支配人その他

の使用人 

② 最近5 年間において、当行の現在の主要株主又はその親会社若しくは重要な子会社

の取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、執行役員又は支配人その他の使用人

であった者 

③ 当行が現在主要株主である会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又

は支配人その他の使用人 

 

（４） 当行において、独立性を有する社外役員であるというためには、以下のいずれかに

該当する者であってはならない。 

① 当行又はその子会社を主要な取引先とする者（その者の直近事業年度における年

間連結総売上高の2％以上の支払いを、当行又はその子会社から受けた者。以下同

じ。）又はその親会社若しくは重要な子会社、又はそれらの者が会社である場合に



おける当該会社の業務執行者 

② 直近事業年度に先行する3 事業年度のいずれかにおいて、当行又はその子会社を主

要な取引先としていた者（その者の直近事業年度における年間連結総売上高の2％

以上の支払いを、当行又はその子会社から受けていた者。以下同じ。）又はその親

会社若しくは重要な子会社、又はそれらの者が会社である場合における当該会社の

業務執行者 

③ 当行の主要な取引先である者（当行に対して、当行の直近事業年度における年間連

結経常収益の2％以上の支払いを行っている者。以下同じ。）又はその親会社若し

くは重要な子会社、又はそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行

者 

④ 直近事業年度に先行する3 事業年度のいずれかにおいて、当行の主要な取引先であ

った者（当行に対して、当行の対象事業年度の直近事業年度における年間連結経常

収益の2％以上の支払いを行っていた者。以下同じ。）又はその親会社若しくは重

要な子会社、又はそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行者 

⑤ 当行又はその子会社から一定額（過去3 事業年度の平均で年間1,000 万円又は当

該組織の平均年間総費用の30%のいずれか大きい額）を超える寄付又は助成を受け

ている組織（例えば、公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等）の業務執行者 

  

（５） 当行において、独立性を有する社外役員であるというためには、当行又はその子会

社から取締役（常勤・非常勤を問わない）を受け入れている会社又はその親会社若

しくは子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役又は執行役員であってはならな

い。 

 

（６） 当行において、独立性を有する社外役員であるというためには、以下のいずれかに

該当する者であってはならない。 

① 現在当行又はその子会社の会計監査人である公認会計士（若しくは税理士）又は

監査法人（若しくは税理士法人）の社員、パートナー又は従業員である者 

② 最近3 年間において、当行又はその子会社の会計監査人であった公認会計士（若し

くは税理士）又は監査法人（若しくは税理士法人）の社員、パートナー又は従業員

であって、当行又はその子会社の監査業務を実際に担当（但し、補助的関与は除く。）

していた者（現在退職又は退所している者を含む。） 

③ 上記①又は②に該当しない弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタント

であって、役員報酬以外に、当行又はその子会社から、過去3 年間の平均で年間

1,000 万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者 

④ 上記①又は②に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティン

グ・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、当行又はその子

会社を主要な取引先とするファーム（過去3 事業年度の平均で、そのファームの連



結総売上高の2％以上の支払いを当行又はその子会社から受けたファーム。以下同

じ。）の社員、パートナー、アソシエイト又は従業員である者 

 

（７） 当行において、独立性を有する社外役員であるというためには、以下のいずれかに

該当する者であってはならない。 

① 当行又はその子会社の取締役、執行役員又はその他の重要な使用人の配偶者又は

二親等内の親族若しくは同居の親族 

② 最近5 年間において当行又はその子会社の取締役、執行役員又はその他の重要な

使用人であった者の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族 

③ 当行の現在の主要株主又はその取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、又は

執行役員の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族 

④ 最近5 年間において、当行の現在の主要株主又はその取締役、監査役、会計参与、

執行役、理事又は執行役員であった者の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の

親族 

⑤ 当行が現在主要株主である会社の取締役、監査役、会計参与、執行役又は執行役

員の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族 

⑥ 当行又はその子会社を主要な取引先とする者（個人）の配偶者又は二親等内の親

族若しくは同居の親族、又は、当行又はその子会社を主要な取引先とする会社の業

務執行取締役、執行役又は執行役員の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親

族 

⑦ 最近3 年間のいずれかの事業年度において当行又はその子会社を主要な取引先と

していた者（個人）の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族、又は、最近

3 年間のいずれかの事業年度において当行又はその子会社を主要な取引先として

いた会社の業務執行取締役、執行役又は執行役員の配偶者又は二親等内の親族若し

くは同居の親族 

⑧ 当行の主要な取引先（個人）の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族、

又は、当行の主要な取引先である会社の業務執行取締役、執行役又は執行役員の二

親等内の親族若しくは同居の親族 

⑨ 最近3 年間のいずれかの事業年度において当行の主要な取引先であった者（個人）

の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族、又は、最近3 年間のいずれかの

事業年度において当行の主要な取引先であった会社の業務執行取締役、執行役又は

執行役員の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族 

⑩ 当行又はその子会社から一定額（過去3 年間の平均で年間1,000 万円又は当該組

織の年間総費用の30%のいずれか大きい額）を超える寄付又は助成を受けている組

織（例えば、公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等）の業務執行者の配偶者

又は二親等内の親族若しくは同居の親族 

⑪ その配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族が、当行又はその子会社の会



計監査人又は会計参与である公認会計士（若しくは税理士）又は監査法人（若しく

は税理士法人）の社員又はパートナーである者に該当する者 

⑫ その配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族が、当行又はその子会社の会

計監査人又は会計参与である公認会計士（若しくは税理士）又は監査法人（若しく

は税理士法人）の従業員であって、当行又はその子会社の監査業務を現在実際に担

当（但し、補助的関与は除く。）している者に該当する者 

⑬ その配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族が、最近3 年間において、当

行又はその子会社の会計監査人又は会計参与である公認会計士（若しくは税理士）

又は監査法人（若しくは税理士法人）の社員若しくはパートナー又は従業員であっ

て、当該期間において、当行又はその子会社の監査業務を実際に担当（但し、補助

的関与は除く。）していた者に該当する者 

⑭ その配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族が、上記第6 項の①又は②に

該当しない弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、役員

報酬以外に、当行又はその子会社から、過去3 年間の平均で年間1,000 万円以上の

金銭その他の財産上の利益を得ている者に該当する者、又は、上記第6 項の①又は

②に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファー

ムその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、当行又はその子会社を主要

な取引先とするファームの社員又はパートナーに該当する者 

 

（８） 当行において、独立性を有する社外役員であるというためには、その他、当行の一

般株主全体との間で上記第1 項から第7 項までで考慮されている事由以外の事情

で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのない人物であることを要する。 

 

（９） 当行において、独立性を有する社外役員の地位にある者が、独立性を有する社外役

員として再任されるためには、通算の在任期間が12年間を超えないことを要する。

ただし、社外役員としての貢献度合いや引き続き就任させる必要性の観点等から、

指名・報酬等諮問委員会の答申も経た上で再任が適当と認められる場合には、通算

の在任期間が12年間を超える者であっても独立性を有する社外役員として再任さ

れることができる。 

 

2. 独立性を有する社外役員選任手続 

 

独立性を有する社外役員の候補者の選任については、取締役会の決議事項とし、また、選

任過程の透明性及び公正性を確保し、独立性を有する社外役員がその期待される役割を十

全に果たすことを可能とするため、独立社外取締役又は独立社外監査役1名の同意を要する。 

 

以 上 


