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社外取締役の役割・機能
社外取締役に求められる役割や機能について、どのよう

当社のガバナンス体制の
評価と課題について

に考えていますか。

特集

価値創造ストーリー

ガバナンス

取締役会やガバナンス体制の実効性について評価を聞
かせてください。

社外取 締役 対談

塩月 燈子（以下、塩月） 社外取締役の基本的な役割は、社
内的なしがらみや利害関係にとらわれることなく、独立的な

塩月

立場から経営を監督し、意見や提言を述べ、中長期的な企

成となっており、皆さんのお人柄もあって、ほどよい緊張感が

業価値の向上に貢献していくことだと考えています。昨今、国

あってもフランクに意見を言いやすい雰囲気の中、活発な議

内で目にする大きな企業不祥事も、紐解いてみると、社内的

論ができています。過去には重要な投資案件についての議論

な悪しき慣習や物を言えない企業文化に根差している部分が

が終わらず、取締役会後に予定していた監査等委員会を挟ん

2022 年 9月、当社社外取締役の鈴木真紀氏と塩月燈子氏 2 名による対談を実施しました。

多くあります。そうした問題にメスを入れる上でも、社外取締

で、再度、取締役会で延長戦として議論を続けたことがある

当社は、社外取締役 4 名の全員が監査等委員を兼務しており、

役は重要な役割・機能であり、私も常にこの基本に立って職

とも聞いています。そのくらい議論をし尽くせる環境にあるほ

務に当たっています。

か、もう1つ、非常に良い点だと思うのが、重要案件は検討段

2022 年 8月の株主総会で選任された鈴木社外取締役は、監査等委員長を務めます。
対談では、社外取締役の役割・機能や当社のガバナンス体制に対する評価と課題等をテーマに、
忌憚のない意見を述べてもらいました。

価値創造戦略

取締役会のモニタリング機能の向上を通じて、
中長期での企業価値向上に貢献する。

取締役会は、人数やスキルの面でもバランスの良い構

階の早いうちから報告事項として上がるため、取締役会での
議論を案件の実質的な部分にも反映させやすいことです。社

ければいけないと感じています。やはり株主の皆さまからの付

外取締役から指摘があった場合には、追加的な確認や内容

託を受けて、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の

の見直しが行われた上で、それらが反映された形で最終的な

向上を図る観点から経営を監督することが最大の役割ですか

議案が上程されるということも何度かあり、大変真摯に対応し

ら、具体的にその役割を果たすとすると、客観的な立場から

ていただいていると評価しています。

事業別戦略

鈴木 真紀（以下、鈴木） 私もその点を最も意識していかな

外部の視点で意見や提言を行うことが大事だと考えます。私
はこれまで弁護士として企業法務を中心に、主にＭ＆Ａ、投

鈴木

資、労働案件等に携わってきましたが、事実関係から法的リ

数等にかかわらず、素朴な疑問や率直な意見を含め発言がし

スクを洗い出し、それに対する解決策を提言するだけでなく、

やすい雰囲気で、風通しの良い企業という印象を持っていま

具体的に解決策を実行するために、法務部の方々に限らず、

す。当社は社内に常勤の監査等委員がおらず、監査等委員会

営業部等の担当者とも直に話をして、あるべき姿に向けてでき

も社外取締役だけで構成されているため、実は今回就任する

ることとできないことを考えながら、その中で取り得る最善の

に当たって、必要な情報・データをきちんと収集できるのか、

選択をしてきました。こうした経験や法的専門性を活かしてい

少し気になっていたんです。まだ就任間もないですけれど、そ

ければと思います。

の点は、前任の横澤監査等委員長から話を聞いていた通り、

全体像でいうと、取締役会の審議については、在任年

データ

内部監査室や事務局との連携が取れていて、情報収集の面で
社外取締役／監査等委員

鈴 木 真紀

社外取締役／監査等委員

塩月 燈 子

塩月

弁護士として数多くの企業を見られてきた鈴木さんは、

より客観的な視点をお持ちだと感じていますので、是非一緒

もさほど大きな問題がないように感じています。きっと、ここ
までの体制になるまでにご苦労があったのかなと推察します。

に取り組んでいきたいなと思います。
塩月
鈴木
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徐々に進化してきたと思います。監査等委員に対して

そうですね。やはり不祥事は、馴れ合いや声を上げる

は、定時取締役会の前週に事務局からも取締役会の議題や

ことができないところから生じるというのは本当にその通りだ

論点について丁寧な事前説明をいただけているので、議案へ

と思います。外部の目をもって、企業が価値向上のためにどの

の理解に非常に役立っています。もちろんスピード重視で経営

ような行動をとっているか、
また、それらを実現するために最

されているので、一部の資料が直前に出てくることはあります

適な意思決定ができているかをモニタリングし、忌憚のない

し、それも理解していますが、それでもだいぶ早くなってきた

意見を述べていく、それこそが私たち社外取締役の役割だと

と感じています。疑問があればすぐに調べて、答えていただけ

思います。

ていますし、
うまくいっていると思います。
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鈴木
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社外取 締役 対談
社外取締役としての役割に加えて、監査等委員会の一

ですから、今後の取り組みを注視していきたいと思います。

監督の機能をより明確にしたり、報酬委員会といった取締役

も私たちの役割だと思います。当社ではセキュリティと利便性

員として、取締役の職務執行を監査する役割もありますから、

会とは別の、正式な委員会の設置についても検討が必要な部

の両立をプレミスとして掲げていますが、企業価値向上に向

情報共有の仕組みがうまく回っていることはとても重要です。

分だと、私も思います。

けては、セキュリティリスクのコントロールが肝要であることは

塩月

言うまでもありません。この点については、取 締役会で毎回

キャリアを中断することなく働き続けることができるという点

報告がありますし、経営に影響を与える可能性がある事故等

では、追い風になるでしょうね。

監査等委員長という重い責務も拝命しましたが、社内からの
報告・説明を聞いて承認するだけの場とすることなく、それぞ
れの監査等委員がその専門性から意見し、それらを集約して

長期的な企業価値向上に向けての提言
ティの視点も交え、提言を聞かせてください。

コロナ禍で 進 んだリモートワークの環 境も、女性が

が発生した場合には、内部監査室を通じて全監査等委員に
共有される体制となっていますので、引き続き注視していく必

鈴木

要があると考えます。

事の大変さに気付くという面もあると思います。少しずつ、社

逆に、ガバナンス上の今後の課題は何でしょうか。

そうですね。男性がリモートで働くことで、家の中の仕

会全体の意識が変わっていくと良いですね。当社は女性の執
塩月

当社に限らず企業が長期的に社会で存続していくため

塩月

当社が支援している神山まるごと高専の取り組みは、

そうしたロールモデルとなり得る人材が
行役員が 1名いますが、

監査等委員会設置会社として、取締役会のモニタリン

には、サステナビリティ関連の取り組みが前提となると認識し

事業部の営業活動において顧客開拓をする際に、大企業を

いるのといないのとでは、後に続く女性たちにとって大きな

グ機能を高め、より戦略的な事項を議論する場にしていくた

ています。当社でも、ステークホルダーの皆さまからの関心が

中心に高く評価をされるという話も聞いていますし、社会と企

違いです。積極的な登用を進めて欲しいですね。

めにも、何を取締役会の決定事項とすべきかについて、会社

高いサステナビリティ経営やESGについては従前より議論を

業のサステナビリティが、同じ方向を向いて進んでいける部分

の成長段階に応じて見直していく必要があると考えています。

重ねてきました。今年の5月から8月にかけて取締役会で議論

も大きいと思います。一方で、人材のジェンダー面での多様性

を行い、TCFDが公表する提言への賛同表明や当社のサステ

については、多くの女性社員が活躍しているのを目にはしてい

ナビリティ方針の策定を行ったほか、優先的に取り組むべき

ますが、管理職における女性比率は 16.5％（2022年 5月末時

によって重要な業務執行の決定の多くを取締役に委任でき、

重要課題（マテリアリティ）を正式に決議しています。こうした

点）と決して高いとはいえない状況です。日本全体でエンジニ

取締役会が経営のモニタリングに十分な時間を割けるように

サステナビリティに関する課題解決と企業利益の追求をいか

ア職の女性が少ないという問題はありますが、管理職への積

なる点が挙げられます。既に一部の投資判断等は担当取締役

に同時に実現していくか、経営の舵取りが必要です。特定し

極的な登用や柔軟な働き方の採用等、できるところから始め

塩月

や執行役員への委任が進んでいますが、1つひとつの審議を充

た重要課題のうち、
「データプライバシーと情報セキュリティ

ていく必要があると思っています。

めてきましたが、変化の激しいIT 業界においては、環境変化

実させるためにも、今後も付議基準が適切かどうか、適宜検

の徹底」や「生産性向上に寄与するDXサービスの推進」につ

討していく必要がありますね。

いては、日々の業務の中で意識しやすいものですが、例えば、

監査等委員会設置会社のメリットは、取締役会の決議

ステークホルダーに向けたメッセージ
最後に、ステークホルダーの皆さまに向けて、一言、メッ
セージを聞かせてください。
私自身は、20 年以上にわたってIT企業の常勤役員を務

を的確に捉え、事業と組織を迅速に対応させていくことが不
鈴木

可欠です。社外取締役に就任してからこの1年、当社グループ

「ダイバーシティ＆インクルージョンの推進」や「気候変動問題

属性にこだわることなく積極的に採用・登用する方針を掲げ

は既存事業を大胆に刷新し、より幅広い分野でサービスを提

また、取締役の指名・報酬については、現在も取締役

への対応」については、場合によってはなかなか意識しにくい

ています。女性活躍の推進という面でも、育児と仕事の両立

供していく、大きな転機を迎えました。環境変化に応じて迅

会で十分議論はされていますが、より透明性・客観性を高める

領域でもあると思いますので、社外取締役の立場から、積極

支援制度が充実しています。しかしながら、当社の開発分野

速果敢に自ら変化に対応してきた力は、当社グループの大き

ために、任意の委員会設置を検討するのも一案なのではない

的に関わっていくよう促していきたいと考えます。

においては、女性の採用が他分野に比べて遅れています。こ

な強みだと感じています。マルチプロダクト体制に移行し、こ

れは、社会全体で理系出身の女性比率が低いために採用の

れまで以上に事業機会も広がっており、ステークホルダーの

かと思っています。サクセッションプランについても、今すぐ
に必要な課題ではないものの、創業以来のメンバーで一体化

鈴木

同感です。ステークホルダーの目線から、社会のサス

難易度が上がっていることもあるかもしれませんが、企業が

皆さまには、当社グループが世界に通用するSaaS企業とし

した経営がなされている今こそ、これから先、どのように後継

テナビリティにも貢献しているのか、しっかり提言していくこと

成長していく上で多様性を取り込んでいくことは必要不可欠

て成長する姿にご期待いただきたいと思います。

データ

当社グループは優秀な人材については性別や国籍等の

塩月

事業別戦略

鈴木

価値創造戦略

長期的な企業価値向上に向けて、ESG やサステナビリ

取締役会へ提言できるよう主導していきたいと思っています。

塩月

価値創造ストーリー

特 集

02_価値創造戦略

者を育てていくかを検討しても良いと考えます。それを考える
過程で、会社のあり方についての議論もできると思いますし、

鈴木

会社の透明性向上や組織のさらなる活性化にもつながるので

きな転換 期を迎えています。中長期を見据えながら、スピー

はないでしょうか。

ド感をもって成長戦略を実行していく当社の姿にぜひご期待

塩月さんがおっしゃったように、当社グループは今、大

いただきたいと思います。また、環境変化に対応するために、
鈴木
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そうですね。具体的なサクセッションプランについては

今後、より積極的にリスクテイクをしていく必要も出てきます。

いずれ考えなければいけない課題だと思います。また、現状、

私たち社外取締役としては、想定されるリスクとリターンとの

当社では、取締役及び執行役員が集まる任意の経営会議は存

バランスやその実現可能性を勘案しつつ、目の前の数字だけ

在しますが、正式な決定機関としての会議体はありませんの

にとらわれることなく、ステークホルダーの皆さまの目線を意

で、今後は判断経過を明確にするためにも、業務執行と監理

識した提言・助言を心がけていきたいと思います。
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04_データ

価値創造ストーリー

ガバナンス

コーポレートガバナンス強化の変遷

コーポレートガバナンス

当社は、経営の健全 性と透明性の実現に向けて、コーポ

2021年には、女性取締役の増員（1名→2名）により、取締役

レートガバナンスの強化に取り組 んでいます。2015 年には、

構成の多様性向上に努めたほか、取締役（監査等委員である

監査等委員会設置会社を採用し、社外取 締役4 名を選任し

者を除く）の個別報酬等の内容決定について、代表取締役へ

ました。また、2019 年から2021年にかけては、独 立役員の

の委任から取締役会決議へと方法を変更しました。そのほか、

選定及び増員を行い、独立性の確保に努めました。加えて、

各取締役のスキルマトリックスについて開示しました。

当社は、持続的な企業価値の最大化と社会への貢献を実

上させることを目的として、当社は監査等委員会設置会社制

現し、全てのステークホルダーの皆さまから継続的な信頼を

度を採用しています。監査等委員会の設置により、経営の意

得ることが重要であると認識しています。このような認識の下、

思決定と業務執行の監督において透明性を確保するととも

取締役による監督機能を強化することでコーポレートガバナ

に、内部統制システムの構築及び運用の徹底を図り、コーポ

ンスの一層の充実を図り、経営の健全性と透明性をさらに向

レートガバナンスの維持・強化に努めています。

選任・解任

選任・解任
監査・監督

取締役
（監査等委員である者を除く）

選任・解任

監査等委員会

連携

・ 監査等委員会設置会社の採用
・ 社外取締役の選任

2021

・ 独立役員の選任及び増員

・ 女性取締役の増員
・ 個別報酬等の内容決定について
取締役会決議へ変更
・ 各取締役のスキルマトリックスの開示

指示
報告

内部監査
監査

各部門

広い視野に基づいた意思決定と社外からの経営監視を可能と

委員である取締役は全員が社外取締役です。各自の企業経営

する体制作りを推進しています。定時取締役会を原則毎月1 回

及び専門分野に関する豊富な知見を活用するとともに、より

開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しています。

社外取締役比率

44％

独立役員比率

女性取締役比率

33％

22％

データ

指示・命令

連携

内部監査室

会計監査人

連携

選任・解職・監督

取締役会は取締役 9名で構成されており、うち4 名の監査等

取締役の構成

監査等委員である取締役

代表取締役
報告

・ 創業

2019

事業別戦略

株主総会

報告

2015

取締役会

コーポレートガバナンス体制図

取締役会

2007

価値創造戦略

コンプライアンス強化の変遷

コーポレートガバナンス体制の状況
組織形態

取締役

取締役の任期

監査等委員
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監査等委員会設置会社

9名（うち社外取締役4名）
監査等委員でない取締役：1年
監査等委員である取締役：2年

4名（うち社外取締役4名）

任意の委員会

取締役への
インセンティブ付与

会計監査人

コーポレート
ガバナンス報告書

なし

ストックオプション制度の導入

有限責任あずさ監査法人

https://ir.corp-sansan.com/ja/ir/
management/governance.html

監査等委員会
監査等委員会は監査等委員である取締役4 名によって構成

る取締役は、取締役会等において、取締役の職務執行につ

され、その全員が社外取 締役であり、うち3 名が独立役員で

いて適宜意見を述べています。監査等委員会は、ガバナンス

す。監査等委員である取締役には、法務や会計等の専門知識

のあり方とその運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含

を有する者や、他の企業の役員経験を持ち、企業経営につ

む日常的活動の監査・監督を行うことを目的に、監査等委員

いて独立した観点が含まれており、各々の職業倫理の観点で

会を毎月1 回開催するほか、内部監査室及び会計監査人との

経営監視が行われる体制を整備しています。監査等委員であ

会合を設け、監査に必要な情報の共有化を図っています。
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取 締役候補者の選解任方針とプロセス
当社は、定款で取締役（監査等委員である者を除く）は8
名以内、監査等委員である取 締役は 5 名以内と定めており、

主な取り組み
当社は、コーポレートガバナンスのさらなる高度化を図るべ

実施や透明性の高い経営に向けた各方針の策定等、さまざま
な取り組みを行っています. 。

取 締役会の実効性評価
株主より取締役会に委嘱された経営等について、取締役会

役会の意思決定プロセス」及び「取締役会に提供される情報

実効性評価を行い、取締役会が評価結果に基づきながら自

の品質」について、適切または概ね適切であると評価する意

らPDCAサイクルを回すことにより、コーポレートガバナンス

見が多く、取締役会等の実効性は確保されていると判断しま

の高度化を図っています。

取締役（監査等委員である者を除く）の選任手続きについ

取締役会構成メンバーは、経験、知見及び能力等のバランス

ては、方針に適合する人材を代表取締役社長が候補者とし

並びに多様性を考慮した選任を行っています。取締役（監査

て提案し、監査等委員会からの意見を得た後に取締役会に

等委員である者を除く）候補者の指名に当たっては、担当事

て協議の上、株主総会へ付議し、決定しています。監査等委

業に関する豊富な知識と経験並びに担当事業を通じた会社

員である取締役の選任手続きについては、方針に適合する人

への高い貢献度が期待でき、取締役としての職務を全うし企

材を代表取締役社長が候補者として提案し、監査等委員会

業価値の向上に資する人材を選定する方針としています。監

による同意を得た後に取 締役会にて協議の上、株主総会へ

査等委員である取 締役候 補者の指名に当たっては、他の会

付議し、決定しています。取締役会及び監査等委員会は各取

社の役員経験を有する者や企業法務、会計及びコンプライア

締役の業務執行状況を監視・監督し、その要件を満たしてい

ンスに精通する法律専門家等、各自の実務経験に基づく企

ないと判断した場合には、当該取締役の解任について審議す

業経営に関する豊富な知見を活用し、経営全般に対して意見

ることとしています。

取 締役のトレーニング方針
当社では、取締役による経営監督・監査が十分に機能する

当該事務局員による主要会議への参加、重要書類の閲覧等

大きくなる中では、取締役会審議のさらなる深化及び取締役

よう、取 締役会資料の事前配布・説明及び関連情報の提 供

を通じて、監査等委員会の要請に応じた報告や情報提供を

果をもとに監査等委員会による協議 及び意見表明を得た上

に対する教育体制の拡充が必要との見解を踏まえ、取 締役

により、取 締役会での審議の充実化に努めています。また、

適時に実施しています。そのほか、取締役に対する第三者機

で、取締役会にて審議を行い、認識の共有及び改善方針を

会付議事項の適切性向上や具体事例を題材とした対話の設

社外取締役で構成される監査等委員会において、円滑な職

関による研修の機会を提供しており、その費用は会社負担と

決定しました。本評価結果では、
「取締役会等の責務」
「 取締

定等による教育機会創出等の改善計画を策定し、実効性向

務遂行を支援する目的で専任の事務局員を配置しています。

しています。

役会の規模と構成メンバー」
「 取締役会の開催頻度等」
「 取締

上に向けた取り組みを行っていきます。

当社は、基本報酬の額や業績連動報酬・非金銭報酬の導
入をはじめとした取締役の報酬等に係る決定方針について、

内部統制
当社は、
「内部統制システムに関する基本方針」に基づき内
部統制システムを構築するとともに、運用の徹底を図ること

り組んでいます。具体的には、同室による内部監査を実施し、

会決議により、内容を決定しています。

で、コーポレートガバナンスの維持・強化に努めています。本

法令や定款、社内規程等に基づく業務執行が行われている

方針においては、取締役及び従業者は当社の企業理念に則

かを定期的に確認し、発見された課題については、随時改善

り、高い倫理観に基づく適正な企業活動を行うことが定めら

を図るように指示及び改善状況の確認を行います。

す。なお、監査等委員である取締役の個別基本報酬額は、株主総会にお
いて決議された報酬総額の限度内において、監査等委員全員の協議によ

況及び会社業績や経済状況等を勘案し、毎期、更新・決定するものとしま

り決定します。

業績連動報酬・非金銭報酬の導入及び決定
取締役の個別報酬等について、業績連動報酬制度または非金銭報酬制

して、中長期のインセンティブ報酬としての株価条件付ストックオプション

度を導入する場合には、取締役会の決議を要するものとします。また、当

を付与する場合があります。当該ストックオプションについては、経営環境

該報酬制度を導入する際には、その内容及び金額（算定方法）の決定方針

や他社における報酬水準等を踏まえ、取 締役のパフォーマンス及び貢献

並びに個別報酬等を構成する各報酬の割合についても、取締役会にて決

意欲を最大化させ、かつ株主価値との連動性をより強化し、適切なリスク

議するものとします。

テイクが図られるようなインセンティブとするべく、基本報酬との割合の決
定並びに適切な制限及び条件設定を行うものとします。

グループガバナンスの強化
子会社への経営関与に関する基本方針として、
「子会社管

体制整備に努めています。また、子会社の法令、定款、社内

理規程」を制定し、当該規程に基づき子会社との間で経営管

規程等の遵守状況について、当社の内部監査室による定期

理契約を締結する等、グループガバナンスの強化につながる

監査を実施しています。

税務に関する考え方
当社グループでは、国や地域社会の発展に寄与するべく、

取締役報酬等の支給・付与の時期や条件の決定
締役（監査等委員である者を除く）の個別報酬として導入する株価条件付

れています。また、代表取締役社長直轄に独立組織である内

付与の時期を検討するものとします。なお、報酬として支払われるべき費

高い倫理観と責任感の下、税務コンプライアンスの維持、向

上に努め、公正な納税を行います。具体的には、事業活動を
行う全ての国・地域に適用される法令や規制を遵守します。

用が別途発生する場合にはこの限りではありません。

ストックオプションについては、過去の付与実績や在任年数等を踏まえ、

報酬等の決定の委任に関する事項

税務に関する各対応方法

取締役（監査等委員である者を除く）の個別報酬等は取締役会決議によ

また当社は、報酬制度とは別のインセンティブ手段として、中長期的な

り決定し、その可決条件は「取締役過半数」かつ「社外取締役全員」の賛

企業価値向上への誘因を目的として「新株予約権信託」及び有償の「業績

成とします。

目標連動型募集新株予約権」を導入しています。

Sansan 株式会社

データ

取締役（監査等委員である者を除く）の個別基本報酬額は、株主総会に
て決議された報酬総額の限度内において、各取締役の職責や業務執行状

取締役の報酬等のうち、固定報酬は月齢とし、2023 年 5月期以降、取

部監査室を設置しており、内部統制システムの運用徹底に取

あらかじめ独立役員へ諮問し、答申を受けた上で、取 締役

基本報酬（固定の金銭報酬）に関する個別報酬等の額または算定方法の決定

2023 年 5月期以降、取締役（監査等委員である者を除く）の個別報酬と

事業別戦略

した。その上で、当社の事業規模や上場企業としての責務が

2022年 5月期の実効性評価では、各取締役による評価結

取 締役報酬の決定方針とプロセス
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具申が期待できる人材を選定する方針としています。

価値創造戦略

く、取締役会の機能向上に向けた取締役会の実効性評価の

価値創造ストーリー

ガバナンス

・ 税務プランニングにより税務リスクを軽減し、適切な税務申告と納税を行い、納税者の責任を果たします。
・ 実体の伴わない事業体によるタックスヘイブンの利用等、租税回避を意図した税務プランニングや濫用的で事業目的に
沿わない恣意的な租税回避は行いません。
・ 国外関連取引に適用する取引価格は、各国または地域の関連法令及び独立企業原則にしたがって算定します。
・ 税務当局からの情報開示要請等に真摯に対応し、良好な関係を維持します。
・ 税務の解釈が不明瞭な取引については、顧問税理士等を交えた十分な検討を行い、取扱いの明確化に努めます。
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価値創造ストーリー

ガバナンス

取締役一覧
価値創造戦略

寺田 親弘

富岡 圭

塩見 賢治

役職

代表取締役社長／ CEO *1

取締役／執行役員／ CRO*2
／ビジネス統括本部担当

取締役／執行役員／ CISO*3
／ DPO*4 ／技術本部・Eight

Unipos（株）社外取締役

−

重要な兼職の状況

−

事業部担当

大間 祐太
取締役／執行役員／
CHRO*5 ／人事本部担当
−

橋本 宗之

鈴木 真紀

赤浦 徹

塩月 燈子

齋藤 太郎

取締役／執行役員／
CFO*6 ／コーポレート本部
担当

社外取締役／監査等委員

社外取締役／監査等委員

社外取締役／監査等委員

社外取締役／監査等委員

Unipos（株）社外取締役

佐 藤 真 太 郎法 律事 務 所
弁護士

社外 独立

社外
（株）エスプール 社 外取 締
役／インキュベイトファンド
（株）代表取締役／
（株）
ダブ

社外 独立
（株）
サイバーエージェント
取締役 常勤監査等委員

（株）d o f 代 表 取 締 役 ／
（株）CARTA HOLDINGS
社外取締役／（株）
CC 取締
役 ／フォースタートアップ
ス
（株）社外取締役／（株）
ZOZO 社外取締役

ルスタンダード 社外監査役

経歴

社外 独立

日本 オラクル（ 株 ）に入社し、
上 海 やバ ンコクを 拠 点 にグ
レーター チャイナ
（ 中 国、 香
港、台湾）、東南アジア、イン
ドのマー ケット開 拓を担 当。
2007年 にSansan（ 株 ）を共
同 創 業し、 営 業 DXサービ ス
「Sansan」の事業を指揮する。
現在はCROとして全社の事業
収益を統括。

（ 株 ）物 産 システムイン テ グ
レーション
（現・三井情報
（株））
で、大手携帯キャリア向けの
メール システムの設 計・開 発
責 任 者 等 を 務 めた後、2007
年にSansan（株）を共同創業
し、2012年からキャリアプロ
フィール「Eight」の事業責任者
を務める。現在は、技術本部
の本部長として技術戦略や組
織強化を指揮。

人 材 系 企 業 で 採 用コン サル
ティング 事業の立ち上げを経
験し、その後独立。取締役とし
て採用領域のベンチャー企業
立ち上げに携わる。2010 年に
Sansan（株）へ入社し、営業
部門のマネジャー、人事部長
を務める。現在はCHROとし
て、人材価値を高めるための
人事戦略を指揮する。

外資系証券会社に入社。東京
及びニューヨークで 約 9 年 間
勤 務し、M＆Aや資 金 調 達の
アドバイザリー業務に従事。そ
の後、日本政策投資銀行のグ
ループ企業でプライベート・エ
クイティ投 資に携わり、2017
年にSansan（株）へ入社。現
在は、CFOとして財務戦略を
指揮する。

弁 護 士。2003 年 よ りTMI 総
合 法 律事務所に勤 務した後、
ニューヨーク州弁護士に登録。
2017年、 佐 藤 真 太 郎法 律 事
務所に入所し、2021年から第
二東京弁護士会に所属。2022
年 8月、Sansan（ 株 ）の 社 外
取締役に就任。企業法務やコ
ンプライアンス等に関する専
門的な知識を有し、法律や多
様性の観点から提言を行う。

インキュベイトファンド代 表
パートナー。日本合同ファイナ
ンス
（株）
（ 現・ジャフコグルー
プ
（株））にて投 資育成 業務に
従事後、ベンチャーキャピタル
業を独立開業し、現在に至る。
2007年 8月、Sansan（株）の
社外取締役に就任。経営全般
についての提言を行う。

（株）サイバーエージェント取
締 役。会 計 士 補、 法 務 博 士
（専門職）。日本航空（株）に勤
務した後、
（株）サイバーエー
ジェントの常勤監査役を経て
2017年から現職。2021年 8月、
Sansan（株）の社外取締役に
就任。会計や法務の知見と事
業会社での経験を通じ、監査
や多様性の観点から提言を行
う。

（株）dof 代 表 取 締 役。コミュ
ニケーションデザイナー。
（株）
電 通に勤 務した後、
（株）dof
を設立し、2009年から現職。
2022年 8月、Sansan（株）の
社外取 締役に就任。コミュニ
ケーションデザイナーとしての
豊富な職務経験と複数企業の
役員として得た見識を踏まえ、
経営全般についての提言を行
う。

2007年 6月

2007年 6月

2007年 6月

2019 年 8月

2020 年 8月

2022年 8月

2007年 8月

2021年 8月

2022年 8月

41,432,920 株

4,160,000 株

2,320,000 株

88,000 株

67,200 株

0株

1,720,000 株

0株

0株

17/17 回

17/17 回

17/17 回

17/17 回

17/17 回

−

17/17 回

13/13 回

−

企業経営

●

●

●

●

●

●

●

●

データ領域・情報セキュリティ

●

●

●

取締役就任時期
所有株式数 *7

データ

三井物産（株）に入社。情報産
業部門に配 属後、米国・シリ
コンバレーでベンチャー企 業
の日本向けビジネス展開支援
に従事する。帰国後、社内ベ
ンチャーの立ち上げや関連会
社への出向を経て、2007年に
Sansan（株）を創業。

事業別戦略

氏名

取締役会出席状況
2022年5月期

保有するスキル／多様性

財務・会計・法務

●

人事・人材開発

●

国際性

●

サステナビリティ

●

●を付けた主な理由・経験

・当社創業者／代表取締役社長
・米国での事業会社勤務
・神山まるごと高等専門学校 理事長

●

●

・当社共同創業／取締役
・アジアを中心とした事業会社勤務

・当社共同創業／取締役
・当社CISO、DPO及び技術組織
担当役員
・米国での事業会社勤務

●

●
●

・当社取締役
・当社CHRO
・事業会社での取締役

●

・当社取締役
・当社CFO
・日本国内及び米国でのM＆Aや
資金調達のアドバイザリー業務

●

・日本／ニューヨーク州弁護士
・企業法務やコンプライアンス、
労務に関する法的知見の保有

●

・国内外に展開するベンチャー
キャピタル業の代表取締役

●

・事業会社での常勤監査役
・会計士補
・法務博士（専門職）

・事業会社の代表取締役
・米国での在住経験

*1 最高経営責任者 *2 最高収益責任者 *3 最高情報セキュリティ責任者 *4 データ保護責任者 *5 最高人事責任者 *6 最高財務責任者 *7 2022 年 5月末時点
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