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株式等監視委員会の解散および情報開示委員会の設置について 

 

 

当社は、当社株式に個人名義株式が存在していたことから有価証券報告書等に事実と異なる記載を

していた問題で、昨年５月１８日に有価証券報告書等の訂正を発表いたしました。また、再発防止の

ための改善措置を策定し、同年６月１３日に「改善報告書」を東京証券取引所に提出いたしました。 

当社は、この改善措置を改善計画に沿って順次実施してまいりました。 

昨年７月２２日には、株式・決算および有価証券報告書等の情報開示の監査機関として株式等監視

委員会を設置し、以後、定期的に監査を実施してまいりました。   

なお、監査の結果につきましては、取締役会に報告し、併せて、改善措置の進捗状況について確認

を行ってまいりました。 

本日、取締役会において「改善報告書」に記載された改善措置のすべての項目が実施に移されたこ

との報告があり、株式等監視委員会についても、その目的が達せられたとの判断から、９月３０日を

もって解散することといたしました。 

今後は、当社に対する信頼の増進と企業価値の向上を図るため、対象を会社が開示するすべての情

報にその範囲を広げ、会社情報の適時、適正な開示を確保するための機関として１０月１日付で「情

報開示委員会」を設置することといたしました。 

 なお、平成１８年６月７日には、証券取引法を改組した金融商品取引法が成立し、市場の公正性、

透明性を確保するため、四半期開示制度および内部統制報告制度（平成２０年４月１日以後に開始す

る事業年度から適用）等の開示制度が整備されました。 

 したがって、情報開示委員会の設置は、金融商品取引法への対応の一環として設置するものでもあ

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2

改善報告書の改善措置の実施状況について 

 

１． コンプライアンス体制の充実・強化（経営意識の向上） 

（１）経営監視組織の設置 

平成 17 年７月 22 日開催の取締役会において、社内における株式・決算に係る業務およびその

情報開示に関する監査を行うため、コンプライアンス委員会内に「株式等監視委員会」を設置し、

株式事務業務および株式関係書類の監査、有価証券報告書、半期報告書等および決算短信、中間

決算短信の作成業務ならびにその内容について監査を行ってまいりました。監査の結果、開示内

容および表現等について適正かつ適切であることを確認しております。 

①平成 17 年７月 22 日開催の取締役会において 

・株式等監視委員会の設置、同委員会規則の制定、委員会メンバーについて承認。 

②平成 17 年９月 22 日 第１回株式等監視委員会を開催。 

  ・委員会の目的および委員の役割確認。 

③平成 17 年 11 月 14 日 第２回株式等監視委員会を開催。 

・当社の株式事務業務・株式関連書類、中間決算短信（会計に係る部分を除く。）の監査。 

④平成 17 年 12 月５日 第３回株式等監視委員会を開催。 

・当社の半期報告書（会計に係る部分を除く。）の監査。 

⑤平成 18 年４月 28 日 第４回株式等監視委員会を開催。 

・当社の株式事務業務・株式関連書類、決算短信（会計に係る部分を除く。）の監査。 

※第４回株式等監視委員会の継続会 平成 18 年５月 10 日 決算短信の訂正について。  

⑥平成 18 年６月７日 第５回株式等監視員会を開催。 

・当社の有価証券報告書（会計に係る部分を除く。）の監査。 

（２）コンプライアンス・マニュアルへの明記 

①平成17年７月 当社コンプライアンスマニュアルを改定し、以下の事項を明記いたしました。 

・投資家保護のための企業内容等の開示制度（ディスクロージャー制度）の重要性とそれを怠っ

た場合の会社の受ける損失について。 

・グループ会社、関連会社などに個人名義株式の作出および保有の禁止について。 

②平成17年７月22日 取締役会でコンプライアンスマニュアル改定について承認。 

③平成17年９月 役職員等にコンプライアンスマニュアル配付。 

④平成17年10月１日 社内報（いしずえ）にてコンプライアンスマニュアル改定内容広報。 

⑤平成17年９月～12月までコンプライアンス教育４０回開催 役職員等６８２名受講。 

・マニュアル改定内容、コンプライアンス推進体制強化、株式の取扱いに関して説明。 

（３）関連部署担当者の意識強化・スキルアップ 

①意識強化については、平成 17 年９月からのコンプライアンス教育の中で実施。 

②担当者のスキルアップについては、平成 17 年７月～平成 18 年９月まで、総務部員２７回・経理

部員６回、外部専門家による講習会に参加。今後も随時、講習内容を吟味して参加予定。 

 

２．株式事務担当者のための株式事務マニュアルの作成 

（１）平成 17 年７月 改善策を明記した「株式事務マニュアル」を作成。 

（２）平成 17 年７月 20 日 常勤役員会の議を経て、７月 22 日取締役会に報告。 

 

３．実務上の株式取扱事務の改善 

（１）改善策を、前の項目２の「株式事務マニュアル」に明記。 

（２）株式担当者は、株式事務マニュアルを遵守し、日常業務および決算業務を遂行。 

（３）改善策の徹底については、次の項目４の「監督強化」の監査の中で確認。 
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４．監督強化 

（１）平成 17 年７月・８月 情報開示内容の監査の強化について、監査役の実施内容、会計監査人

の実施内容について、意見交換および確認を行った。 

（２）平成 17 年 10 月 27 日・11 月 10 日 会計監査人へ株式の状況および分析表提出。 

（３）平成 17 年 11 月 11 日・11 月 14 日・11 月 15 日 中間決算短信ほか 監査役監査。 

・担当部門の業務および書類の検証。 

・証券代行に株式関係書類、振込先および指示書の確認。 

・株式等監視委員会の検討結果の確認。 

・中間決算に関する会計監査人の監査状況の確認。 

（４）平成 17 年 12 月１日～２日 会計監査人に半期報告書を提出・監査。 

（５）平成 17 年 12 月７日 監査役に半期報告書を提出・監査。 

（６）平成 18 年４月 19 日 会計監査人へ株式の状況報告。 

（７）平成 18 年４月 24 日 会計監査人へ株式の状況分析表提出。 

（８）平成 18 年４月 26 日 監査役により証券代行を監査。 

・証券代行に株式関係書類、振込先および指示書の確認。 

（９）平成 18 年４月 28 日 監査役が第４回株式等監視委員会（決算短信ほか）にオブザーバーとし

て出席し、担当部門の業務および書類の検証、決算短信を監査。 

(10) 平成 18 年６月５日～６日 会計監査人に有価証券報告書を提出・監査。 

(11) 平成 18 年６月７日  監査役が第５回株式等監視委員会（有価証券報告書）にオブザーバー

として出席し、担当部門の業務および書類の検証、有価証券報告書を監査。 

 

５．実質的な個人株主の増加に向けた努力－ＩＲ活動への注力。 

（１）平成 17 年 ７月 22 日 株式等監視委員会の設置について情報開示（東京証券取引所、兜クラ

ブ、国土交通記者会・国土交通省建設専門紙記者会、四季報等発行会社

および当社ホームページへ）。 

（２）平成 17 年 ８月 ５日 平成 18 年３月期 第１四半期財務・業績の概況の情報開示。 

（３）平成 17 年 10 月 24 日 平成 18 年３月期 業績修正の情報開示。 

（４）平成 17 年 11 月 16 日 平成 18 年３月期 中間決算短信の情報開示。 

（５）平成 18 年 ２月 ７日 平成 18 年３月期 第３四半期財務・業績の概況の情報開示。 

（６）平成 18 年 ４月 25 日 平成 18 年３月期の販売用不動産評価損の情報開示。 

（７）平成 18 年 ５月 15 日 平成 18 年３月期 決算短信、定款の一部変更および内部統制 

システムの基本方針に関する情報開示。 

（８）平成 18 年６月 13 日 平成 18 年３月期 決算短信の一部訂正に関する情報開示。 

（９）平成 18 年６月 26 日 「定款の一部変更」の一部訂正に関する情報開示。 

(10) 平成 18 年８月 ７日 平成 19 年３月期 第１四半期の情報開示。 

(11) 平成 18 年８月 18 日 「本日の一部報道について」情報開示。 

（12）平成 18 年９月 22 日 平成 19 年３月期の販売用不動産評価損の情報開示。 

株式等監視委員会の解散および情報開示委員会の設置について情報

開示。 

（13）定期的な情報開示に加え、ＩＲ活動の検討と、東京証券取引所、国土交通省、当社ホームペー

ジへの適時開示を継続。 

                        以上 


