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平成１８年５月２５日 
 
各 位 

会社名 株式会社 パ ル 

代表者名  代表取締役社長 井 上 英 隆 

（コード番号 ２７２６ 東証第二部） 

問合せ先  取締役管理本部長 有 光 靖 治 

（TEL ０６－６２２７－０３０８） 

 
 

内部統制システム構築の基本方針に関する決議のお知らせ 
 
  当社は、平成１８年５月２５日開催の取締役会において、内部統制システム構築の基本方針に関し、 
 下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。 
 

記 
 
 

内部統制システム基本方針 
 
  当社は、会社法及び会社法施行規則に基づく「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合するこ

とを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要な体制（以下、内部統制シ
ステムと総称する。）の整備」に関する基本方針を、以下のとおり定める。 
 
１．取締役および執行役員の職務執行に関するコンプライアンスを確保するための体制の整備 
 

① コーポレートガバナンス 
(a) 取締役会は、法令、定款、株主総会決議、「取締役会規程」、「役員連絡会規則」、「決裁およ

び稟議規程」、並びに「企業行動憲章」および「従業員行動規範」に従い、経営に関する重
要事項を決定し、取締役の職務執行を監督する。 
(ｱ) 取締役会は、月１回の定時開催のほか、必要に応じて適宜臨時に開催し、「取締役会規

程」の付議基準に該当する事項の全てを付議することを遵守する。 
(ｲ) 重要な非通例の取引、重要な会計上の見積り、会社と取締役との取引、子会社との取

引等については、取締役会の決議を要することなど、付議基準を確認する。 
(ｳ) 代表取締役社長の諮問機関である「経営企画委員会」の答申により、経営方針・経営

戦略に客観性を確保する。 
(ｴ) 当社の経営方針および経営戦略に関わる全社的な重要事項については、事前に監査役

の出席した「役員連絡会」において議論を行い、その審議を経て執行決定を行う。 
(b) 当社は、取締役会の意思決定機能を強化するため、業務執行機能の一部を分離し、執行役員

制度を導入する。執行役員は「執行役員規程」に従い取締役会の決議をもって選任し、代表
取締役の指揮のもと、業務の執行を行う。 

(c) 取締役および執行役員（以下、取締役等と言う。）は、法令、定款、取締役会決議または「執
行役員規程」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」、「企業行動憲章」、「従業員行動規範」、そ
の他社内規定に従い、業務を執行する。 

(d) 取締役会又は代表取締役は、内部牽制と効率性の観点から、「業務分掌規程」、「職務権限規
程」の他、取締役等の責任や執行に関する規程・仕組みを不断に点検し、必要に応じて適宜
見直す。 

(e) 監査役は、法令が定める権限を行使するとともに、会計監査人、「内部監査室」、その他コン
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プライアンス所管部・リスク管理所管部と連携して、「監査役規程」および「監査役監査基
準」に則り、取締役等の職務執行の監査を実施する。 

② 子会社等を含む全社的、横断的なコンプライアンス体制及びリスク管理体制の構築 
(a) 当社は、当社企業集団（以下、当社グループと言う）全体の「企業行動憲章」を策定し、現

行倫理綱領「従業員行動規範」とともに、子会社および関連会社（以下、子会社等と言う。）
を含む役職員全員への浸透を図る。 

(b) 当社は、子会社等を含むコンプライアンス上の問題及びリスクの把握と迅速な解決並びに適
切な管理に努めるため、現行のコンプライアンス及びリスク管理に係る規定、組織等体制を
見直し、全社的、横断的なコンプライアンス体制及びリスク管理体制の構築を図る。 

③ 財務報告の適正性を確保するための体制の整備・構築 
(a) 代表取締役等は、適正な財務報告の重要性を全社員に認識させ、経理規程や会計基準その他

関連諸法令を遵守させるため、会議での指示、訓辞等常に必要な意識付けを行う。 
(b) 当社は、各業務における取引の発生から、会計システムを通じて財務諸表が作成されるプロ

セスの中で、虚偽記載や誤りが生じる要点をチェックして、業務プロセスの中に不正や誤り
が生じないような内部牽制システムその他のシステムを整備・維持する。 

④ 代表取締役等による内部統制システム取組状況の報告 
(a) 代表取締役等は、内部統制システム（コンプライアンス体制、リスク管理体制、「内部通報

ホットライン」制度を含む。以下、同じ。）の取組状況につき、定期的に取締役会に報告す
る。 

(b) 監査役は、当社及び当社子会社等の内部統制システムの運用に問題があると認めるときは、
意見を述べ、改善策の策定を求めることができる。 

⑤ 情報開示手続の見直し・整備 
 

(a) 当社は、適時・適切な情報開示を果たすため、判断基準となる「ディスクロージャーポリシ
ー」に定めた開示基準を遵守するとともに、開示判断機関を含む開示手続を見直し・整備す
る。 

 
２．従業員の職務執行に関するコンプライアンスを確保するための体制の整備 

① 「企業行動憲章」・「従業員行動規範」等の遵守 
(a) 当社および当社の子会社等の全役職員は、法令、定款のみならず、「企業行動憲章」、「従業

員行動規範」、その他社内規定及び社会規範に従い行動する。 
② 全社的、横断的なコンプライアンス体制の構築 

(a) 当社は、コンプライアンス上の問題点の全社的・横断的な把握と迅速な解決及びコンプライ
アンス意識の向上のため、組織を以下のとおり、見直し・再編し、全社的、横断的なコンプ
ライアンス体制を構築する。なお、監査役のコンプライアンス委員会への出席を保障する。 
(ｱ) 社長（委員長）、取締役、その他必要な人員を構成員とするコンプライアンス委員会を

設置。 
(ｲ) 担当所管部ほかの下部組織、決裁・指導権限、その他運営方法を見直し、再編する。 

③ コンプライアンス教育・啓発の推進 
(a) 当社は、役職員に対し、定期的に、乃至は関連法規の制定・改正、重大な不祥事・事故の発

生の場合等必要に応じて適宜に、教育・啓発活動を実施する。 
④ 内部通報制度ほか直接通報手段の確保と条件整備及びその周知徹底 

(a) 当社は、役職員が、法令遵守上疑義ある行為または会社に著しい損害を与えるおそれのある
事実等を発見したときに、直接通報を行うことができるように、以下の手段を確保する。 
(ｱ) 内部通報制度（「内部通報ホットライン」制度と称する）による通報 

～ 通報窓口は、社外の弁護士経由の通報ルートを確保済み。 
(ｲ) 監査役への直接報告 

(b) 当社は、上記の直接通報手段の適切な運用を確保・維持するため、通報者の保護の観点か
ら、匿名性等の条件整備に努め、常に社員に対してその周知を図る。 

⑤ 「内部監査室」の監査活動と監査役との連携体制の強化 
(a) 「内部監査室」は、業務執行部門から独立した社長直属の内部監査機関として、「内部監査
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規程」に従い、各部門の業務プロセス等を監査し、不正の発見・防止とプロセスの改善に
努める。 

(b) 「内部監査室」は、定期的に業務監査実施項目及び実施方法を検証し、監査実施項目に遺
漏なきよう確認し、必要があれば、監査方法の改定を行う。 

(c) 監査役が、「内部監査室」から、内部監査の年次計画について事前に説明を受けること、ま
たは実施状況について適宜報告を受けること、必要があると認めるときは、年次計画の修
正や追加監査の実施、業務改善策の策定を求めることができることなどを保障し、連携体
制の強化を図る。 

 
３．適切なリスク管理のための体制の整備 

① リスクの認識と全体及び個別のリスク管理方針の策定 
(a) 当社は、子会社等を含む業務執行に係る主なリスクとして、以下のリスクの存在を認識・共

有化の上、当社グループ全体のリスク管理基本方針及び個別のリスク管理方針を策定する。 
(ｱ) 市場リスク     ： 他社他業態競合、在庫保有、商品企画開発・仕入（含、商標権

侵害）等 
(ｲ) 信用・投資リスク ： 店舗展開（含、入店保証金与信）、売掛金、商品品質、個人情報

漏洩等 
(ｳ) 災害他リスク    ： ＩＴシステム障害、地震等自然災害等 

② 全店的・横断的なリスク管理体制の構築 
(a) 当社は、リスクの全社的・横断的な把握と適切な管理及びリスク管理意識の向上に努めるた

め、組織を以下のとおり、見直し・再編し、全社的、横断的なリスク管理体制を構築する。
なお、監査役のリスク管理委員への出席を保障する。 
(ｱ) 社長（委員長）、取締役、その他必要な人員を構成員とするリスク管理委員会を設置。 
(ｲ) 担当所管部ほかの下部組織、決裁・指導権限、その他運営方法を見直し、再編する。 

③ リスク発生時における、リスクの極小化のために最適な体制の確保 
(a) 不測の事態・リスクが発生した場合、若しくは発生することが予見される場合には、直ちに

リスク管理委員会を招集し、リスクの内容及び程度等に応じて、社長または担当取締役を本
部長とする対策本部を設置し、情報連絡チーム及び顧問弁護士等を含む外部アドバイザリー
チームを組織する等、迅速な対応を行い、損害の拡大防止・極小化のために最適な体制を整
えなければならない。 

④ リスク管理教育・啓発の推進 
(a) 当社は、リスク管理教育・啓発を図る為、役職員に対し、定期的に、乃至は関連法規の制定・

改正、重大な不祥事・事故の発生など必要に応じて適宜に、教育活動を実施する。 
 
４．取締役等の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制の整備 

① 文書の適切な保存・管理 
(a) 取締役会、代表取締役は、それぞれ「文書管理規程」に従い、株主総会議事録や取締役会議

事録等の法定文書の他、「役員連絡会」議事録や稟議書等の取締役等の職務執行に係る文書
（電磁的記録を含む）について、関連資料とともに、その保存媒体に応じて、適切かつ確実
に検索性の高い状態で、その重要度に応じた所定の期間（最低１０年以上）、保存・管理す
ることを厳守する。 

② 文書の閲覧の保障 
(a) 取締役等、監査役は、いつでも、前項の文書を閲覧できることを保障する。 

 
５．取締役等の職務の効率性を確保するための体制の整備 

① 執行役員制度の導入 
(a) 取締役の意思決定機能と業務執行機能を分離し、代表取締役の指揮のもと、急激な環境変化

に対応して迅速に会社業務の執行をする為、執行役員制度を導入する。 
② 取締役会における、年度計画・中期経営計画の策定と進捗状況の確認 

(a) 取締役会は、年度計画や中期経営計画を策定し、当該計画に基づく各執行ラインの活動を、
その進捗状況に関する実績報告を通して、定期的にチェックし、経営計画をマネジメントす
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る。 
③ 取締役等の責任・執行手続等に係る規程の不断の見直しと各部門間の有効な連携の確保 

(a) 取締役会又は代表取締役は、取締役等の責任や執行手続等に関して、合理的でかつ特定の者
に権限が集中しないよう「業務分掌規程」、「職務権限規程」を定め、かつ不断に見直しをす
る。 

(b) 取締役等の所管する各部門間の有効な連携の確保のため、現行の「役員連絡会」を有効に活
用し業務執行をマネジメントする。 

 
６．当社企業集団における業務の適正を確保するための体制の整備 

① 企業行動憲章の当社グループ全体への適用 
(a) 当社の子会社等における業務の適正を確保するため、当社グループ全体の企業行動憲章を基

礎として、子会社等各社でコンプライアンスに係る諸規定を定める。 
② 当社グループ内の取引の妥当性・公正の確保 

(a) 当社グループ内の取引は、法令、会計原則、税法、その他社会規範から逸脱してはならない。 
③ 決裁・報告制度による子会社等の経営の管理 

(a) 子会社等の経営管理については、「関連会社管理規程」に従い、当社への決裁・報告制度に
より行うものとし、必要に応じてモニタリングを行う。 

(b) 合理的で適切な子会社等の管理のため、必要に応じて「関連会社管理規程」を見直し・整備
する。 

④ 当社監査役および「内部監査室」と子会社等における監査役および内部監査部門との連携 
(a) 当社の監査役および「内部監査室」は、法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事

項またはリスク情報の有無を監査するため、子会社等における監査役および内部監査部門と
十分な情報交換を行う。 

(b) 特に、子会社等のうち一部の規模が大きい有力子会社に付いては、当社監査役と当該子会社
監査役との間で定例協議会を設置し、連携体制の強化に努める。 

⑤ 当社「内部監査室」による子会社等の監査 
(a) 子会社等に対して監査を実施する場合は、「内部監査規程」に従い、当社の「内部監査室」

が、担当する。 
⑥ 子会社の当社「内部監査室」等への報告体制の警備 

(a) 各子会社等は、下記の場合には、内容に応じて、速やかに、当社の「内部監査室」並びにコ
ンプライアンス所管部またはリスク管理所管部に報告するものとする。 
(ｱ) 当社からの経営管理・経営指導内容、または当社との間の取引・会計処理が法令に違

反し、その他、コンプライアンス上問題があると認めた場合 
(ｲ) 自社において、法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合、

又は重大な不測の事態・リスクが発生した場合若しくは発生することが予見される場
合 

(b) 当該報告を受けた部門・部局は、直ちにコンプライアンス委員会またはリスク管理委員会に
報告を行うとともに、当社の場合に準じた対応をする。尚、監査役にも、遅滞無く報告を行
う。 

 
７．監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項（使用人の取締役等からの独立性に関する事項を含

む）の整備 
① 監査役の職務を補助するための使用人の確保 

(a) 監査役の職務を補助するため、現在、使用人を１名配置し、監査役の業務を補助すべき使用
人（以下、監査役補助者と言う。）としている。 

(b) また、必要な場合には、監査役は「内部監査室」の使用人に対し、監査業務に係る事項を命
ずることができるものとする。 

② 監査役補助者の取締役等からの独立と業務の執行にかかる役職兼務の禁止 
(a) 監査役補助者は、取締役等の指示命令に服さないものとし、その人事考課については監査役

が行い、これらの者の異動、懲戒、処遇については監査役の同意を得なければならないもの
とする。 
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(b) また、監査業務事項を命ぜられた「内部監査室」の使用人については、監査役の命令に関し
ては、監査役補助者に準じた扱いをするものとする。 

(c) 監査役補助者は、業務の執行にかかる役職を兼務することはできないものとする。 
 
８．監査役への報告に関する体制の整備 

① 取締役等および従業員から監査役への報告体制 
(a) 取締役等および従業員の監査役への報告に関する下記の規定を厳守する。 

(ｱ) 取締役等および従業員は、監査役に対して、法令違反や会社に著しい損害を与えるお
それのある事象を発見したときは当該事実に関する事項を速やかに報告しなければな
らない。 

(ｲ) 監査役はいつでも必要に応じて、取締役等および従業員に対して報告を求めることが
できる。取締役等および従業員は、監査役から業務執行に関する事項の報告を求めら
れた場合には、速やかに報告を行わなければならない。 

② 「内部監査室」等から監査役への報告体制 
(a) 「内部監査室」並びにコンプライアンス所管部及びリスク管理所管部は、監査役に対し、毎

月定例的に、担当部門・部局の業務状況並びに「内部通報ホットライン」制度による通報の
状況について報告しなければならない。 

③ 監査役の重要会議への出席の保障 
(a) 監査役は、取締役会をはじめとし、「役員連絡会」、その他の重要会議へ出席できることを保

障されている。また、「コンプライアンス委員会」、「リスク管理委員会」へ出席できること
を確認する。 

 
９．その他監査役の監査の実効性を確保するための体制の整備 

① 監査役と会計監査人との連携体制の強化 
(a) 監査役が、会計監査人を監督するため、会計監査人の監査計画について、事前に報告を受け

ることを保障する。 
(b) 監査役が、会計監査人の取締役からの独立性を確保するため、会計監査人の報酬および会計

監査人に依頼する非監査業務については監査役の事前承認を要することを保障する。 
② 監査役が外部専門家の助言を受ける機会等の保障 

(a) 既に加盟済みの監査役協会への参加以外にも、監査役が、監査に関する手法・知識を吸収す
る機会や必要な場合に弁護士等の専門家に直接助言を受ける機会を保障する。 

③ 監査役と代表取締役との定期的な意見交換会の設定 
(a) 監査役と代表取締役との定期的な意見交換会を設定しており、これを維持・保障する。 

④ 社外監査役の選任 
(a) 監査役による監査の実効性を確保するため、今後も、監査役の過半数以上は、業務の適正化

に必要な知識と経験を有し、かつ会社及び取締役等から独立性を有する社外監査役とする。 
 
 

以 上 
 
 
 
 


