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１．価値観
1.1. 企業理念と経営のビジョン

出所︓有価証券報告書 13ページ、⾃社webページ（https://www.starttoday.jp/about/philosophy/） 3

価値観 戦略
成果と重要な

成果指標
（KPI)

ガバナンスビジネスモデル 持続可能性・
成⻑性

（価値協創ガイダンス）
05. 企業は、⾃らのビジネスモデルや経営判断の拠り所となる企業理念等を⽰し、どのような事業を通じて、また、どのような仕組みや⽅法によって、それを体現するのか、基本的な考え⽅

を⽰すべきである。
06. その際、経営者が描く企業の将来像を経営ビジョンとして掲げ、⽬指すべき⽅向性や優先して取り組む課題を⽰すことも有益である。
07. 投資家は、企業の⽬指すべき⽅向や優先課題を理解することで、企業の経営戦略〔4.〕や主要な KPI（Key Performance Indicator）、その達成のために必要な取組期間を

踏まえた実施計画〔5.〕等を適切に評価することができる。

企業理念等の開⽰
有価証券報告書、および決算短信上にて
「会社の経営⽅針」として、企業理念、経営
理念、事業理念を記載している。

web上の開⽰
web上では、よりビジュアライズ化された形で
⾃社の企業理念等を提⽰している。



1.2. 社会との接点
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価値観 戦略
成果と重要な

成果指標
（KPI)

ガバナンスビジネスモデル 持続可能性・
成⻑性

（価値協創ガイダンス）
08. 時代とともに変化する社会課題は、企業にとって⾃社の事業を脅かすリスクとなり得るが、同時に新たな事業機会にもなり得る。⾃社の理念やビジョンに基づいて、どの社会課題を経

営課題、事業機会として特定し、どのようにビジネスモデル〔2.〕、戦略〔4.〕に落とし込んでいくのかということは、企業の存在意義にも関わる重要な経営判断である。
09. 投資家が⻑期的視点で企業価値を評価する上でも、企業がどのように社会課題を⾃らのビジネスモデル〔2.〕に落とし込むのか、競争優位性と他社にない存在意義とのつながりを理

解することは重要な要素である。
10. 企業が、⾃らの経営課題、事業機会として捉えるべき社会課題を特定するに当たっては、株主、従業員、取引先、地域社会等の様々なステークホルダーとの関係性〔2.2.2.〕、国

際的な共通の社会課題として特定されている「持続可能な開発⽬標（SDGs）」等を視野に⼊れた国際社会における受容性を踏まえて考えていくことも有益である。

１．価値観

出所︓有価証券報告書 8ページ、⾃社webページ（ https://www.starttoday.jp/news/20161118-449/）

外部環境の把握と経営課題の特定
有価証券報告書、および決算短信上
にて、当社の外部環境とともに、⾃社の
取り組みについても併せて説明している。

地域社会活性化への取り組み
本社のある千葉市幕張地域への貢献を
当社が取り組むべき社会課題の⼀つと
位置付け、その⼀環として千葉マリンスタ
ジアムのネーミングライツを取得している。



2．ビジネスモデル
2.1. 市場勢⼒図における位置づけ
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価値観 戦略
成果と重要な

成果指標
（KPI)

ガバナンスビジネスモデル 持続可能性・
成⻑性

（価値協創ガイダンス）
06. ビジネスモデルを理解し、その実現可能性を評価するためには、ビジネスモデルが前提とする主な市場の付加価値連鎖（バリューチェーン）と競争環境、その中における⾃社の⽴ち位

置、競争優位をもたらす差別化要素等を把握することが必要である。
07. 企業が⾃らの認識を⽰し、投資家との対話等を通じて、投資家の認識や仮説とのずれを確認することは、⾃らのビジネスモデルや戦略〔4.〕を⾒直す契機として重要である。特に、

様々な企業を⽐較評価する投資家から⾒て、⾃社が差別化要素として考えているものが、競争優位性を持つと評価されているかどうかを知ることは有益である。

出所︓⾃社webページ（https://www.starttoday.jp/ir-info/financial-data/mid-to-long-term-management-plan/）

市場環境の認識
EC市場のうち、ラグジュアリーゾーン、トレ
ンドゾーン、ボリュームゾーンの3つに区分
したうえで、当社が軸⾜を置くラグジュア
リーゾーンに関しての分析を記載している。
（同様の分析は、有価証券報告書上
にも記載）



2.2. 競争優位を確保するために不可⽋な要素
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価値観 戦略
成果と重要な

成果指標
（KPI)

ガバナンスビジネスモデル 持続可能性・
成⻑性

（価値協創ガイダンス）
14. 企業が差別化を図り、競争優位を確保する上で鍵となる経営資源（インプット）や資産・負債、重要なステークホルダーとの関係等を特定し、それらを維持・強化するための投資を

⾏い、効率性を⾼めていくことは、ビジネスモデルの持続可能性を⽀えるものである。
15. 投資家が企業のビジネスモデルの将来性、持続可能性を判断するに当たっては、このような要素を認識し、企業の戦略においてどのような資源配分、投資〔4.4.〕によってこれらを維

持・強化しようとしているのかを理解することが必要である。
16. 特に、そのビジネスモデルにとって最⼤の脅威となるのは、これらの経営資源等を安定的に確保できなかったり、失ったりすることであり、投資家にとって企業がそのようなリスクをどのように

認識し、対処しようとしているのかは、重要な情報である。

2．ビジネスモデル

出所︓有価証券報告書 15ページ

競争優位を確保するための課題
当社としての課題を、有価証券報告書
上の「会社の対処すべき課題」として3点
にまとめている。



３．持続可能性・成⻑性
3.1. ESGに対する認識
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価値観 戦略
成果と重要な

成果指標
（KPI)

ガバナンスビジネスモデル 持続可能性・
成⻑性

（価値協創ガイダンス）
07. 特に⻑期的視野に⽴つ投資家が企業を評価する視点として、ESG（環境・社会・ガバナンス）要素の重要性が⾼まっている。そのような投資家は ESG の個別要素を単独で評価

するのではなく、企業のビジネスモデルの持続性や戦略の実現可能性にどのように影響を与えるのかを理解するための情報として捉えている。
08. ESG の概念・範囲には様々な考え⽅があり、これらを超過収益の源泉ととらえる投資家もいるが、多くの投資家は少なくとも中⻑期的なリスク要因として認識している。また、特に企

業の持続可能性（サステナビリティ）に関連する環境・社会（E・S）と企業価値を⾼める前提となる規律としてのガバナンス（G）とは、性質が異なる⾯があると捉えている。
09. したがって、企業は⾃社の中⻑期的な企業価値やビジネスモデルの持続性に影響を与える、あるいは事業の存続そのものに対するリスクとして、どのような ESG の社会・環境要素を

特定しているか、その影響をどのように認識しているかを⽰すべきである。また、そのようなリスクへの対応や事業機会につなげるための取組について、戦略〔4.〕の中で⽰すことも有益で
ある。

10. 企業が⾃社にとって重要な ESG 要素を特定する際、ビジネスモデルが前提とする事業領域や産業（セクター）において主なリスク要因として認識されているものを念頭におくことは、
投資家の理解を得る上で有⽤である。その際、様々な機関が推奨する項⽬に沿って取り組むことは⽬的ではなく、むしろ⾃社の企業価値への影響を踏まえて⾃らが取り組むべき項
⽬を特定し、それを説明することが重要である。

11. ガバナンスに関しては、6.で掲げる事項を参照しつつ、企業が⾃らのビジネスモデルを実現するための戦略を着実に実⾏し、持続的に企業価値を⾼める⽅向での規律やインセンティブ
がはたらく仕組みとなっていることについて、投資家からの信認を得ることが重要である。

3.1ESGに対する認識については、外部からのニーズを把握していないため、
開⽰していない。



3.2. 主要なステーク ホルダーとの関係性の維持
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価値観 戦略
成果と重要な

成果指標
（KPI)

ガバナンスビジネスモデル 持続可能性・
成⻑性

（価値協創ガイダンス）
12. ⾃らのビジネスモデルを持続させるためには、経営資源や無形資産の確保とともに、ステークホルダー等との関係性〔2.2.2.〕を維持、強化することが必要である。特に中⻑期的な視

点に⽴てば、各ステークホルダーの利益相反を極⼩化して、相互に共有できる利益を拡⼤するビジネスモデルを設計することが、当該企業の社会的価値を盤⽯なものにする。
13. 投資家は、投資家以外のステークホルダー価値の創造が、投資家への持続可能で安定的な価値提供にもつながるという考え⽅を持っており、企業が主要なステークホルダーとどのよう

に向き合い（関係性）、ビジネスの仕組みや進め⽅に落とし込んでいるのかに関⼼がある。
14. 企業は、⾃社の企業理念や社会との接点に対する認識〔1.〕を踏まえ、主要なステークホルダーとの関係性をどのように構築し、その維持のためにどのような⽅策をとるのかを投資家に

対して⽰すべきである。

３．持続可能性・成⻑性

出所︓「コーポレトガバナンス・コードに関する当社の取り組み について」 （http://image-contents.s3.amazonaws.com/wp/wp-
content/uploads/2017/06/CGC_20170627.pdf）

株主含むステークホルダーとの協働
コーポレートガバナンス・コードに関する当
社の取り組みの⼀環として、株主含むス
テークホルダーとの協働について説明をし
ている。



3.3. 事業環境の変化リスク
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価値観 戦略
成果と重要な

成果指標
（KPI)

ガバナンスビジネスモデル 持続可能性・
成⻑性

３．持続可能性・成⻑性

（価値協創ガイダンス）
15. 企業を取り巻く事業環境は複雑化し、IoT（Internet of Things）により常に世界とつながっている状況や、国内事業においても海外とサプライチェーンを通じてつながっている状況

等が、事業活動への脅威となるリスク要因や不確実性を増加させ、考慮すべきリスクの範囲を拡⼤している。このようなリスクや不確実性をどのように認識し、それに対してどのように対
応するかということは、企業の持続可能性や成⻑性にとって重要である。

出所︓有価証券報告書 16-20ページ

リスクに関する記載
有価証券報告書の「事業等のリスク」と
して、①事業内容に係わるリスク、②経
営に係わるリスクの2つに区分した上で記
載している。

リスクに関する記載
有価証券報告書の「事業等のリスク」と
して、①事業内容に係わるリスク、②経
営に係わるリスクの2つに区分した上で記
載している。



4．戦略
4.1. バリューチェーンにおける影響⼒強化、事業ポジションの改善
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価値観 戦略
成果と重要な

成果指標
（KPI)

ガバナンスビジネスモデル 持続可能性・
成⻑性

（価値協創ガイダンス）
05. 企業が戦略により達成すべき⽬標を⽰すとともに、それと整合的な形で経営資源等の確保・強化〔4.2.、4.3.〕、投資戦略・事業ポートフォリオ組替等の⽅策〔4.4.等〕を説明するこ

とは、投資家の理解を深める上で重要である。
07. 戦略において、企業がバリューチェーンにおける事業ポジションを維持するのか、新たなポジションに移⾏するのか、必要に応じて軸⾜を移すことが可能な仕組みを備えているかなどの概

略が⽰されることで、投資家は、⻑期的視点での投資判断に不可⽋な環境変化への耐性を理解し、企業のビジネスモデルと戦略をより適切に評価することが可能となる。

出所︓⾃社webページ（https://www.starttoday.jp/ir-info/financial-data/mid-to-long-term-management-plan/）

中⻑期⽬標及びそのための戦略
市場分析を基礎として、当社が中⻑期
的に⽬指す⽬標、およびそのために必要
となる市場拡⼤戦略を記載している。
（有価証券報告書上にも中⻑期⽬標
を記載）

中⻑期⽬標及びそのための戦略
市場分析を基礎として、当社が中⻑期
的に⽬指す⽬標、およびそのために必要
となる市場拡⼤戦略を記載している。
（有価証券報告書上にも中⻑期⽬標
を記載）



4.2. 経営資源・無形資産等の確保・強化
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価値観 戦略
成果と重要な

成果指標
（KPI)

ガバナンスビジネスモデル 持続可能性・
成⻑性

（価値協創ガイダンス）
08. 企業の戦略において、競争優位の源泉となる経営資源や無形資産等〔2.2.1.〕を確保・強化するためにどのような投資を⾏い、それらをどのように活⽤して顧客に価値を提供し、持

続的な企業価値向上につなげていくかということは重要な要素である。
09. これらの概略とともに、その成果をどのような時間軸、⽅法で評価するのかについて、成果指標〔5.〕等と合わせて⽰すことは、投資家が企業の戦略と実⾏⼒を評価する上で重要であ

る。
10. 企業のバランスシートにおいて、多くの無形資産は資産として認識されず、中⻑期的な価値向上を⾒据えた無形資産への戦略投資は当期費⽤の⼀部として取り扱われる。また、こ

れらの情報は、必ずしも企業が戦略的に捉える要素ごと、あるいはビジネスモデルが前提とする事業領域やセクター（セグメント）ごとに⽰されておらず、投資家に利益を圧縮する⾮
効率な費⽤としてのみ認識されるおそれがある。設備・施設等資産として認識されている有形資産への投資についても、必ずしもビジネスモデルや戦略に関連づけて⽰されていない。

11. したがって、企業の中⻑期的な戦略投資を投資家が適切に評価するため、これらの投資の規模や内容を定量的、定性的に⽰すとともに、それがどのように持続的な企業価値に貢献
するか、評価の指標や⽅法とともに伝えることが重要である。その際、投資家から⾒て、これらの投資（費⽤）が資産として捉えられ、それぞれの回収期間等を想定して「投資収益
率（Return on Investment）」の考え⽅が⽰されることは有⽤である。

12. また、重要な経営資源や無形資産等の喪失リスクが顕在化した場合への対応として、他の経営資源で補完するなど（有形・無形資産を他の有形・無形資産で補完するなど）の
次善策を⽰すことも投資家からの信任を得る上で重要である。

13. これらの経営資源や無形資産やそれらへの投資のあり⽅は、事業領域や産業（セクター）によって異なるが、以下で⽰す主要な要素（⼈的資本、技術、ブランド、組織、M&A）
に関する投資家との対話における考え⽅を参照し、⾃らの戦略の中に組み込むことも有益である。

4．戦略

経営資源としての資本政策の提⽰
当社は経営資源として、財務資本を第
⼀義とし、ROE30％を最低⽔準とした
効率的な経営を企図している。

出所︓「コーポレトガバナンス・コードに関する当社の取り組み について」 （http://image-contents.s3.amazonaws.com/wp/wp-
content/uploads/2017/06/CGC_20170627.pdf）



4.3. ESG・グローバルな社会課題（SDGs等）の戦略への組込
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価値観 戦略
成果と重要な

成果指標
（KPI)

ガバナンスビジネスモデル 持続可能性・
成⻑性

（価値協創ガイダンス）
41. 企業が経営課題として特定した ESG 等のリスク〔3.〕について、⾃社のリスクマネジメントの中でどのように管理し、影響緩和のための⽅策を戦略に組み込んでいるかは投資家にとって

重要な情報である。
42. 戦略においては、ESG 等の要素をリスク・脅威としてのみならず、新たな事業を⽣み出し、また、ビジネスモデルを強化する機会としてどのように位置づけているか、そのためにどのような

投資や資源配分を⾏っているのかを⽰すことも重要である。
43. 特にグローバルな事業活動を⾏う企業にとっては、「持続可能な開発⽬標（SDGs）」等で⽰される国際的な社会課題に対して、⾃社の企業価値の持続的向上がこれら課題の解

決にもつながるという「共有価値の創造（CSV）」の観点を念頭に置くことも重要である。例えば、SDGs 等で掲げられる⽬標について、企業の価値観〔1.〕に基づき、⾃社の活動の
社会・環境への影響の⼤きさや企業価値を⾼める戦略の観点から優先順位を付けて取り組むことが考えられる。

44. 国際的に認識されている社会課題に関する枠組みを参照することは、グローバルな投資家の理解を促進し、建設的な対話を進めるために有⽤である。また、このような検討や対話を
通じて、企業⾃⾝が意識していなかった⾃社の強みや価値を認識することも重要である。

4．戦略

「4.3. ESG・グローバルな社会課題（SDGs等）の戦略への組込」については、
外部からのニーズを把握していないため、開⽰していない。



4.4. 経営資源・資本配分（キャピタル・アロケーション）戦略
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価値観 戦略
成果と重要な

成果指標
（KPI)

ガバナンスビジネスモデル 持続可能性・
成⻑性

（価値協創ガイダンス）
45. 有形・無形資産への投資等、経営資源・資本配分を最適化することにより、持続的な企業価値向上を実現することは、企業の経営者が⾏う重要な意思決定である。
46. 経営資源・資本配分を最適化するためには、⾃社のビジネスモデル〔2.〕においてそれぞれの投資がどのように中⻑期的な収益や企業価値向上に寄与するのか、それらをどのように評

価・モニタリングして投資判断を⾏うかといったことが重要となる。
47. 投資家にとって、個別の経営資源や無形資産への投資判断〔4.2.等〕のみならず、企業が全体戦略の中で事業ポートフォリオをどのように構築し、組み替えていくのか、それぞれの経

営資源や資産の関係性をどのように捉えているのかを理解することは重要である。

4．戦略

出所︓有価証券報告書 8ページ

経営資源の使⽤⽬途についての開⽰
有価証券報告書をはじめとする適時開
⽰において、当社がどのような取り組みに
経営資源を投下しているかについて記載
している。



5．成果と重要な成果指標（KPI）
5.1. 財務パフォーマンス
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価値観 戦略
成果と重要な

成果指標
（KPI)

ガバナンスビジネスモデル 持続可能性・
成⻑性

（企業価値ガイダンス）
03. 企業の持続的な企業価値向上は、中⻑期的に資本コストを上回る財務パフォーマンス（キャッシュリターン）をあげることによって実現され、投資家はそうした価値創造に期待して⻑

期投資を⾏うことができる。
04. したがって、経営者がこれまでの⾃社の価値創造をどのように認識しているのか、また、企業価値向上に向けた戦略を実現する過程で⾜下の財政状態や経営成績をどのように分

析・評価しているのかということは、投資家にとって重要な情報である。

出所︓有価証券報告書 ２ページ、⾃社webページ（https://www.starttoday.jp/ir-info/financial-data/financial-information/）

制度における開⽰
有価証券報告書をはじめとする制度上
の開⽰において、必要とされる財務パ
フォーマンスを開⽰している。

任意の財務パフォーマンス開⽰
webサイト上では、営業利益に絞った上
で、四半期の推移を開⽰している。



5.2. 戦略の進捗を⽰す独⾃KPIの設定
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価値観 戦略
成果と重要な

成果指標
（KPI)

ガバナンスビジネスモデル 持続可能性・
成⻑性

（企業価値ガイダンス）
09. 企業全体の価値創造に関連する KPI（ROE、ROIC 等）を⽰すことは有益だが、それだけでは企業がそれを達成するためにどのような具体的⾏動を取るかが⾒えにくいため、投資

家にとって説得⼒ある KPI にはならない。
10. そのため、⾃社固有の戦略〔4.〕に沿って将来の経営計画を策定し、その進捗状況を検証するための定量・定性それぞれの企業独⾃の KPI を設定することが求められる。
11. また、KPI の変更は、重要な戦略の変更を⾏ったことと理解されるため、その理由を投資家に対し⽰すことが有益である。

5．成果と重要な成果指標（KPI）

出所︓有価証券報告書 10ページ

ZOZOTOWN事業における独⾃KPIの開
⽰
決算短信、有価証券報告書上にて、出店
ショップ数や年間購⼊者数といった
ZOZOTOWN事業における独⾃KPIを開⽰
している。
（Web上ではさらに広範にわたって開⽰）



5.3. 企業価値創造と独⾃KPIの接続による価値創造設計
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価値観 戦略
成果と重要な

成果指標
（KPI)

ガバナンスビジネスモデル 持続可能性・
成⻑性

（企業価値ガイダンス）
12. 企業独⾃の KPI を追求することで、企業全体の価値創造に関連する KPI（ROE、ROIC 等）とのつながりが⾒えにくくなることがある。例えば、独⾃ KPI が細かすぎることで投資

家が理解しきれず、評価不能な情報となるおそれがある。
13. したがって、企業は、全体としての価値創造に関連するKPIを分解した結果が独⾃のKPIに結びつくように、または、独⾃の KPI を積み上げた結果が企業価値創造の KPI に接続す

るように KPI を設定し、組織全体として価値創造プロセスが実現するような設計を意識すべきである。

5．成果と重要な成果指標（KPI）

「5.3. 企業価値創造と独⾃KPIの接続による価値創造設計」については、
外部からのニーズを把握していないため、開⽰していない。



5.4. 資本コストに対する認識
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価値観 戦略
成果と重要な

成果指標
（KPI)

ガバナンスビジネスモデル 持続可能性・
成⻑性

（企業価値ガイダンス）
15. 全体の企業価値創造に関連する KPI が意識されるとともに、⾃社の投資判断においても資本コストを超過するリターンを求める意志が伝わることは投資家の評価を得る上で重要で

ある。
16. 資本コストは市場が期待する収益率であり、負債コストと株式コストの加重平均（WACC）といった考え⽅もあるが、絶対的な定義はない。企業は、資本コストを投資家との間の信

頼関係や期待等を反映した総合的なものとして認識し、これに対する考え⽅を⾃社の経済的価値・株主価値の創出状況の認識の中で⽰すことが重要である。

5．成果と重要な成果指標（KPI）

出所︓有価証券報告書 13ページ

資本コストに対するスタンスの提⽰
資本コストを上回る利益を⽣み出すことで、すべて
のステークホルダーに満⾜いただける旨を明確に記
載している。
（決算短信、事業報告書上も同様の記載）



5.5. 企業価値創造の達成度評価
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価値観 戦略
成果と重要な

成果指標
（KPI)

ガバナンスビジネスモデル 持続可能性・
成⻑性

（価値協創ガイダンス）
17. KPI の設定後には、その達成状況を投資家に⽰すことが重要である。特に、達成できなかった場合においては、その理由を事業環境要因のみでなく、⾃社のビジネスモデル及び戦略

に照らし合わせて説明することが投資家の理解を得る上で重要である。
18. 企業にとって、そのような対話の積み重ねを通じて、事業環境要因に左右されにくい戦略の精緻化や⾼度化を図り、経営⼒を⾼めるための PDCA サイクルとしていくことは有益である。

投資家が、そのような企業との対話を通じてKPIやその背景となる戦略を理解することは、企業に対する信頼を⾼めるためにも重要である。

5．成果と重要な成果指標（KPI）

「5.5. 企業価値創造の達成度評価」については、外部からのニーズを把握して
いないため、開⽰していない。



6.1. 経営課題解決にふさわしい取締役会の持続
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価値観 戦略
成果と重要な

成果指標
（KPI)

ガバナンスビジネスモデル 持続可能性・
成⻑性

（価値協創ガイダンス）
03. 投資家は、⼀連の企業⾏動を規律するガバナンスの仕組みが持続可能なものであるかを投資判断に必要な情報としている。企業が戦略を実⾏する上での課題解決にふさわしい経

営陣や取締役が適時・適切に選任され、成果に応じた評価がなされているか、また、そのような仕組みが組織として継続的に確保できるかということを重視している。
04. 企業には、経営⽅針や優先する経営課題を投資家と共有するとともに、その課題解決および実⾏に最もふさわしい経営陣の資質及びそのような経営者を選任・育成するための後

継者計画（サクセッション・プラン）を⽰すとともに、取締役会がそのような仕組みを持続的に確保できることを⽰すことが求められる。

6．ガバナンス

取締役会含む経営陣幹部の選任に関する⽅針
「コーポレートガバナンス・コードに関する当社の取
り組みについて 」の中で、経営陣幹部の選任につ
いての⽅針を明記している。

後継者計画（サクセッション・プラン）
「コーポレートガバナンス・コードに関する当社の取
り組みについて 」の中で、後継者計画についての
考え⽅を記載している。

出所︓「コーポレトガバナンス・コードに関する当社の取り組み について」 （http://image-contents.s3.amazonaws.com/wp/wp-
content/uploads/2017/06/CGC_20170627.pdf）



6．ガバナンス
6.2. 社⻑、経営陣のスキルおよび多様性
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価値観 戦略
成果と重要な

成果指標
（KPI)

ガバナンスビジネスモデル 持続可能性・
成⻑性

（価値協創ガイダンス）
05. 投資家は、業務執⾏を担う経営陣（企業の経営判断を担う社⻑・CEO、業務執⾏取締役、執⾏役・執⾏役員その他重要な使⽤⼈）が、求められる資質や能⼒を備えているこ

と、そして意思決定した事項を着実に実⾏することを求めている。さらに、取締役会や経営陣全体としての機能を発揮するため、属性や経験、能⼒等の多様性（ダイバーシティ）が
確保されていること、透明性・合理性の⾼い意思決定を⾏う仕組みが担保されていることを重視している。

06. 企業には、これらに関する⾃社の考え⽅を明確にしつつ、投資家との対話からの⽰唆も活⽤して、情報提供を⾏うことが求められる。

出所︓有価証券報告書 31ページ、「コーポレトガバナンス・コードに関する当社の取り組み について」 （http://image-contents.s3.amazonaws.com/wp/wp-
content/uploads/2017/06/CGC_20170627.pdf）

役員の状況に関する開⽰
有価証券報告書上にて、制度に則り各役員の
経歴が記載されている。

役員の状況に関する開⽰
有価証券報告書上にて、制度に則り各役員の
経歴が記載されている。

多様性およびスキルに対する考え⽅
「コーポレトガバナンス・コードに関する当社の取り
組み について」において、それぞれ⽰されている。

多様性およびスキルに対する考え⽅
「コーポレトガバナンス・コードに関する当社の取り
組み について」において、それぞれ⽰している。



6．ガバナンス
6.3. 社外役員のスキルおよび多様性
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価値観 戦略
成果と重要な

成果指標
（KPI)

ガバナンスビジネスモデル 持続可能性・
成⻑性

（価値協創ガイダンス）
07. 投資家は、主として業務執⾏に対する監督の役割を担う社外役員（社外取締役等）に対して、⼀般株主の利益を確保する観点から、独⽴した客観的な⽴場とその意思を有し

ていることを前提条件として求めている。さらに、個々の社外役員が業務執⾏を担う経営陣等と対等の議論をするに⼗分な能⼒や、経験を有しており、また、社外役員全体として多
様性が確保されることで、⼀般株主との利益相反の監督のために活動・貢献することを求めている。

08. 企業には、社外役員の経歴や属性、実際に果たした役割等に関する情報を⽰すとともに、必要に応じて社外取締役等が投資家への情報発信や対話を⾏うなど積極的な対応が求
められる。
出所︓有価証券報告書 36ページ、「コーポレトガバナンス・コードに関する当社の取り組み について」 （http://image-contents.s3.amazonaws.com/wp/wp-
content/uploads/2017/06/CGC_20170627.pdf）

社外役員に対する考え⽅
「コーポレトガバナンス・コードに関する当社の取り
組み について」において、当社の社外役員に対す
る考え⽅を、将来の⽅針も含め⽰している。

社外役員の選任理由
株主総会招集通知および有価証券報告書に、
社外役員の選任理由を記載している。



6．ガバナンス
6.4. 戦略的意思決定の監督・評価
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価値観 戦略
成果と重要な

成果指標
（KPI)

ガバナンスビジネスモデル 持続可能性・
成⻑性

（価値協創ガイダンス）
09. 投資家は、⼗分なスキルおよび多様性を備えた取締役、特に社外取締役等が、⾃らに代わって業務執⾏を担う経営陣の戦略的意思決定を適切に監督・評価（モニタリング）する

ことを求めている。企業にはその仕組みとモニタリングの結果を投資家に⽰していくことが求められる。

出所︓有価証券報告書 34,36ページ

戦略的意思決定の監督・評価
有価証券報告書上においてモニタリング体制を⽰
すとともに、「内部監査および監査役監査の状
況」を⽰している。

戦略的意思決定の監督・評価
有価証券報告書上においてモニタリング体制を⽰
すとともに、「内部監査および監査役監査の状
況」を⽰している。（取締役会の実効性評価につ
いては6.7を参照）



6．ガバナンス
6.5. 利益分配の⽅針
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価値観 戦略
成果と重要な

成果指標
（KPI)

ガバナンスビジネスモデル 持続可能性・
成⻑性

（価値協創ガイダンス）
10. 投資家にとって、企業の利益分配は最も確実な収益の源泉であり、その⽅針は投資判断における重要な情報である。企業には、利益分配の⽅針を投資家に⽰すことが求められる。

出所︓⾃社webページ（https://www.starttoday.jp/ir-info/shareholders-info/dividends/）

配当⽅針
事業報告書や有価証券報告書
に加え、webページ上においても
配当⽅針を明確に⽰している。



6．ガバナンス
6.6. 役員報酬制度の設計と結果
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価値観 戦略
成果と重要な

成果指標
（KPI)

ガバナンスビジネスモデル 持続可能性・
成⻑性

（価値協創ガイダンス）
11. 投資家は、役員報酬の⾦額⾃体よりも、役員報酬が企業の経営戦略や業績とどのように連動しているのか、また、経営⽅針や責任と整合的かといった制度設計の考え⽅を確認し、

企業評価において考慮する。
12. 企業には、成果や KPI〔5.〕との関連性を含め、報酬に関する制度設計の考え⽅を⽰すことが求められる。また、役員報酬と企業価値向上への寄与について投資家の理解と信任を

得られるよう努めることが重要である。

役員報酬制度の設計と結果
有価証券報告書においては、制
度に基づいた報酬⾦額の開⽰と
⽅針について開⽰している。

CGコードに基づいた開⽰
役員報酬制度について、有価証
券報告書よりも詳細に⽰されて
いる。

出所︓有価証券報告書 37ページ、「コーポレトガバナンス・コードに関する当社の取り組み について」 （http://image-contents.s3.amazonaws.com/wp/wp-
content/uploads/2017/06/CGC_20170627.pdf）
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6.7. 取締役会の実効性評価のプロセスと経営課題
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価値観 戦略
成果と重要な

成果指標
（KPI)

ガバナンスビジネスモデル 持続可能性・
成⻑性

（価値協創ガイダンス）
13. 投資家は、取締役会が⾃らの意思決定の責任を負い、実効性あるものとなっているかを客観的に評価することを求めている。企業には、その評価の結果や改善に向けて取り組むべき

優先課題を投資家に⽰すことが求められる。

出所︓「コーポレトガバナンス・コードに関する当社の取り組み について」 （http://image-contents.s3.amazonaws.com/wp/wp-
content/uploads/2017/06/CGC_20170627.pdf）

取締役会の実効性評価
「コーポレトガバナンス・コードに関
する当社の取り組み について」に
おいて、当社の取締役会の実効
性評価のプロセスが⽰されている。


