
 

 

                       

事 業 報 告 

（２０１９年１月１日から２０１９年１２月３１日まで） 

 

１．企業集団の現況 

（１）当事業年度の事業の状況 

①事業の経過および成果 

当会計年度（2019 年１月１日から 2019 年 12 月 31 日まで）においては、国内外の政治経済

が不安定となり景気が不透明な状況が続きました。そのなかで、当社グループは各事業分野に

て培ってきた経験やノウハウを融合し、新たな事業成長に向けた取り組みを進めてまいりまし

た。 

ファニチャー事業分野においては、働き方改革の潮流により「新たな働き方」や「オフィス

での健康」をテーマとする投資が増えるなか、当社らしいユニークな製品展開・空間提案を行

ってまいりました。デザイナー伊丹由和氏との共同開発による良い姿勢を“楽に保つ”ことが

できるオフィスチェア『BeneS (べネス)』、来客用会議室がオフィスにおける企業の顔となる

ことにフォーカスした大型会議テーブル『INTEO(インテオ)』、デザイナー清水慶太氏との共同

開発による応接ソファ『S1(エスワン)』など、「上質感」や「品格」にこだわったプロダクト

を新たに発売いたしました。 

また、海外ブランド製品の取り扱いとして、創業 200年の歴史を持つドイツの高級家具ブラ

ンド「THONET（トーネット）」の本格販売もスタートいたしました。 

プロモーション活動では、７月の「ワークスタイル変革 EXPO」、11月にはショールーム「+PLUS

（プラス プラス）」にて開催した「PLUS Furniture Fair 2020」を通じ、当社のデザイン力と

働き方を発信してまいりました。また、プロジェクトマネジメント案件の獲得に向けた体制の

整備と強化、潜在顧客の開拓ツールとして「PDGS（プラス デマンド ジェネレーション システ

ム）」により更なる市場拡大への取組みを継続しました。 

更に、オフィス家具通販子会社のオフィスコム株式会社にて、EC事業の拡充とファシリティ

事業の拡大に鋭意注力しました。 

ステーショナリー事業分野においては、主力製品群であるファイル・テープ・金属・事務用

品群で、付加価値の高い製品を発売いたしました。特に BtoC向け商品として富士山の開山日に

合わせて７月 10日に数量限定で発売した『エアイン 富士山消しゴム』は「消して作る自分だ

けの富士山」としてご好評をいただき、ご要望にお応えして 12月に定番化いたしました。加え

て、ベトナム工場の生産品としてカーボンファイバー配合のフラットタイプ糊を搭載したテー

プのり『ノリノコロ』やオリジナル処方の新素材「ソフトエラストマー」を使用した『リング

型 メクリッコ キャッチ』等、ユニークな製品を発売いたしました。 

また、国内６年連続売上 NO.1（※1）を誇る事務用ばさみトップメーカーとして、『フィット

カットカーブ スマート』『フィットカットカーブ ツイッギー フッ素コート』を発売し、シリ

ーズのラインナップを拡充しました。合わせて一般社団法人日本記念日協会の認定のもと、毎

年８月３日を「文具はさみの日」と制定いたしました。更に業務・資本提携を行っているセー



 

 

ラー万年筆とのコラボレーション企画として『カ.クリエ プレミアムクロス×プロフィットジ

ュニア 限定セット』を発売いたしました。 

デザイン面では、『ぴったりすっきりホルダー』が 2019年グッドデザイン賞を受賞。ダブル

クリップの省力化技術を取り入れ昨年発売した軽く開ける『エアかる』が中国の国際デザイン

賞「Design Intelligence Award 2019」（※2）銀賞を受賞しております。 

これら製品の一部は、アジアを中心としたマーケットでも同様に展開し、世界の子供たちに

向けた当社製品の提供にも注力しております。 

なお、子会社のアピカ株式会社と株式会社キョクトウ・アソシエイツが 1月 1日付で事業統

合を行い日本ノート株式会社として新たにスタートいたしました。両社の事業統合により、一

層強い経営基盤を構築し、製品開発はもとより、販売、生産、調達、物流、ファイナンス等あ

らゆる面でのシナジー効果を追求し、日本有数のノートメーカーを目指してまいります。 

ミーティングツール事業分野においては、磁力で何度も繰り返し書き消しができる新感覚メ

モツール、磁性メモパッド『クリーンノート Kaite（カイテ）』を発売いたしました。当社の

独自技術により、「なめらかで細やかな筆記性能」と「表面からの部分消去」を実現し、紙に

書くような使い心地を追求。インクを使用しないため汚れや消しカスを気にする必要がなく、

紙やマーカー、電池などの消耗品が一切不要で、アイデアの書き出し、学習やスケッチ、筆談

など、オフィスや家庭、衛生面に敏感な病院や厨房において、より手軽なメモとして大きな話

題を呼びました。 

また、オフィス環境のオープン化が進むなかで、手軽にミーティングが行える「書く=ホワイ

トボード機能」「貼る=掲示板機能」「仕切る=衝立機能」を兼ね備えたパーティション型ホワ

イトボード製品が引き続きご好評をいただきました。更なるニーズに対応するため、「片面掲

示板/片面ホワイトボード」を拡充し、ユニークな製品展開・空間提案を行ってまいりました。

パーティション型ホワイトボードに代表される「高付加価値製品」の拡大でホワイトボード事

業は売上・利益共に大きく伸長しました。 

   流通・サービス事業分野において、ジョインテックスカンパニーでは、「新たな機能・価値

を提供し続ける中間流通業（New Middleman®）」として、引き続きさまざまな事業を進化させ

ています。 

サプライビジネスの中核事業である「スマートオフィス」「スマートスクール」「スマート

介護」は好調に推移し、オフィス市場、保育・学校市場、介護市場での顧客も増加して、高収

益事業としてジョインテックスカンパニー全体の収益の核となりました。 

また、付加サービスとして、ジョインテックスカンパニーとサプライヤーの ECサイトを連携

させ、お客様の間接材一括購買と支払い業務の効率化をサポートする「みつかるマート」や、

購買サポートメニューと経営サポートメニューをパッケージにした「まるサポ」などのサービ

ス提供はお客様から高い評価をいただいております。 

家具ビジネスでは、販売店における技能・資格取得の支援策として、建築施工管理技士の「セ

コカン塾」を継続実施し、資格取得者数も順調に伸び続けています。資格取得による販売店の

競争力強化に努めた結果、「家具工事案件」も増加しております。 

2018年に第四のカンパニーとして発足したリテールサポートカンパニーは、妙高コーポレー



 

 

ション株式会社、大平紙業株式会社と共に量販店店頭の文房具売場の活性化を目指し、「ラッ

クジョバー」モデル導入店数は合計約 7,000店舗まで伸長。従来のスーパー/ドラッグストアな

どの小型店に加えて、ホームセンターなどの大型店へも展開し、当社グループが関与する文房

具売場面積は格段に拡大いたしました。更に、11月には株式会社ビースタイルと共にロングテ

ールサポート株式会社を設立し、「ラックジョバー」モデルを強化・推進するための「ラウン

ド＆デリバリー」（※3）の実現に向けて大きな一歩を踏み出しました。 

子会社にて運営する物流事業分野では、コスト構造が悪化する状況下、ますます伸長する外

部のニーズを大きなビジネスチャンスをとらえ、倉庫運営・配送・工事関連の業容拡大とサー

ビス充実に努めました。 

   以上の結果、当事業年度の業績につきましては、売上高 92,893百万円（前事業年度比 1.5％

増）、営業利益 625 百万円（前事業年度は、299 百万円の営業利益）、経常利益 1,994 百万円

（前事業年度は、1,348 百万円の経常利益）、当期純利益 505百万円（前事業年度は、774百万

円の当期純利益）となりました。 

（※１） 当社調べ 

（※２） 中国美術学院主催、浙江省政府後援によって 2015年に創立された国際的なデザイン

賞です。 

（※３） リテールサポートカンパニーグループのスタッフが定期的に小売店に訪問し、取り

扱い商品の納品・返品・店舗間移動等と店舗運営サポートを行うサービスです。 

②設備投資の状況 

当事業年度中において実施した設備投資の総額は、1,154百万円であります。 

その主なものは、受託生産に伴う設備投資であります。 

また、ご参考としまして、連結会計年度中における設備投資は 3,249百万円であります。 

その主なものは、当社の受託生産に伴う設備投資の他、プラスロジスティクス株式会社が

所沢で改築中の物流センターであります。 

③資金調達の状況 

当事業年度末における借入金は 21,498 百万円となり、前年同期と比べ 8,365 百万円増加

しております。その主な内容は、子会社に対する出資金 10,000百万円のための資金として、

金融機関から 7,000百万円の資金調達をしました。 

また、ご参考としまして、連結会計年度末における借入金は 29,369 百万円となり、前年同

期と比べ 8,511百万円増加しております。その主な内容は、当社の子会社に対する出資金の

ための資金調達であります。 

④事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況 

該当事項はありません。 

⑤他の会社の事業の譲受けの状況 

該当事項はありません。 

⑥吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況 

該当事項はありません。 

⑦他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況 



 

 

当社については、該当事項はありません。 

また、ご参考としまして、当社の子会社であるジャパンステーショナリーコンソーシアム

合同会社は、2019 年 12 月をもって、ぺんてる株式会社の株式を取得し、関連会社といたし

ました。 

 

（２）直前３事業年度の財産および損益の状況 

区      分 
（第 21 期） 

2016年 12月期 

（第 22 期） 

2017年 12月期 

（第 23 期） 

2018年 12月期 

（第 24 期） 

2019年 12月期 

（当事業年度） 

売上高 （百万円） 91,739 93,968 91,492 92,893 

経 常 利 益 又 は 

経常損失（△）        
（百万円） 1,981 3,266 1,348 1,994 

当期純利益又は

当期純損失（△） 
（百万円） 1,352 2,149 774 505 

１株当たり当期純

利益又は当期純損

失（△） 

（円） 187.65 298.18 107.41 70.08 

総資産 （百万円） 82,312 76,083 72,702 87,315 

純資産 （百万円） 26,350 24,955 22,300 26,519 

１株当たり純資産額 （円） 3,654.88 3,461.27 3,093.07 3,678.25 

 

（ご参考）直前３事業年度の財産および損益の状況（連結） 

区      分 
（第 21 期） 

2016年 12月期 

（第 22 期） 

2017年 12月期 

（第 23 期） 

2018年 12月期 

（第 24 期） 

2019年 12月期 

（当連結会計年度） 

売上高 （百万円） 134,883 160,665 177,269 186,680 

経 常 利 益 又 は 

経常損失（△）        
（百万円） 2,276 4,517 1,857 1,974 

親会社株主に帰

属する当期純利

益又は親会社株

主に帰属する当

期純損失（△） 

（百万円） 1,520 4,715 700 824 

１株当たり当期純

利益又は当期純損

失（△） 

（円）     210.95     654.06    97.21 114.42 

総資産 （百万円） 100,107 111,593 115,017 130,472 

純資産 （百万円） 34,817 36,141 33,121 38,181 

１株当たり純資産額 （円） 4,812.93 4,954.77 4,532.54 4,938.74 



 

 

（注）１．単体及び連結財務書類の記載金額は百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。 

２．連結財務書類については、第 23期まで会社法 444条第４項に定める会計監査人の監査

を受けておりましたが、第 24期より受けておりません。 

 

（３）重要な親会社および子会社の状況 

①親会社との関係 

当社の親会社は株式会社アイアンドアイであり、同社は当社の株式を 4,004,710株（議決

権比率 55.6％）保有いたしております。 

当社と親会社との間に取引はありません。 

②重要な子会社の状況 

会 社 名 
資本金 

（百万円） 

当社の議決権 
比率(%) 
（注) 

主な事業内容 

ビズネット㈱ 100 100.0 
大中規模事業所対象のオフィス生活

用品調達代行サービス 

プラスロジスティクス㈱ 100  
77.7 

[22.3] 

文具・オフィス家具等の配送、施工、

保管 

オフィスコム㈱ 60 100.0 
オフィス家具通販、内装施工、OA機

器施工 

大平紙業㈱ 100 100.0 文房具卸売 

妙高コーポレーション㈱ 90 

80.3 

（5.7） 

[19.6] 

文房具卸売 

PLUS VIETNAM INDUSTRIAL CO.,LTD. 
ベトナムドン 

188,646百万 
100.0 文具・事務用品の製造 

プラスカーゴサービス㈱ 10 
100.0 

（100.0） 
貨物等の収集運搬、配送、倉庫業 

ＮＳＫ㈱ 100 
100.0 

（100.0） 

建築、建設設備、情報通信設備のコ

ンサルテーション・設計・施工 

（注）１. 当社の議決権比率の（ ）内は、間接持株比率で内数、[ ]は、緊密な者又は同意

している者の持株比率で外数であります。 

   

（４）対処すべき課題 

当社グループといたしましては、引き続きビジネスモデルを変革、グループシナジーの更な

る追求、価値ある商品・品質・サービスの開発・提案と海外・国内市場創造等により、外部環

境に左右されない収益力を持った創造型ビジネス企業を目指していく所存であります。 

株主の皆様におかれましては、今後ともより一層のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申

し上げます。 



 

 

（５）主要な事業内容 （2019年 12月 31日現在） 

事 業 分 野 事 業 内 容 

フ ァ ニ チ ャ ー 
オフィス家具、オフィスインテリア用品等の開発・製造・販売および
輸出入、オフィス設計・施工および内装工事 

ステーショナリー 
文具、事務用品、事務機器、紙製品、OA サプライ、梱包用品等の開
発・製造・販売および輸出入 

ミーティングツール 
電子光学機器、光学応用機器、事務機器、ホワイトボード等の開発・
製造・販売 

流 通 ・ サ ー ビ ス 
家具、文具、事務用品、教育機器・教材、日用品、食料品、福祉・介
護用品等の販売、印刷・翻訳サービス等の提供 

 

（６）主要な営業所および工場 （2019年 12月 31日現在） 

①当社 

本     社 

支     店 

 

 

 

 

工 場 

東京都港区 

北海道札幌市      宮城県仙台市 

群馬県高崎市    埼玉県さいたま市 

東京都千代田区   神奈川県横浜市 

愛知県名古屋市   大阪府大阪市 

広島県広島市    福岡県福岡市 

群馬県前橋市    埼玉県入間郡三芳町 

埼玉県大里郡寄居町 大阪府東大阪市 

②子会社 

ビズネット㈱ 本社：東京都千代田区 

プラスロジスティクス㈱ 本社：東京都豊島区 

オフィスコム㈱ 本社：東京都千代田区 

大平紙業㈱ 本社：福岡県北九州市 

妙高コーポレーション㈱ 本社：東京都墨田区 

PLUS VIETNAM INDUSTRIAL CO.,LTD.  本社・工場：DONG NAI PROVINCE, VIETNAM  

プラスカーゴサービス㈱ 本社：東京都豊島区 

ＮＳＫ㈱ 本社：東京都千代田区 

 

（７）使用人の状況（2019 年 12月 31日現在） 

  ①当社の使用人の状況 

使用人数 
前事業年度末比 

増減 
平均年齢 平均勤続 

年数 
1,431名  55名増  44.11歳   11.75年 

（注）使用人数は就業員数であり、臨時使用人（期中平均雇用人数 121 名）は 

含まれておりません。 

 

 



 

 

（ご参考）人員推移（連結） 

使用人数 前連結会計年度末比増減 

     5,510 名  48名減  

（注）使用人数は就業員数であり、臨時使用人（期中平均雇用人数 854 名）は 

含まれておりません。 

 

（８）主要な借入先の状況 （2019年 12月 31日現在） 

借入先の名称 借入額 

㈱みずほ銀行 

㈱三井住友銀行 

㈱群馬銀行 

㈱三菱ＵＦＪ銀行 

㈱横浜銀行 

9,720百万円 

2,380百万円 

1,877百万円 

1,611百万円 

980 百万円 

 

 （ご参考）借入先の状況（連結） 

借入先の名称 借入額 

㈱みずほ銀行 

㈱三井住友銀行 

㈱群馬銀行 

㈱三菱ＵＦＪ銀行 

㈱横浜銀行 

12,311 百万円 

3,975百万円 

2,602百万円 

2,136百万円 

980 百万円 

 

（９）その他企業集団の現況に関する重要な事項 

 該当事項はありません。 

 

 

２．会社の現況 

（１）株式の状況 （2019 年 12月 31日現在） 

①発行可能株式総数         100,000,000 株 

②発行済株式の総数          8,562,300 株 

③株主数                                    31名 

④大株主（上位 10名） 

株主名 
所有株式数

（千株） 

持株比率 

（％） 

㈱アイアンドアイ 

今泉 忠久 

今泉 英久 

4,004 

881 

881 

55.5 

12.2 

12.2 



 

 

今泉 壮平 

㈱群馬銀行 

鈴木 俊一 

鈴木 貴之 

㈱みずほ銀行 

多賀谷 恒八 

㈲今泉興産 

790 

98 

95 

95 

50 

34 

29 

11.0 

1.4 

1.3 

 1.3 

0.7 

0.5 

0.4 

（注）持株比率は自己株式（1,352,486株）を控除して計算しております。 

 

（２）新株予約権等の状況 

該当事項はありません。 

 

（３）会社役員の状況 

  ①取締役および監査役の状況 （2019年 12月 31日現在） 

地位 氏名 担当 重要な兼職状況 

代表取締役 

会長兼社長 
今泉 嘉久  

㈱アイアンドアイ代表取締

役社長 

代表取締役 

副社長 
浅野 紀美夫 

流通事業管掌 

リテールサポートカンパニー 

カンパニープレジデント 

妙高コーポレーション㈱取

締役、大平紙業㈱取締役 

常務取締役 新宅 栄治 
ステーショナリーカンパニー 

カンパニープレジデント 

日本ノート㈱代表取締役会

長 

常務取締役 岡崎 潤 コーポレート本部本部長 
ビズネット㈱取締役、プラス

ロジスティクス㈱取締役 

常務取締役 北尾 知道 
ファニチャーカンパニー 

カンパニープレジデント 

オフィスコム㈱代表取締役

会長 

常務取締役 今泉 忠久 
ジョインテックスカンパニー 

カンパニープレジデント 
 

取締役 今泉 三千夫  

プラスロジスティクス㈱代

表取締役社長、プラスカーゴ

サービス㈱代表取締役 

取締役 今泉 壮平 
ステーショナリーカンパニー 

国内営業本部本部長 
㈱アイアンドアイ取締役 

取締役 山口 学   

取締役 下野 雅承   

常勤監査役 前田 恵一郎  
プラスロジスティクス㈱監

査役、ビズネット㈱監査役 

常勤監査役 齋藤 夫美雄   



 

 

②取締役および監査役の報酬等の総額 

区分 支給人員 支給額 

取 締 役 11 名  391百万円  

監 査 役 2 名  30百万円  

合   計 13 名  421百万円  

（注）１．取締役の支給額には、当該事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額（11名：96百

万円）が含まれております。 

２．監査役の支給額には、当該事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額（２名：２百

万円）が含まれております。 

 

３．業務の適正を確保するための体制 

取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制、その他の業務適

正を確保するための体制は以下のとおりです。 

（１）取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する事項 

①取締役は、その職務の執行に係る以下の文書（電磁的記録を含む。以下同じ）、その他の重

要な情報を文書管理規程等の社内規程に基づき、それぞれの担当職務に従い適切に保存しか

つ管理する。 

   ・株主総会議事録と関連資料 

・取締役会議事録と関連資料 

・経営会議（コーポレート会議）議事録と関連資料 

②取締役は、情報セキュリティーポリシーに従い、情報を重要な資産と認識し、情報資産を適

切に管理・保護する。 

③取締役および監査役は、必要に応じて前項の情報を閲覧することができる。 

 

（２）当社およびグループ会社（関係会社管理規程第 2 条に定める関係会社を指す。以下同じ）の

損失の危険に関する規程その他の体制 

①取締役は「今後発生するであろう損害・損失を最小限のコストで効果的に防御する事前手法」

としてリスクマネジメントを定義し、リスクマネジメント推進委員会がこれを担当する。一

方、「予想外の、あるいは予想を超えた問題事案の拡大防止や、それに伴う風評被害、ブラ

ンド劣化から発生する損害・損失の極小化による利益確保のための事後対処」として危機管

理を定義し、危機管理室がこれを対応する。 

②取締役は消費生活用製品安全法のガイドラインに則り、消費者重視と安全・安心な商品の提

供に関する品質保証ポリシーを定めるとともに、各事業部横断の品質保証管理を統括する体

制の構築を図る。 

③当社および当社のグループ会社の役職員の業務の執行が法令および定款に適合することを確

保するため、グループ会社に対してもリスクマネジメント推進責任者および担当者の選任を

求め、グループ会社と共同してプラスグループのリスクマネジメントを実施する。 

 



 

 

（３）当社およびグループ会社の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の基礎として、取締役会

および経営会議（コーポレート会議）を定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催

するものとし、その審議を経て執行決定を行うものとする。 

②当社は関係会社管理規程に基づき、当社のグループ会社の人事、経理、監査役監査、内部監

査、経営、事業目標・計画などについて、当社の担当部門にて、指導、援助、相談を行う体

制をとり、グループ会社における業務の効率的な遂行を図るものとする。 

 

（４）当社およびグループ会社の取締役および使用人の職務の執行が法令･定款に適合することを

確保するための体制 

①取締役および使用人は「コンプライアンス・ポリシー」に従い、法を遵守しつつ、高い倫理

観をもって行動する。 

②取締役会を頂点に社長、コンプライアンス委員会、監査部等がそれぞれの権限と責任におい

て、コンプライアンスに関する様々な事項の決定や遵守状況の監査および改善指示を行う。 

③取締役は財務報告の信頼性を確保する為の体制として「財務報告に係る内部統制取組方針」

を制定し、これに基づき内部統制システムの構築を行い、その評価結果を取締役会に報告す

る。 

④コンプライアンス・ヘルプライン規程を制定し、これに基づきコンプライアンス上疑義ある

行為等が発生した場合の通報窓口（コンプライアンス・ヘルプライン）を設置し、公益通報

制度の公正かつ持続的な運営を図る。 

⑤「コンプライアンス・ポリシー」はプラスグループ共通であり、グループ一体として法を遵

守しつつ高い倫理観をもって行動する。 

⑥代表取締役、業務執行を担当する取締役、カンパニー長およびグループ各社の社長は、それ

ぞれの業務執行の適正を確保する内部統制システムの構築に努める。これには、プラス代表

取締役が、グループ各社に適切な内部統制システムの構築を行うように指導することを含む。 

⑦監査部は、グループにおける内部監査を計画的に実施し、グループの業務全般にわたる内部

統制の整備および運用状況を検討、評価し、その改善を促す。 

⑧当社取締役、監査役、執行役員及び使用人が必要に応じてグループ会社の取締役及び監査役

を兼任するとともに、関係会社管理規程に基づき、グループ会社の業務を所管する部門と連

携し、グループ会社における法令遵守及び業務の適正性を確保するための指導・支援を実施

する。 

 

（５）グループ会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制 

グループ会社は、当社の関係会社管理規程その他の関連規程に基づき、当社の主・副管理

部門に対して報告を行い、報告を受けた主・副管理部門は関係部門に対し、速やかに情報共

有を行う。また、グループ会社の取締役、監査役、使用人は当社の取締役会、経営会議等そ

の他重要な会議への出席を通じて、職務の執行状況その他重要な事項について、定期的に当



 

 

社への報告を行う。 

 

（６）その他の株式会社ならびにその親会社および子会社から成る企業集団に於ける業務の適正を

確保するための体制 

当社およびグループ会社は、反社会的勢力とは、一切関係を持たないことを宣言し、不当

要求等に対しては明確に拒絶する。 

 

（７）監査役がその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、

該当使用人の取締役からの独立性に関する事項、ならびに当該使用人に対する指示の実行性の

確保に関する事項 

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は、これを置くこととする。

当該使用人の人事および人事処遇等については、取締役会と監査役が事前に協議の上決定す

る。 

当該使用人は、監査役の指揮命令下で職務を執行し、その評価については監査役の意見を

聴取する。 

 

（８）取締役およ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監査役は取締役会、経営会議（コーポレート会議）その他の重要な会議に出席し、取締役等

からその職務の執行状況を聴取し、関係資料を閲覧することができる。 

②取締役および使用人は次に定める事項を速やかに監査役に報告する。 

・会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項 

・毎月の経営状況として重要な事項 

・内部監査状況およびリスク管理に関する重要な事項 

・重大な法令･定款違反 

・公益通報があった場合、その内容 

・その他コンプライアンス上重要な事項 

（９）グループ会社の取締役等および使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に

報告するための体制ならびに該当報告をした者が該当報告をしたことを理由として不利な取り

扱いを受けないことを確保するための体制 

①グループ会社の取締役および使用人は、当社の監査役から業務の執行状況について報告を求

められた場合、迅速に対応する。 

②グループ会社の取締役および使用人は、監査役への報告をしたことを理由として解雇その他

不利な取扱いを受けないものとする。 

 

（10）監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の該当職務の執行に

ついて生ずる費用または債務処理に係る方針に関する事項 

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償還の請求をしたときは、当

該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに該当費用または債務



 

 

を処理する。 

 

（11）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監査役は自らの判断により、定期的に会計監査人より会計監査の結果を聴取するとともに意

見交換を行い、必要に応じて監査法人の監査に立ち会い、また監査業務を執行した公認会計

士と協議の場を持つなどして、監査法人と相互の連携を高める。 

②監査役は独自に意見形成するため、監査の実施にあたり必要に応じて外部法律事務所や外部

のアドバイザリースタッフの活用ができる。 

③監査役は取締役および重要な使用人からのヒアリングを実施するとともに当社の代表取締役

ならびに子会社の社長や幹部とも定期的に意見交換を実施することとする。 

（※）関係会社管理規程 第２条（関係会社の定義及び区分） 

第２条 この規程における関係会社とは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関す

る規則（以下、財務諸表等規則という）で定める会社の関係会社（財務諸表等

規則の子会社及び関連会社をあわせたもの）のうち、以下の先をいう。 

（１）プラスロジスティクス㈱ 

（２）プラスカーゴサービス㈱ 

（３）ＮＳＫ㈱ 

（４）タウンサービス㈱ 

（５）ビズネット㈱ 

（６）一夢堂㈱ 

（７）㈱教育環境研究所 

（８）PLUS VIETNAM INDUSTRIAL CO., LTD. 

（９）普楽士（上海）文具有限公司 

（10）汕頭普楽士儀器有限公司 

（11）台湾普樂士股份有限公司 

（12）PLUS Corporation of America 

（13）PLUS Europe GmbH 

（14）オフィスコム㈱ 

（15）日本ノート㈱ 

（16）妙高コーポレーション㈱ 

（17）アピカ㈱ 

（18）大平紙業㈱ 

（19）ロングテールサポート㈱ 

 

 

４．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 

当社およびグループ会社は「コンプライアンス・ポリシー」「コンプライアンス基本規程」や

「リスクマネジメント基本規程」等の諸規程の制定および「コンプライアンス・ヘルプライン規



 

 

程」による通報窓口の設置等を行っており、業務の適正を確保するための体制が整備されており

ます。 

また、社長を委員長とするコンプライアンス委員会やリスクマネジメント推進委員会を設置し、

当社およびグループ会社のコンプライアンス体制およびコンプライアンスに関する重要方針と運

用状況について審議を行い、継続的に改善を進めております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


