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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

　当社グループは、企業価値を継続的に高め、株主をはじめ、すべてのステークホルダーからさらに信頼される会社となるために、スピードある透
明性の高い経営を実現するためのコーポレートガバナンスを目指し、その中で、経営管理体制の整備を行うとともに、企業経営に関する監督およ
び監査機能・内部統制の充実、コンプライアンスの徹底、経営活動の透明性の向上などに努め、株主の視点を経営に反映させることを心がける。

　また、当社グループは、「ASICS SPIRIT」に掲げた創業哲学、「健全な身体に健全な精神があれかし－"Anima Sana In Corpore Sano"」を基本

に、ビジョン「Create Quality Lifestyle through Intelligent Sport Technology－スポーツでつちかった知的技術により、質の高いライフスタイルを創

造する」の実現に向けて、以下の「アシックスの理念」をもって事業運営を行うことを企業活動の基本方針とする。

・スポーツを通して、すべてのお客様に価値ある製品・サービスを提供する

・私たちを取り巻く環境をまもり、世界の人々とその社会に貢献する

・健全なサービスによる利益を、アシックスを支えてくださる株主、地域社会、従業員に還元する

・個人の尊厳を尊重した自由で公正な規律あるアシックスを実現する

【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、コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

当社は、「ASICS SPIRIT」と「アシックスＣＳＲ方針」に基づき、グローバルレベルでの持続的な企業価値の向上を実現するため、「コーポレートガバ

ナンス基本方針」を制定しております。

　http://corp.asics.com/jp/investor_ relations

【原則１－４．政策保有株式】

（１）保有に関する方針

　当社は、事業上の関係構築・強化やシナジー創出のため、株式の政策保有を行っております。

　主要な政策保有株式について、取締役会で毎年、保有の合理性を事業環境、経済環境等の観点から総合的に検証し、見直しを行っておりま
す。

（２）議決権行使の方針

　政策保有株式に係る議決権の行使については、当社と投資先企業の双方の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に適うか否かを基準に、
判断しております。

【原則１－７．関連当事者間の取引】

　当社は、当社役員との間で会社法に定める利益相反取引を行う場合は、取締役会において承認を得るとともに、その取引の結果について、取
締役会に報告することとします。

　また、当社役員の近親者や主要株主等との間で取引を行う場合は、取引の規模及び重要性に応じて、事前に取締役会に報告を行うこととしま
す。

【原則３－１．情報開示の充実】

　当社は法令に基づく開示を行うことに加え、当社の意思決定の透明性・公正性を確保するため、以下の情報について取締役会にて決議するとと
もに、当社ウェブサイトにて開示しております。

（ⅰ）会社の経営理念や経営戦略、経営計画

・ASICS SPIRIT

　http://corp.asics.com/jp/investor_ relations

・中期経営計画「ASICS Growth Plan (AGP) 2020」

　http://corp.asics.com/jp/investor_ relations

（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」　　　　

　http://corp.asics.com/jp/investor_ relations

（iii）経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

　取締役の報酬等の決定に関する方針をコーポレートガバナンス報告書等に記載しています。　　

　http://corp.asics.com/jp/investor_ relations

（iv）経営陣幹部の選任および取締役・監査役候補の指名の方針と手続

　取締役会が経営陣の指名を行うに当たっては、当社の経営理念を実現し事業戦略を遂行するのに適した人物であるべきであり、当社の事業に
精通し、豊富な経験と知識を有する人物を選任・指名することが必要であると考えます。

　監査役については、財務・会計に関する適切な知見を有している者を1名以上メンバーとして選任しております。
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　社外取締役および社外監査役については、適正なコーポレートガバナンスの確保のために、その資質および独立性について「独立社外取締役
および独立社外監査役に関する基準」を独自に定め、候補者を選任しております。その内容はコーポレートガバナンス報告書（その他独立役員に
関する事項）に記載しています。　

　なお、当社取締役会は、公正かつ透明性の高い手続きを確保するため、委員の過半数が独立社外取締役で構成される指名・報酬委員会の意
見を尊重した上で、指名・報酬に関する事項を決議しております。

（ｖ）個々の選任・指名について

　 個々の選任・指名に関する情報については、当社ウェブサイトにおいて公表しております株主招集通知の株主総会参考書類に記載の通りで

す。

　http://corp.asics.com/jp/investor_ relations

【補充原則４－１－１．取締役会の役割・責務】

　取締役会は、取締役会が定める業務分掌規程、職務権限規程等において、また、担当業務の委嘱等により、責任者およびその責任、執行手続
等を明確に制定し、代表取締役、各業務担当取締役および執行役員に業務執行を行わせています。

　取締役会は、毎月１回定例的に開催し、法定決議事項のほか当社グループの重要な経営方針、重要な業務執行に関する事項の決定を行うとと
もに、取締役および執行役員の業務執行状況の監督等を行っています。

【原則４－８．独立社外取締役の有効な活用】

　当社では、会社の持続的な成長・中長期的な企業価値の向上のため、当社の「独立社外取締役および独立社外監査役に関する基準」を満たす
社外取締役を複数名選任し、取締役会等において独立かつ客観的な立場から意見を行うことで、実効性の高い経営の監督体制を確保していま
す。

　現在は、取締役１０名のうち４名が独立社外取締役であります。

【原則４－９．独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

　当社では、会社法上の要件に加え、独自の基準である「独立社外取締役および独立社外監査役に関する基準」を策定し、同基準に則って、独立
社外取締役候補者を選任しております。個別の独立社外取締役の選任理由は、以下のコーポレートガバナンス報告書（その他独立役員に関する
事項）に掲載しております。

【補充原則４－11－１．取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

　取締役会が取締役候補の指名を行うに当たっては、当社の経営理念を実現し事業戦略を遂行するのに適した人物であるべきであり、当社の事
業に精通し、豊富な経験と知識を有する人物を選任・指名することが必要であると考えます。

　社外取締役については、適正なコーポレートガバナンスの確保のために、その資質および独立性について「独立社外取締役および独立社外監
査役に関する基準」を独自に定め、候補者を選任しております。

【補充原則４－11－２．取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

　当社では兼職の有無にかかわらず、各取締役がその役割・責務を適切に果たせるよう、以下を実施しております。

・年間の取締役会スケジュールについて早期に決定し、取締役に通知する。　

・取締役会資料を、原則として会日の３営業日以上前に配布する。

・重要事項に関しては、社外取締役に対して、事前に内容を説明する機会を設けるなど、取締役会での議論が活発化するよう配慮する。

　また、兼任の状況は、株主総会招集通知にて毎年開示しております。

http://corp.asics.com/jp/investor_ relations

【補充原則４－11－３．取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

　当社は、取締役会のさらなる実効性の確保および機能向上を目的に、各取締役および各監査役へのアンケート（自己評価）を実施し、2017年度
の取締役会の実効性に関する分析・評価を行い、その結果について、取締役会に報告のうえ、十分な議論を行いました。

　これまで取り組んできた取締役会の上程基準の見直しや効率的な取締役会運営の促進により、取締役会の議題数が減少し、取締役会は重要
な議案により注力し、活発な議論が行われました。また、取締役会決議事項の重要な経過報告やＩＲ活動の報告が強化され、取締役会は、その監
督機能を十分に果たしていると評価しております。

　指名・報酬委員会を適宜開催し、取締役および執行役員の指名、業績評価、報酬などの重要な事項について審議し、取締役会は、その意見を
尊重して決議を行い、公正性および透明性を確保しております。

　その一方で、重要案件に関する事前説明の強化など、いくつかの改善点があることを認識しました。

　今後は、これら事項の改善を行い、取締役会のさらなる実効性の確保および機能の向上を図ってまいります。

【補充原則４－14－２．取締役・監査役のトレーニング】

　取締役がその責務を実効的に果たすため、それぞれ求められる役割を理解し、必要な知識を習得できる機会を設けることは非常に重要であると
考えております。

　現在は、新任取締役および新任監査役に対して、ビジネス（財務会計・企業価値評価・リーダーシップ・組織変革・経営戦略・事業創造）、会社法
関連法令およびリスクマネジメントに関して、外部研修機関でのトレーニングの機会を提供しております。

　また、社外取締役および社外監査役に対しては、当社の事業戦略の説明や、世界各地の主要拠点・スポーツイベント等の視察等を通じて、当社
特有の事業内容の習得の機会を設けております。

　就任後においても、適宜、弁護士等による講習を通じて、法改正等 新の知識の習得その他取締役の要望に応じた情報提供の機会を設けてお
ります。

　トレーニングをより意義のあるものにするために、その内容の充実に引き続き努めてまいります。

【原則５－１．株主との建設的な対話に関する方針】

　当社では、情報開示規程を定め、株主を含むステークホルダーへの迅速、正確かつ公平な情報開示を行い、以って、建設的な対話に資するよう
努めております。当社は、IR担当役員およびＩＲ担当部署を決定し、株主からの面談の申し込みに対しては、ＩＲ担当部署が社長およびＩＲ担当役員
と対応方法を検討し、適切に対応しています。

２２．資本構成

外国人株式保有比率 30%以上
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【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数数（株） 割合（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 9,787,400 4.89

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 7,858,405 3.93

株式会社三井住友銀行 6,607,913 3.30

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 6,370,400 3.19

日本生命保険相互会社 5,679,066 2.84

ＪＰ ＭＯＲＧＡＮ ＣＨＡＳＥ ＢＡＮＫ ３８５６３２

(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)
4,634,232 2.32

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口５） 3,787,700 1.89

ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ ＢＡＮＫ ＡＮＤ ＴＲＵＳＴ ＣＯＭＰＡＮＹ ５０５３２５

(常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部)
3,296,097 1.65

ＢＮＹＭＳＡＮＶ ＡＳ ＡＧＥＮＴ／ＣＬＩＥＮＴＳ ＬＵＸ ＵＣＩＴＳ ＮＯＮ ＴＲＥＡＴＹ １

(常任代理人 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行)
2,900,000 1.45

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口１） 2,813,100 1.41

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 第一部

決算期 12 月

業種 その他製品

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 50社以上100社未満

４．支配株主との取引等を行う際におおける少数株主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な事情

―――
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Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係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 12 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 会長（社長を兼任している場合を除く）

取締役の人数 10 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 4 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

4 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社とのの関係(※)

a b c d e f g h i j k

田中　克郎 弁護士

花井　健 他の会社の出身者 △

柏木　斉 他の会社の出身者

角　和夫 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・ 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・ 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
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田中　克郎 ○ ―――

　国際的な弁護士としての国際法務・企業法務
に関する豊富な経験と専門的見地から、経営
に対する意思決定・監督を適切に行っておりま
す。同氏と当社との間には、取締役報酬以外に
金銭等の授受はないため、一般株主と利益相
反が生じるおそれはありません。

　当社は、同氏が代表パートナーを務めるＴＭＩ
総合法律事務所の他の弁護士に法律事務を
委任しておりますが、当社の支払報酬の割合
は、当社の独立性に関する要件である１％未
満であり、当社グループから多額の金銭その
他財産を得る団体に該当いたしません。その
他同氏の重要な兼職先と当社との間には特別
の利害関係はありません。

　したがいまして、同氏は当社の「独立社外取
締役および独立社外監査役に関する基準」を
満たしており、独立性が認められます。

花井　健 ○

　同氏は、当社の主要な取引金融機関の
一つである㈱みずほコーポレート銀行（現
㈱みずほ銀行）に勤務しておりました（平
成21年4月退行）。当社は複数の金融機
関と取引をしておりますが、同行への借入
依存度および同行の当社株式保有比率
は他行に比べて突出しておらず、同行が
当社に対して著しい影響を及ぼす可能性
はありません。

　金融機関およびインターネットサービス業の
経営者としての豊富な国際経験と専門的見地
から、経営に対する意思決定・監督を適切に
行っております。同氏と当社との間には、取締
役報酬以外に金銭等の授受はないため、一般
株主と利益相反が生じるおそれはありません。

　同氏の重要な兼職先と当社との間には特別
の利害関係はありません。

　したがいまして、同氏は当社の「独立社外取
締役および独立社外監査役に関する基準」を
満たしており、独立性が認められます。

柏木　斉 ○ ―――

　情報サービス業の経営者としての豊富な経
験と専門的見地から、経営に対する意思決定・
監督を適切に行っております。同氏と当社との
間には、取締役報酬以外に金銭等の授受はな
いため、一般株主と利益相反が生じるおそれ
はありません。

　同氏の重要な兼職先と当社との間には特別
の利害関係はありません。

　したがいまして、同氏は当社の「独立社外取
締役および独立社外監査役に関する基準」を
満たしており、独立性が認められます。

角　和夫 ○ ―――

　旅客鉄道業の経営者としての豊富な経験と
専門的見地から、取締役会への適切な監督・
助言を行えるものと判断し、選任しました。同氏
と当社との間には、金銭等の授受はないため、
一般株主と利益相反が生じるおそれはありま
せん。

　当社グループは、同氏が取締役を務めるエイ
チ・ツー・オー　リテイリング㈱の子会社に当社
製品を販売しておりますが、その取引金額の割
合は、当社の独立性に関する要件である２％
未満であり、当社グループの主要な取引先に
該当いたしません。その他同氏の重要な兼職
先と当社との間には特別の利害関係はありま
せん。

　したがいまして、同氏は当社の「独立社外取
締役および独立社外監査役に関する基準」を
満たしており、独立性が認められます。

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・報酬委員会 7 0 2 4 1 0
社内取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 7 0 2 4 1 0
社内取
締役
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補足説明

　当社は、取締役および執行役員の指名ならびに報酬の決定について、公正性および透明性を確保するため、指名・報酬委員会を設置しており
ます。

　指名・報酬委員会の委員は、その過半数を独立社外取締役とします。

　取締役会は、取締役および執行役員の指名ならびに報酬について、指名・報酬委員会の意見を尊重して決議いたします。

　指名・報酬委員会の構成は、次のとおりであります。

　代表取締役会長ＣＥＯ 尾山 基

　代表取締役社長ＣＯＯ 廣田 康人

　社外取締役 田中 克郎

　社外取締役 花井 健

　社外取締役 柏木 斉

　社外取締役 角 和夫

　社外有識者 堀 龍兒

【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 5 名

監査役の人数 4 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・内部統制部門として社長直轄の内部監査室(７名)を設置しております。

内部監査室は、単独であるいは監査役・会計監査人と連携して、コンプライアンスの状況等を監査し、社長、各取締役および監査役に直接報告を
行うこととしております。

　監査役および監査役会の職務を補助するため、監査役会の下に監査役室を設置しております。

　監査役室は、監査役の指示に基づき、各部門および各子会社に対して、監査役監査に必要な情報の提供を求めることができることとしておりま
す。監査役室は、監査役の指示に基づき、内部監査室および子会社監査役との間の連絡・調整を行い、監査に関する情報共有を補助しておりま
す。

　また、監査役室の従業員は、その命令の範囲に属する業務に関して取締役の指揮命令を受けないこととし、当該従業員の人事異動、人事考課
および懲戒処分は、監査役会の事前の同意を得るものとしております。

　内部監査室、監査役および会計監査人は、必要に応じて監査に必要な情報の交換を行っております。

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
会社とのの関係(※)

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

三原　秀章 公認会計士

須藤　実和 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・ 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・ 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）
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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

三原　秀章 ○ ―――

　公認会計士および税理士としての専門的見
地から、適切な意見を述べております。同氏と
当社との間には、監査役報酬以外に金銭等の
授受はないため、一般株主と利益相反が生じ
るおそれはありません。

　同氏の重要な兼職先と当社との間には特別
の利害関係はありません。

　したがいまして、同氏は当社の「独立社外取
締役および独立社外監査役に関する基準」を
満たしており、独立性が認められます。

須藤　実和 ○ ―――

　経営コンサルタントおよび公認会計士として
の豊富な経験と専門的見地から、適切な監査
を行えるものと判断し、選任しました。同氏と当
社との間には、金銭等の授受はないため、一
般株主と利益相反が生じるおそれはありませ
ん。

　当社グループは、同氏が理事を務める公益
財団法人日本バレーボール協会との間で、バ
レーボール競技の普及及び振興を図ることを
目的として、オフィシャルサプライヤー契約等を
締結しておりますが、同氏は同協会の非業務
執行者であります。その他同氏の重要な兼職
先と当社との間には特別の利害関係はありま
せん。

　したがいまして、同氏は当社の「独立社外取
締役および独立社外監査役に関する基準」を
満たしており、独立性が認められます。

【独立役員関係】

独立役員の人数 6 名

その他独立役員に関する事項

　当社は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しています。

　当社は、適正なコーポレートガバナンスの確保のために、社外役員の資質および独立性について「独立社外取締役および独立社外監査役に関
する基準」を独自に定めております。その内容は次の通りであります。

第1条（社外役員の要件）

１．当社の社外取締役および社外監査役（以下、社外役員という）の要件について、本基準により定める。

２．社外役員の要件は、選任時および在任期間中を通じて、満たすことを要する。

第2条（資質に関する要件）

グローバルに事業を展開する当社グループ（当社および当社の関係会社）において、コーポレートガバナンスを強化するとともに、グローバルレベ
ルでの事業の拡大を図るため必要となる資質として、企業経営者、弁護士、公認会計士、学識経験者としての実績があり、豊富な経験と専門的知
見を有すること。

第3条（独立性に関する要件）

１．社外役員の当社グループからの独立を保つため、以下の各号を満たすこと。

(1) 過去に、当社グループ（当社および当社の関係会社）の役員、会計参与または使用人でないこと。

(2) 現在および過去5年間、以下に該当しないこと。

ア　(a)　当社グループの大株主（総議決権の10％以上を保有する者をいい、間接保有形態を含む）または大株主である組織の使用人等（業務執
行役員、使用人等の業務執行を行う者をいう）

(b)　当社グループが大株主である組織の使用人等

イ　当社グループの主要な借入先（1会計年度末時点において当社連結総資産の2パーセント以上の負債を負担する先をいう）または主要な借入
先である組織（グループ企業である場合はグループ単位とする。以下同じ）の使用人等

ウ　当社グループの主幹事証券会社の使用人等

エ　(a)　当社グループの主要な取引先（1会計年度の連結売上高の2％以上）または主要な取引先である組織の使用人等

(b)　当社グループを主要な取引先とする者またはその使用人等

オ　当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者

カ　コンサルタント、会計専門家または法律専門家として、社外役員としての報酬以外に、当社グループから多額の金銭その他の財産（1会計年度
あたり1,000万円以上をいう）を得る者または当社グループから多額の金銭その他の財産（当該団体の1会計年度の売上高の1％以上をいう）を得
る団体に所属する者

キ　当社グループから多額の寄付金（1会計年度あたり1,000万円以上をいう）を受け取る者または多額の寄付金を受け取る団体に所属する者
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ク　当社グループと役員の相互就任の関係にある者（当社グループの役員、使用人が役員等である組織について、その組織に所属する者が当社
グループの役員となる場合をいう）

(3) 以下の者の近親者（配偶者および2親等以内の親族をいう）でないこと。

ア　現在または過去に、当社グループ（当社および当社の関係会社）の役員または重要な使用人である者

イ　前号に該当する者（重要でない使用人および所属する者は除く）

２．前項の要件を満たさない場合であっても、その者を社外役員としても一般株主との利益相反を生じないと認められ、かつ前項の要件を満たす
社外役員全員の同意がある場合については、会社法の要件を満たす限りにおいて、社外役員とすることがある。この場合、株主総会参考書類、
有価証券報告書等に、該当する事実および選任する理由等を明記するものとする。

【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

業績連動型報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入

該当項目に関する補足説明

　平成25年６月21日開催の第59回定時株主総会において、当社取締役（社外取締役を除く）に対して、株式報酬型ストックオプションとして新株予

約権を割り当てることを決定いたしました。当該制度の内容は、次のとおりであります。

１．新株予約権の目的となる株式の種類

　普通株式

２．株式の数

　各事業年度に係る定時株主総会の日から１年以内に取締役に対して割り当てる新株予約権の総数の上限は、1,500個とする。

　新株予約権の目的である株式の数は100株とする。

　なお、当社が当社普通株式の株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む）または株式併合等を行うことにより、株式数の調整をすること

が適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。

３．新株予約権の行使時の払込金額

　各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式１株当たりの行使価額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

４．新株予約権の行使期間

　新株予約権を割り当てる日の翌日から３年を経過した日を始期とし、新株予約権を割り当てる日の翌日から30年以内の日で取締役会が定める
日を終期とする。

５．新株予約権の行使の条件

　新株予約権の行使の条件については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定める。

６．新株予約権の譲渡に関する事項

　譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、従業員、子会社の取締役、子会社の従業員

該当項目に関する補足説明

　株主重視の経営意識を高めるためのインセンティブを与えることで、中長期的な業績向上への貢献意欲や士気を向上させ、企業価値の増大を
図ることを目的としております。

【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

　報酬等の総額が1億円以上である者については、その者の報酬等の総額および内訳について、有価証券報告書に記載しております。

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

　平成25年６月21日開催の第59回定時株主総会において承認された報酬額（年額８億円以内）の範囲内で、取締役報酬支給規程に基づき、各取
締役の役位に応じた基本報酬、業績に応じた業績連動報酬および株式報酬型ストックオプションを決定しております。

　なお、取締役の報酬の決定について、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会の意見を尊重することにより、その公正性
および透明性を確保しております。
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【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

（社外取締役）

　経営企画室および社長室が、取締役会の運営、社外取締役に対する連絡事務等を行う体制となっております。

（社外監査役）

　監査役および監査役会の職務を補助するため、監査役会の下に監査役室を設置しております。

　監査役室は、監査役の指示に基づき、各部門および各子会社に対して、監査役監査に必要な情報の提供を求めることができることとしておりま
す。監査役室は、監査役の指示に基づき、内部監査部門および子会社監査役との間の連絡・調整を行い、監査に関する情報共有を補助しており
ます。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期

――― ――― ――― ――― ――― ―――

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 0 名

その他の事項

　当社は、内規に基づき、取締役を退任した者に対して相談役または顧問（以下、相談役等といいます。）を委嘱する場合があります。

　相談役等の業務内容は、社長の諮問に応じて、会社の経営上の諸問題について、助言又は問題解決のための支援活動を行うものであります。
なお、相談役および顧問は取締役会に出席しないものとします。

　相談役等の委嘱は、公正かつ透明性の高い手続きを確保するため、指名・報酬委員会の意見を尊重した上で、取締役会で決議します。

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・ガガバナンス体制の概要）

　取締役会は、取締役10名(うち４名は社外取締役)で構成し、取締役会が定める業務分掌規程、職務権限規程等において、また、担当業務の委
嘱等により、責任者およびその責任、執行手続等を明確に制定し、代表取締役、各業務担当取締役および執行役員に業務執行を行わせていま
す。

　代表取締役、各業務担当取締役および執行役員は、取締役会において制定された中期経営計画および各事業年度の経営計画に基づき、全社
的な目標設定を行うとともに各部門および各子会社の具体的目標を設定し、月次、四半期毎の業績管理を行っています。

　取締役会は、毎月１回定例的に開催し、法定決議事項のほか当社グループの重要な経営方針、重要な業務執行に関する事項の決定を行うとと
もに、取締役および執行役員の業務執行状況の監督等を行っています。なお、各取締役の経営責任を明確化し、経営環境の変化に迅速に対応
できる経営体制にするため、取締役の任期を１年としています。

　当社は、取締役会決議事項その他当社グループの経営に関する重要事項の事前審議を行い、取締役会の機能強化と経営の機動的な意思決
定を行うため、会長、社長、取締役(社外取締役を除く)および会長または社長が指名した者を出席者とする経営会議を毎月２回定例的に開催して
います。

　また、当社は、事業規模拡大とグローバルレベルでの経営環境変化に対応するため、執行役員制度により、経営のスピードアップと業務執行体
制の強化を行っています。なお、執行役員は16名です。

　取締役および執行役員の指名ならびに報酬というコーポレートガバナンスの重要事項の決定の公正性および透明性を確保するため、取締役会
の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しています。指名・報酬委員会の委員は、その過半数を独立社外取締役としています。

　当社は、監査役会設置会社であり、監査役４名のうち２名が社外監査役です。

　監査役は、取締役会・経営会議・リスクマネジメント委員会などの重要会議への出席および当社グループの役員および従業員との情報交換なら
びに稟議書・報告書等の閲覧を通じて、当社グループ経営全般の状況を把握するなど、取締役の業務執行を監査しています。

　また、監査役会を毎月開催し、各監査役相互の情報交換を行うとともに、取締役または取締役会より適宜報告を受けるなど、監査を実効的に行
うことができる体制としています。

　なお、監査役 三原秀章氏は公認会計士および税理士として、監査役 須藤実和氏は公認会計士として、財務および会計に関する相当程度の知

見を有しています。

　当社と取締役(業務執行取締役等である者を除く。)および一部の監査役との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の
損害賠償責任を限定する契約を締結しており、同契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。

　当社は、新日本有限責任監査法人との間で監査契約を締結し、会計監査を受けております。業務を執行した公認会計士の氏名・所属する監査
法人名および継続監査年数は、次のとおりであります。なお、継続監査年数は、いずれも７年以下であります。

指定有限責任社員　業務執行社員　小市　裕之

指定有限責任社員　業務執行社員　笹山 直孝

指定有限責任社員　業務執行社員　美和 一馬

会計監査業務に係る補助者の構成　公認会計士13名、その他16名

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、複数名の独立社外取締役を含む独立性の高い取締役会を設置しております。また、会社法上の機関設計として監査役会設置会社を選
択し、独立性の高い監査役および監査役会が取締役の職務執行を監査すると同時に、事業規模拡大とグローバルレベルでの経営環境変化に対
応するため、執行役員制度を導入し、経営のスピードアップと業務執行体制の強化を図っております。さらに、取締役および執行役員の指名なら
びに報酬というコーポレートガバナンスの重要事項の決定の公正性および透明性を確保するため、取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会
を設置しております。指名・報酬委員会の委員は、その過半数を独立社外取締役としております。
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ⅢⅢ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
平成30年は、株主総会招集通知を総会日の３週間前に発送するとともに、当社および東
京証券取引所のホームページにおいて、４週間前の開示を行っております。

集中日を回避した株主総会の設定 平成30年は、3月29日に開催いたしました。

電磁的方法による議決権の行使 第59回定時株主総会(平成25年６月)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

第59回定時株主総会(平成25年６月)より株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラット
フォームに登録しております。

招集通知（要約）の英文での提供 当社ホームページへ掲載するとともに、東京証券取引所へ登録しております。

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

ディスクロージャーポリシーの作成・公表 「情報開示規程」（日・英）を定め、当社ホームページにて公表しております。

個人投資家向けに定期的説明会を開催 個人投資家向け説明会を開催しております。 なし

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

期末決算および第２四半期決算の発表後に機関投資家・証券アナリスト向け

の説明会を開催しております。
あり

IR資料のホームページ掲載
決算情報（日・英）、決算情報以外の適時開示資料（日・英）、有価証券報告
書、アニュアルレポート(英文)等を掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置 経理財務統括部IRチーム

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

「アシックスＣＳＲ方針」、「アシックスグローバル行動規範」、「コーポレートガバナンス基本
方針」において、ステークホルダーの立場の尊重について規定しております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施
環境保全活動、企業の社会的責任に関する実施内容を記載したＣＳＲ・サステナビリティレ
ポートを作成し、当社ホームページにも掲載しております。

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

「アシックスグローバル行動規範」、「コーポレートガバナンス基本方針」および「情報開示
規程」において、ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等について規定しており
ます。また、これらの方針等を、当社ホームページに掲載しております。
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その他

(ダイバーシティ&インクルージョンの推進)

　当社は、ダイバーシティ&インクルージョンのビジョンとして、多様な「人財」が、 大限能
力を発揮できる企業文化の中でイキイキと働き、会社の持続的な成長に貢献することを掲
げています。また、女性活躍については2020年までに女性管理職率15％、将来的に30％
を目指しております。

　当社は、「'One Team'違いを活かす、高め合う。」をスローガンに次の重点目標に取り組

んでおります。

・ダイバーシティ&インクルージョンの重点目標

(1) ダイバーシティ&インクルージョンを社内に浸透させ、関連情報を開示する

(2) 多様な人財を活用し、イノベーションの原動力とする

(3) 多様な人財が 大限能力を発揮できる文化・環境を醸成する
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ⅣⅣ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

　当社グループは、企業精神である「ASICS SPIRIT」、「アシックスCSR方針」および「コーポレートガバナンス基本方針」に則り、会社法および会社

法施行規則に基づいて、以下のとおり、当社グループの業務の適正を確保するための体制を整備する。

　当社グループは、「ASICS SPIRIT」に掲げた創業哲学、「健全な身体に健全な精神があれかし－“Anima Sana In Corpore Sano”」を基本に、ビ

ジョン「Create Quality Lifestyle through Intelligent Sport Technology－スポーツでつちかった知的技術により、質の高いライフスタイルを創造する」

の実現に向けて、以下の「アシックスの理念」をもって事業運営を行う。

・スポーツを通して、すべてのお客様に価値ある製品・サービスを提供する

・私たちを取り巻く環境をまもり、世界の人々とその社会に貢献する

・健全なサービスによる利益を、アシックスを支えてくださる株主、地域社会、従業員に還元する

・個人の尊厳を尊重した自由で公正な規律あるアシックスを実現する

　当社グループは、上記の基本方針を根底におき、主として遵法活動および企業倫理の観点から企業行動のあり方を、「アシックスCSR方針」に定
めるとともに、これを役員および使用人一人ひとりの行動に具体化した「アシックスグローバル行動規範」およびグローバルポリシーを制定し、すべ
ての人々から受け入れられ尊敬される企業行動のための基本とする。

　「アシックスCSR方針」、「アシックスグローバル行動規範」およびグローバルポリシーの徹底を図るため、コンプライアンス規程に基づき、コンプラ
イアンス委員会を設置し、当社グループのコンプライアンスへの取り組みを総合的、横断的に統括するとともに、役員および使用人が適正な業務
運営にあたるよう補佐し、研修等を通して教育、指導等を行う。

　内部監査室は、社長の直轄組織とし、単独であるいは監査役と連携して、当社グループのコンプライアンスの状況等を監査し、社長、各取締役
および監査役に直接報告を行う。

　当社グループは、「グローバル内部通報方針」に基づき、当社グループを対象としたグローバル内部通報システムを置き、役員および使用人なら
びにビジネスパートナーが「アシックスCSR方針」、「アシックスグローバル行動規範」およびグローバルポリシーを逸脱する行為を知ったり、その他
コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合、通報窓口において、専用メール、電話、手紙などでの連絡・相談を受け付け、コンプライアン
ス委員会が事態の迅速な把握および是正を行う。なお、通報者に対しては不利益な取扱を行わない。

　また、当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは一切の関係をもたない。

　取締役会は、取締役会が定める業務分掌規程、職務権限規程等において、また、担当業務の委嘱等により、責任者およびその責任、執行手続
等を明確に制定し、代表取締役、各業務担当取締役および執行役員に業務執行を行わせる。

　代表取締役、各業務担当取締役および執行役員は、取締役会において制定された中期経営計画および各事業年度の経営計画に基づき、全社
的な目標設定を行うとともに各部門および各子会社の具体的目標を設定し、月次、四半期毎の業績管理を行う。

　取締役会は、毎月１回定例的に開催し、法定決議事項のほか当社グループの重要な経営方針、重要な業務執行に関する事項の決定を行うとと
もに、取締役および執行役員の業務執行状況の監督等を行う。なお、各取締役の経営責任を明確化し、経営環境の変化に迅速に対応できる経営
体制にするため、取締役の任期を１年とする。

　当社は、取締役会決議事項その他当社グループの経営に関する重要事項の事前審議を行い、取締役会の機能強化と経営の機動的な意思決
定を行うため、社長、取締役執行役員および社長が指名した者を出席者とする経営会議を毎月２回定例的に開催する。

　また、当社は、事業規模拡大とグローバルレベルでの経営環境変化に対応するため、執行役員制度により、経営のスピードアップと業務執行体
制の強化を行う。

　当社グループは、リスクマネジメント規程に基づき、社長を委員長とするリスクマネジメント委員会およびリスクマネジメントチームを設置する。リ
スクマネジメント委員会は、危機発生の回避および危機発生時の損失を 小化するために、ビジネス戦略に伴う優先して対応すべきリスクの特定
と担当部門を決定し、リスクを総括的に管理する。また、その活動を取締役会に年２回報告する。各部門から選出されたリスクオーナーは、担当す
るリスクに対する低減アクションをリードし、進捗管理を行う。リスクマネジメントチームは、リスクマネジメント全体が有効かつ適切に行われるようモ
ニタリングする。

　当社グループの役員および使用人は、クライシスマネジメント規程に基づき、危機を認知した際には、同規程に定められた方法および経路で速
やかに社長へ報告を行う。社長は、クライシスマネジメント規程にあらかじめ定められた危機レベルに応じて、危機対策本部の設置および危機対
策本部長の任命を行う。危機対策本部長は、危機対策方針とコミュニケーション戦略等を決定し、対外交渉および公表を統括し、対策・改善策等
の実施を指揮する。

　内部監査室は、定期的にリスク管理状況を監査する。

　当社グループは、法令、社内規程に基づき、業務執行に係る情報、議事録および関連資料、その他の重要な情報・文書等の保存を行う。取締役
および監査役は、常時これらの文書を閲覧できる。また、情報管理については、情報セキュリティ規程など情報管理に関する社内規程に基づいて
行う。職務権限規程に基づく稟議決裁事項に関しては、申請内容と決裁状況を電子化により可視化し、取締役会ほか決裁権限保有者の決裁の
記録を電子データで保存する。

　当社グループ各社の業務執行の適正を確保し、グループの総合力の発揮と統制を行うため、当社取締役、執行役員または担当部門責任者等
がグループ各社の取締役、監査役または各部門責任者等に就任することとする。グループ各社の代表者は、当社の基準に準拠して各社が定め
た職務権限規程に基づき、効率的に業務運営できる権限と責任を有するが、当社が定める個別の重要な事項については当社に報告し、承認を得
なければならないこととする。

　グループ会社については、各社の経営計画の承認、グローバルレベルでのグループ全般の重要事項の決定と業務執行状況の報告を行うため、
「グローバル経営執行会議」を定期的に開催する。

　内部監査室は、当社グループにおける内部監査を行い、当社グループの業務全般についての統制状況等の監査を実施し、社長、各担当取締
役および監査役に直接報告を行う。

　また、財務報告の適正性を確保するため、当社グループにおける財務報告に係る内部統制システムの整備、運用状況の定期的・継続的評価、
維持向上の仕組みを構築する。

　監査役および監査役会の職務を補助するため、監査役会の下に監査役室を設置する。

　監査役室は、監査役の指示に基づき、各部門および各子会社に対して、監査役監査に必要な情報の提供を求めることができる。監査役室は、
監査役の指示に基づき、内部監査室および子会社監査役との間の連絡・調整を行い、監査に関する情報共有を補助する。

　また、監査役室の使用人は、その命令の範囲に属する業務に関して取締役の指揮命令を受けないこととし、当該使用人の人事異動、人事考課
および懲戒処分は、監査役会の事前の同意を得るものとする。
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　監査役は、取締役会・経営会議・リスクマネジメント委員会などの重要会議への出席および当社グループの役員および使用人との情報交換なら
びに稟議書・報告書等の閲覧を通じて、当社グループ経営全般の状況を把握する。また、監査役は、会計監査人との協議を適宜行うとともに、以
下の事項について適宜、取締役または取締役会から報告を受けることとする。

・取締役・使用人の職務執行に関しての不正行為、法令・定款に違反する等コンプライアンス上の問題

・会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実

・重要な情報開示事項

・グローバル内部通報システムに通報された事実等

　当社グループは、役員および使用人が監査役からの情報提供依頼に対し、迅速かつ円滑に情報提供することができる体制を整えるとともに、情
報提供をした役員および使用人に対しては不利益な取扱を行わない。

　当社は、監査役会または監査役からの求めに応じ、監査役の職務の執行について生ずる費用（弁護士、公認会計士等の外部専門家から助言を
得るための費用を含む。）の前払または償還ならびに債務の処理を行う。

２２．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

　当社グループは、「アシックスグローバル行動規範」に、「アシックスは、市民社会の秩序および安全を乱すおそれがある反社会的勢力またはグ
ループとの関係を拒絶します。」と表明しており、コンプライアンス委員会が社内関係部門への徹底および外部専門機関との連携など総合的、横
断的に統括しております。
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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 あり

該当項目に関する補足説明

会社の支配に関する基本方針について

１．会社の支配に関する基本方針の内容

　当社は、上場会社として当社株式の自由な売買を認める以上、当社の取締役会の賛同を得ずに行われる、いわゆる「敵対的買収」であっても、
当社の企業価値・株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。特定の者による当社株式の大規模な買付
行為等に応じて当社株式の売却を行うか否かは、 終的には当社株式を保有する当社株主の皆様の判断に委ねられるべきものであると考えま
す。

　一方で、当社および当社グループは、株主の皆様をはじめ、お客様、取引先および従業員等のステークホルダーとの間に築かれた良好な関係
を基本として、スポーツを核とした事業領域で当社が長年つちかってきた「技術」、「製品」、「ブランド」に対する信頼こそが強みであり、これを維持
し促進することが当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上に資すると考えます。従って、当社の財務および事業の方針の決定を支配する
者としては、これらに関する十分な情報や理解がなくては、将来実現することのできる当社の企業価値・株主共同の利益を毀損する可能性があ
り、不適切であると考えます。

２．当社の状況および企業価値向上に向けた取り組み

　当社は、1949年に、スポーツを通じて青少年の健全な育成に貢献することを願い鬼塚商会として創業以来、「健全な身体に健全な精神があれか
し」を創業哲学とし、「スポーツを通して、すべてのお客様に価値ある製品・サービスを提供する」ことを理念に、お客様の求めるものを徹底的に追
求し、世界のスポーツをする選手、スポーツを愛するすべての人々や健康を願う方々の役に立つよう、技術とものづくりに対するこだわりを持ち続
けてまいりました。

　1977年に、同業２社との合併を機に、この創業哲学のラテン語「Anima Sana In Corpore Sano」の頭文字から社名を株式会社アシックス（ASICS）

へ変更し、社業の発展に努めてまいりました。

　当社は、2016年から2020年度までの中期経営計画「ASICS Growth Plan (AGP) 2020」に基づき、３つの事業領域である①アスレチックスポーツ

事業領域、②スポーツライフスタイル事業領域および③健康快適事業領域において、当社グループ共通の７つのコア戦略を遂行し、事業の拡大・
強化に取り組んでおります。

　また、当社グループは、コーポレートガバナンス基本方針を制定し、企業価値を継続的に高め、株主の皆様をはじめ、すべてのステークホルダー
からさらに信頼される会社となるために、スピードある透明性の高い経営を実現するためのコーポレートガバナンスを目指し、その中で、経営管理
体制の整備を行うとともに、企業経営に関する監督および監査機能・内部統制の充実、コンプライアンスの徹底、経営活動の透明性の向上などに
努め、株主の視点を経営に反映させることを心がけております。

３．会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針が支配されることを防止するための取り組み

　当社は、平成29年３月29日開催の定時株主総会において、当社株式の大規模な買付行為への対応方針の一部を改定して３年間継続すること
を決定いたしました（以下、改定後の当社株式の大規模な買付行為への対応方針を「本対応方針」といいます。）。

　本対応方針の概要は次のとおりです。　

　当社取締役会は、大規模買付者による情報提供及び大規模買付行為に対する取締役会の意見の公表に関する合理的なルールに従って大規
模買付行為が行われることが、当社の企業価値・株主共同の利益に資すると考え、事前の情報提供に関する一定のルール（以下「大規模買付
ルール」といいます。）を設定いたしました。

　大規模買付ルールの概要は次のとおりです。

(１)大規模買付者には、大規模買付行為の前に、当社取締役会に対して、当社株主の皆様の判断および当社取締役会としての意見形成のため
に必要かつ十分な情報（以下「本必要情報」といいます。）を書面で提供していただきます。当社取締役会は、取締役会による評価、検討、意見形
成等のため必要かつ十分な本必要情報が大規模買付者から提出されたと判断した場合には、直ちにその旨大規模買付者に通知するとともに、
速やかに当社株主の皆様に公表します。なお、大規模買付者からの情報提供の迅速化と当社取締役会が延々と情報提供を求めて情報提供期
間を引き延ばす等の恣意的な運用を避ける観点から、この情報提供期間は意向表明書の受領から 長60日としております

(２)当社取締役会は、取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間（以下「取締役会評価期間」といいます。）として、大
規模買付者が当社取締役会に対し本必要情報の提供を完了したと公表した日の翌日から、60日間（対価を現金（円貨）のみとする公開買付けに
よる当社全株式の買付けの場合）または90日間（その他の大規模買付行為の場合）を設定します。取締役会評価期間の終了までに、取締役会が
評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案をなしえないときは、独立委員会からの勧告を 大限尊重したうえで、合理的な範囲内において取締役
会評価期間を延長することができるものとしますが、その場合でも取締役会評価期間は 長120日までとします。なお、取締役会評価期間を延長
する場合は、延長する理由、延長期間等を開示いたします。大規模買付行為は、取締役会評価期間の経過後にのみ開始されるものとします。当
社取締役会は、取締役会評価期間中、独立委員会に諮問し、必要に応じて外部専門家等の助言および監査役の意見を参考に、提供された本必
要情報を十分に評価・検討し、独立委員会からの勧告を 大限尊重したうえで、対抗措置の発動または不発動を含め、当社取締役会としての意
見を慎重にとりまとめて決議し公表します。

　

　次に大規模買付行為がなされた場合の対応方針の概要は次のとおりです。

　大規模買付者が大規模買付ルールを遵守する場合、当社取締役会は、大規模買付行為に対する対抗措置の発動要件を満たすときを除き、当
社株主の皆様に対して、当該買付提案に対する諾否の判断に必要な判断材料を提供させていただくにとどめ、原則として、当該大規模買付行為
に対する対抗措置はとりません。

　当社取締役会は、大規模買付ルールを遵守しなかった場合のほか、大規模買付ルールが遵守された場合であっても、当該大規模買付行為が
当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なう場合で、かつ、対抗措置を発動することが相当であると判断したときに限り、株主総会において株
主の皆様に承認を得たうえで、当社株主の皆様の利益を守るために、当該大規模買付行為に対する対抗措置として、無償割当てによる新株予約
権を発行することができるものとします。なお、当社取締役会が当該判断を行う場合には、外部専門家等および当社監査役の意見を参考に、提供
された本必要情報を十分に評価・検討したうえ、独立委員会の勧告を 大限尊重するものとします。また、当社取締役会は、対抗措置を発動する
に際し、株主総会の開催が著しく困難な場合を除き、株主総会を招集し、対抗措置に関する当社株主の皆様の意思を確認するものとします。かか
る株主意思確認のための株主総会において、出席株主の議決権の過半数の賛同が得られなければ、対抗措置の発動は行いません。その場合、
大規模買付者は、当社株主の皆様の意思を確認し、対抗措置の発動・不発動が決定されるまで、大規模買付行為は開始できないものとします。
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４．上記取り組みが会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を
目的とするものではないことについて

　まず、本対応方針は、会社の支配に関する基本方針に沿って、当社株式に対する大規模買付行為がなされた際に、当該大規模買付行為に応じ
るべきか否かを当社株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保し、当社株主の皆様のた
めに大規模買付者と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって導入さ
れるものです。

　次に、本対応方針は、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合や、大規模買付ルールを遵守する場合であっても、当該大規模買付
行為が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なう場合で、かつ、対抗措置を発動することが相当であると判断したときに限り、株主総会に
おいて株主の皆様の承認を得たうえで、対抗措置が発動されるように設定されており、当社取締役会による恣意的な対抗措置の発動を防止する
ための仕組みが確保されています。

　また、本対応方針における対抗措置の発動等に際しては、独立社外取締役または独立社外監査役によって組織された独立委員会に諮問し、同
委員会の勧告を 大限尊重するものとされています。また、その判断の概要については当社株主の皆様に情報開示をすることとされており、当社
の企業価値・株主共同の利益に適うように本対応方針の公正・透明な運用が行われる仕組みが確保されています。

　 後に、本対応方針は、株主総会における当社株主の皆様の承認を条件に継続されるものであり、その継続について当社株主の皆様の意向
が反映されることとなっております。また、本対応方針継続後、その後の株主総会において本対応方針の変更又は廃止の決議がなされた場合に
は、本対応方針も当該決議に従い変更又は廃止されることになります。

　さらに、当社取締役の任期は１年間となっており、毎年の取締役選任手続を通じて本対応方針の継続、廃止または変更の是非の判断に当社株
主の皆様の意向が反映されます。

　これらの措置により、本対応方針は、会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社役員の地
位の維持を目的とするものではないと考えております。

２２．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）

１．基本方針

　当社は、ASICS SPIRIT、アシックスＣＳＲ方針およびアシックスグローバル行動規範に基づき、情報開示規程を制定し、上場会社として、投資者

への適時、適切な会社情報の開示が健全な金融商品市場の根幹をなすものであることを十分に認識し、常に投資者の視点に立った迅速、正確
かつ公平な会社情報の開示を徹底するなど、誠実な業務遂行に努めております。

２．情報開示委員会

　情報取扱責任者を議長とした情報開示委員会を設置し、重要情報を一元的に管理・開示する体制を整備しております。情報開示委員会の責任
と役割は以下のとおりです。

・情報開示に関するグループ全体での戦略策定

・重要情報に関する開示の要否、時期、方法等の決定、取締役会または代表取締役社長への承認手続

・重要情報取扱についての役員・従業員等への指導・助言など

３．重要情報の開示

　当社各部門・グループ会社の情報管理担当者から報告された情報については、情報開示委員会で重要情報に該当するか否かの判断を行い、
機関決定を要する重要情報については、経営会議を経て取締役会の承認後、直ちに情報開示担当者が適時開示を行います。発生事実等緊急を
要する場合は、情報取扱責任者は、代表取締役社長の承認を得て、適時開示を行います。この場合、情報取扱責任者は、取締役会に報告するも
のとします。
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