
　 　　                                              　　　　　 　　

平成 19年 6月 21日

各　位

                              東 京 都 港 区 三 田 三 丁 目 5 番 ２ ７ 号                 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社ソリッド グループ ホールディングス                     

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 代 表 取 締 役 社 長  江 川  賢 記              

（ コ ー ド 番 号  7 6 0 2  東 証 第 2 部 ）                     

問 い 合 せ 先  取 締 役  井 上  博 文                     

電 話  ０ ３ － ５ ４ ４ ４ － １ ２ ５ ８                     

東京証券取引所への「改善報告書」の再提出について

　当社は、平成 19 年 5 月 24 日付で東京証券取引所より、「上場有価証券の発行者の会社情報の適時

開示等に関する規則」第 22 条第 1 項の規定に基づき、当社資産に対する質権設定等に関する開示を

訂正した件について、その経緯及び改善措置を記載した改善報告書の提出を求められ、平成 19 年 6

月 7 日付にて提出いたしましたが、同日再提出を求められ、本日、別添のとおり再提出いたしました

のでお知らせいたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
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平成 19年 3月 19日 当社と LB 証券の間で締結していた質
権設定契約を解除し同年 3 月 20 日に
当社に担保資産が返還されました。

「質権資産への質権設

定解除に関するお知ら

せ」

「キャッシュ･マネージ

メ ン ト ・ シ ス テ ム

（CMS*）の導入に関す
るお知らせ」

当社は SA 社が運営する CMS への運
用開始を決定し、 同年 3月 20日に、
当社に返還された当該担保資産を

CMS口座に寄託致しました。
SA 社は LB 証券との金銭消費貸借契
約に基づく自己担保として CMS 口座
から預託された資金を LB 証券へ供す
ることを決定し、同年 3 月 20 日に自
己担保として預託（以下、「第 2 質権
設定」という。）致しました。

平成 19年 4月 10日 当社は「CMS への参加企業を当社及
び当社連結子会社とし、参加予定企業

を親会社及び親会社の連結子会社」と

開示致しました。

「CMS 導入に関する追
加開示のお知らせ」

平成 19年 5月 11日 当社は「SA 社に 120 億円を寄託し、
親会社はそれを LB 証券に預託し質権
を設定しましたことが判明致しまし

た。」と開示いたしました。

「決算発表延期に関す

るお知らせ」

　　＊：「CMS」とは、キャッシュ･マネージメント･サービスのことであり、グループ間の資

金の出入を、銀行に設けた決済用の共通口座を通じて管理することで、外部の金融機

関に頼った借入を、より低コストで他のグループ企業の余資から借入可能となり、金

利等のコスト低減を目的に本来導入するものです。

平成 19年 3月 19日に行われた一連の行為が当社の経営に与える影響としては、LB

証券と SA 社との融資環境を継承させるという目的では、平成 19年 1月 12日に当社

取締役会で決議された質権設定と、平成 19年 3月 19日の当社取締役会で決議し CMS

を本格導入した結果生じた事象は、実質的に担保提供を継続する行為であることを当

社は認識しておりました。

平成 19 年 4 月 10 日にお知らせした「CMS 導入に関する追加開示のお知らせ」で

は、上記の通り参加企業を当社及び当社連結子会社、参加予定企業を親会社及び親会

社の連結子会社としておりました。しかし、当時から現在に至るまでの CMS 導入に

つきましては、参加企業は当社と親会社 SA 社の 2 社のみであり、寄託及び貸付の状

況は当社から 121.6 億円の寄託を行い、親会社 SA 社が 121.6 億円の預託を受け

LB証券に内 120億円の質権設定に供している状態でありました。
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平成 19 年 5 月 11 日付けの開示において、「当社は親会社に 120 億円を寄託し、同

社はそれを LB 証券に預託し、質権を設定しましたことが判明した」旨の表現で開示

しました。ところが、平成 19年 3月 19日時点で、120 億円の質権設定は CMS 導入

により引続き継続することを認識しておりました。

〔２〕当社資産に関する質権設定・CMS導入等に関する意思決定経緯

当社は、CMS導入、質権設定解除及び第 2質権設定に関して平成 19年 1月下旬よ

り同年 2月 22日にかけて慎重に検討が重ねられ、同年 2月 22日開催の取締役会にお

いて SA 社派遣の取締役から付議され CMS 導入を決定し、具体的運用方法及び第 2

質権設定についてはさらに検討を重ねた結果、同年 3 月 19 日に取締役会において運

用開始を決定致しました。

また、SA 社においては平成 18 年 11 月初旬から両社の取締役を兼任している取締

役による意思決定により同様に検討を重ねていました。

導入決定に関する当社の平成 19 年 2 月 22 日の取締役会においては、SA 社から派

遣された取締役の議案上程により討議が為されており、当該決議においては SA 社か

ら派遣された 3 名全員の取締役が参加し、SA 社からの派遣ではない取締役を含め、

計 5名の取締役の全会一致による決議によって決定致しております。

平成 19 年 3 月 19 日の取締役会においては、SA 社から派遣された取締役の議案上

程により討議が為されており、当該決議においては SA 社から派遣された 3 名の取締

役のうち 2 名の取締役が参加し、SA 社からの派遣ではない取締役を含め、計 4 名の

取締役の全員一致による決議によって決定致しております。

〔３〕CMS寄託時における安全性の検討に関する経緯

当社は、CMS導入にあたり以下の事項をもって安全性を考慮し決定しております。

①　当社が平成 18年 12月 4日に開催した取締役会において決議した、公開買付の

開始に際しての賛同決議の際、当社の親会社である SA 社として返済能力が十分

あると判断していた内容を検討し、安全であると判断していたためです。

 

　②　当社が平成 19 年 1 月 12 日に開催した取締役会において決議した当社資産

への質権設定において、親会社である SA 社の事業内容及び財務資料等に基
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づいた決議結果により、当社の親会社である SA 社として返済能力が十分ある

と判断していた内容を検討し、安全であると判断していたためです。

　　　③　当社が平成 19 年 2 月 22 日に開催した取締役会において、当時開示されて

いた SA 社の事業内容及び財務資料等に基づいて検討を行った結果、同年 1

月 12日に当社取締役会において検討された余剰資金についての資金需要の見

通しが当面変化しないこと等から、CMS を行った場合において得られる利子

収入が市中銀行における預入金利収入よりも有利であり、CMS を行う預入れ

期間において、経済的合理性が存在すること及び、親会社である SA 社の財

務状況のうち、SA 社が有する当社株式を除き純資産が 20 億円程度存在して

いたことから、当社の資金需要が変化し、平成 20 年 3 月決算期において資

金需要が発生した場合においても、SA 社への相当の告知期間を設け CMS に

関する返還請求権を行使した場合、SA 社が当社株式等の資産を処分する等し

て資金需要に耐えうる財務状況を形成していると判断したため、安全である

と判断しました。

　　　④　平成 19 年 1 月下旬から同年 2 月 22 日の間において、CMS に関するシス

テムは、三井住友銀行株式会社及び株式会社日本総研ソリューションが提供

するものであり、普遍的に国内上場企業が採用しているものであることを検

討し、安全であると判断しました。

　　　⑤　平成 19年 3月 1日から同年 3月 19日の間において、当社と親会社である

SA 社における CMS に関する契約書について、其々の顧問弁護士等による十

分な検討があり、特段の疑念を生じていなかったため、安全であると判断し

ました。

上記のとおり、当社として安全性を考慮し、CMSへの参加を決定いたしましたが、

当社の会計監査人より SA 社の財務状況次第では安全性に問題が発生する旨、平成 19

年 4月 22日に取締役会にて正式に指摘を受けております。

〔４〕SA社の債務弁済に関する当社の認識

　　（平成 19年 5月 23日現在の認識）

　　　当社の、現在の SA 社のＬＢ証券に対する債務弁済についての認識は、SA 社の返

済原資は当社株式を担保にした借入による返済、又は当社株式の一部売却による返済
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を予定しておりますが、平成 19年 5月 22日現在の SA 社の保有する当社株式の時価

合計額は 5,642 百万円であり、その他 SA 社が有する資産のうち現金及び換金可能性

の高い資産の合計額は約 60億円であり、LB 証券への債務を返済することは難しい状

況です。

しかしながら、弁済期日までに当社株式の価額が購入時の平成 19年 1月 12日時点

の価額まで回復すると、SA 社の有する当社株式の時価合計額は 146 億円となり返済

が可能となります。

株価が期待通り回復しない場合、又は予測不能な事態により SA 社の経営が著しく

悪化した場合、当社と SA 社は CMS に関する契約を破棄し、当社と準金銭消費貸借

契約を締結し、SA社の資産を当社へ差入れ債務の弁済にあてる予定です。

尚、当社が SA 社へ寄託した CMS による寄託財産は 2 年間の寄託契約であり、当

社が資金を必要とする場合、CMS へ寄託した財産にについて、預金払い戻しの 1 ヶ

月前に SA社に告知することによって返還を受ける契約となっております。

当面の間、当社は CMS 口座へ寄託した約 120 億円全額を費消して経営活動を行う

予定がないことから、万が一、SA 社がＬＢ証券へ 120 億円の債務弁済を行った場合

において、当社との間に金銭貸借関係が発生したとしても、当社が CMS を通じて返

還請求を行う場合において、SA社が有する当社株式を担保に借入を行うことにより、

当社の資金需要にこたえることが出来ることが予想されるため当社の経営活動におい

ては影響が少ないと考えておりました。

　　（平成 19年 6月 21日現在の認識）

　　　しかしながら、平成 19 年 6 月 6 日付け「当社寄託金の質権実行に関するお知

らせ」でお知らせしたとおり、同日に LB 証券が SA 社の 120 億円の債務につい

て、預託金返還請求権に関する質権を実行したため、厳しい状況となっておりま

す。その後、SA 社が担保提供する当社株式についても平成 19 年 6 月 12 日に

121,988,100 株（発行済み割合 51.69%）が、担保株式の引渡請求権を取得された

ため、当社の株式を擁して当社に SA 社として債務弁済することは容易ならざる

状況に陥りました。

このため、当社は、同質権実行による当社資産の回復を図るため、現在 SA 社から

担保提供を受けている不動産に加えて、SA社に対して追加担保の提供を求めること、

SA社との CMS契約に関する契約の破棄及び当社と SA 社の間における準消費貸借契

約の締結を、平成 19年 6月 6日開催の取締役会において決議致し、SA社が LB証券

に対して担保提供している当社株式について、万が一質権実行された場合において当

該株式の余剰担保分が発生した場合、当社へ担保提供を行うことを含む債務弁済確約

書を締結しております。
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　　　平成 19年 6月 18日開催の当社取締役会において、当該債権の弁済をより高めるた

め、従来からの当社顧問弁護士である湊総合法律事務所、平成 19年 6月 28日開催の

定時株主総会までの時限的な顧問弁護士であるさくら共同法律事務所に加え、サン綜

合法律事務所に債権回収の専任依頼をすべく決議致しました。

〔追記〕SA社による当社株式の取得の経緯

当社における質権設定及び CMS 導入については、SA 社による当社株式の取得の経

緯を併せてご理解頂く必要があり、その経緯も記します。

①　TOBによる当社株式の取得

SA 社は、LB 証券より決済資金の融資を得て、株式会社ライブドア（以下、「ライ

ブドア」という。）が平成 17 年 8 月に取得した当社株式を、日興コーディアル証券株

式会社を事務代行会社として、1 株 98 円で公開買付（TOB）の方法で取得し、SA 社

となりました。

平成 18年 12月 1日 LB証券より決済融資証明発行
ライブドア取締役会にて TOB応募決議
当社取締役会にて TOB賛同決議

平成 18年 12月 4日 公開買付 開始公告日
平成 19年 1月 9日 公開買付 期間末日
平成 19年 1月 15日 決済日

以下に、TOBによって株式の受渡が完了した際の各社の関係を表記致します。

　　　

　【平成19年1月15日 TOBで株式取得】

LB証券

120,353,700株（51%）をTOB取得(注1） 　　　120億円質権設定

(注）他の株主（100株分）からの応募分含む。

ライブドア SA社

当　　社

120億円

融資

当社株式の

担保提供
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②　決済に際し当社が質権設定に至った経緯

SA 社が TOB を完了し、その決済資金を調達する際に、決済資金の融資先の LB 証

券から当社の現預金 120 億円に質権設定を求められ、当時の当社取締役会にて、賛否

両論が示されましたが、最終的には下記の理由により承認決議されました。（平成 19

年 1月 12日）

・最も重要な理由として、平成 19 年 2 月 22 日に開催される臨時株主総会により SA

社が当社の経営権を人的支配の面においても確立するまでの間、当社の資産保全を

SA社の債権者である LB証券としても重要視しており、そのため LB証券の要望で、

当社に対し SA社が質権設定を要請してまいりました。

・ライブドアが株主であることより SA 社が株主となることの方が、当時の判断とし

て当社の企業価値向上に資するものであるとの考えに至り応諾したものです。

当社は、ライブドア及び SA 社に対し、(ⅰ)当社事業の成長発展を支援頂ける、(ⅱ)

社員の雇用に充分配慮した、(ⅲ)適法に売買取引を行う、相手方でありスキームで

あることを要請しており、当社の企業価値向上の判断はこの 3 原則が前提となって

いて、この 3原則が認められたことから平成 19年 12月 1日の TOB 賛成決議とな

り、その後の 120億円の質権設定に同意する決議となったものです。

・質権設定料が収受可能で、資金運用の一環（経済的行為）としても実施に値すると

判断しました。

・質権設定の判断に際し、SA社の取締役（現、当社取締役副社長）より SA社及び SA

社の実質株主である川上家の資産規模等の返済能力を根拠づける説明が当社取締役

会で行われ、返済能力があると判断したものです。当時既に日興コーディアル証券

㈱を事務代行会社として TOB を完了させている事を考慮して取締役会として質権

設定に応じる判断をしました。また、LB 証券が、SA 社の元利の返済能力も充分に

審査せず多額の融資を実行することは、考えにくい事であるととらえ、質権設定に

賛成した当社は SA社に返済能力はあると考えました。

取締役会にて質権設定を決議した当社は、SA 社との合意で 3 月中旬を質権設定解

除期日とした内容のリリースをしました。

しかし、実際には、当社と LB 証券との間には、3 月中旬を質権設定解除期日とす

る条項は契約書には存在せず、当社取締役会における協議の席上当社と SA 社との間

で合意されたものでありました。それゆえ、当社は、3 月中旬における質権設定解除

の際に、CMSを導入して質権設定の条件を変更するものの、SA社の債権者である LB

証券の貸付け条件を維持する必要があったのです。

120億円の SA社が設定した質権は、平成 19年 6月 5日に担保権実行され、担保の

当社株式については、平成 19年 6月 12日に 121,988,100株が引渡請求権として実行
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されています。

③　当社が CMS契約に至った経緯

平成 19年 2月 22日開催の臨時株主総会で当社取締役に江川 賢記氏、藤嶋 啓氏、

芥川 真澄氏が承認され、SA 社の当時代表取締役 COO の江川が当社代表取締役社長

に、SA 社の当時取締役の藤嶋が当社取締役副社長兼管理本部長にそれぞれ就任し、

買収された旧経営陣として井上、山田が取締役として残り、5 名中 3 名が SA 社派遣

の取締役となることで実質当社は SA 社の経営管理下となり、ガバナンスが構築され

ました。

　　　平成 19 年 3 月中旬を質権設定解除の期日とすることを SA 社と約束した当社は、

平成 19年 2月 22日以降、藤嶋管理本部長を中心に SA社の債権者である LB証券と、

解除に向けた協議を進めておりました。

　　　その結果、担当の藤嶋管理本部長等、SA 社から派遣された取締役として十分事情

を承知した上で、平成 19年 1月 12日取締役会承認にかかる質権設定の解除を、開示

内容通りに質権解除するのであれば、当然、同質権を経済的実質的に承継する新たな

担保権設定を LB 証券から要求されている点について拒否できず、一旦、当社の設定

した質権を解除して、質権の対象とされた現金等価物を当社資産から SA 社資産に移

行し、移行後の SA 社資産に新たに同様の条件にて担保権設定をするという方法をと

るために CMSを通じて行うことを採用し取締役会に諮りました。

　　　この審議は、最終的に当社会計監査人の事前確認ができていることを条件に承認可

決されましたが、満足な確認作業が行われないまま CMS 契約を実行し、新たな形で

SA社と LB証券との間で質権設定が行われました。

　【平成19年3月20日 CMSによる質権設定変更】

150億円の融資継続 当社株式担保設定

        120億円質権設定

120億円預託

120億円寄託

＊SA社は翼システム㈱等の保有する当社株式を追加取得する為、ＬＢ証券より追加融資を受けております。

CMS口座

当社

SA社

LB証券
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〔５〕平成 19年 3月 19日付け「質権資産への質権設定解除に関するお知らせ」、「キャッ

シュ・マネジメント・システム（CMS）の導入に関するお知らせ」、同 4 月 10 日付

け「ＣＭＳ導入に関する追加開示のお知らせ」、及び同年 5 月 11 日付け「決算発表延

期に関するお知らせ」において、事実と異なる記載及び不十分な説明があったと認識

している事項

当社が、一連の事実と異なる記載があったと当社が認識している事項は以下のとお

りです。

ⅰ）平成 19 年 4 月 10 日付け「CMS 導入に関する追加開示のお知らせ」において、

CMS への参加企業を当社及び当社の連結対象子会社、SA 社並びに SA 社の連結

対象子会社として、グループ全体の中で余剰資金の相互融通を目的とする旨記載

しておりますが、その後においても参加している企業は当社と SA 社のみであっ

たこと。

ⅱ）平成 19 年 5 月 11 日付けの開示において、「当社は SA 社に 120 億円を寄託し、

同社はそれを LB 証券に預託し、質権を設定しましたことが判明した」旨の表現

で質権設定したことがあらたに判明した様に開示しましたが、既に、平成 19年 3

月 20日の時点で CMSを通じて SA社から 120億円が LB証券に質権設定されお

り、事実と異なる表記をしていたこと。

　　

また、一連の不十分な説明があったと認識している事項は以下のとおりです。

ⅲ）平成 19年 3月 19日付け「質権資産への質権設定解除に関するお知らせ」及び「キ

ャッシュ･マネージメント･システム（CMS）の導入に関するお知らせ」において、

当社資産の質権設定解除と CMS 導入に関する行為が、あたかも無関係であった

かのように記載していたが、実際には二つの行為は一連の LB 証券に対する質権

設定を実質的に継続する行為であり、その旨記載されておらず不十分な記載であ

ったこと。

〔６〕事実と異なる開示及び不十分な説明のまま開示するにいたった原因や社内管理体制

上の問題認識

一連の事実と異なる開示及び不十分な説明のまま開示するに至った原因は、SA 社

である SA 社の利益を優先する意向と、当社の全ての株主利益を優先する意向との相
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反が生じることで、当時の質権設定と CMS 導入に関する開示が事実と異なる及び、

不十分な内容に陥ったと申し上げられます。

　　　結果として当社の開示における表記は、親会社である SA 社の利益が優先されてい

たと言えます。

SA社の利益を優先する意向としては、

・SA社の資産の大半を当社株式が占めていることにより、当社株価下落を免れたい。

そのために、当社の資産が将来毀損する虞のある開示表現は、その事実が確定しな

い限り不要で、それによる投資家の投資判断への悪影響が生じることを免れたいと

の思いです。

・LB証券との融資環境を円満な状態として維持したい。

　当時の質権設定及び当社株式の担保提供は、LB証券の融資条件を反映したもので、

今後の戦略として、LB 証券から当社株式を背景に追加の融資を引き出すことで、

積極的にM&Aを展開したいとの考えがありました。

　当社の全ての株主利益を優先する意向としては、

・適法に上場維持を保つ会社として、将来のリスク要因を積極的に開示し、株主・投

資家の判断に資する必要があるとの考え方です。

・LB 証券に手続き実態は変更したものの、CMS を通じて質権設定を当社担保資産に

間接的に実行されている事実は、非常に重要なこととして株主・投資家に十分認識

して頂く必要があるとの考え方です。

・LB 証券に当社担保資産が質権実行された時、SA 社から弁済能力が存在するかは、

株主・投資家にとり重要な問題であり、速やかにそのリスクを開示する必要がある

との考え方です。また、実際、担保実行された以降は、回収保全策を株主・投資家

に明確に伝える必要があるとの考え方です。

〔７〕事実と異なる開示及び不十分な説明のままの開示が投資家及び証券市場に与えた影

響についての認識

当社は、事実と異なる開示及び不十分な説明のままの開示をしていたことにつきま

して、株主、投資家ならびに各関係者の皆様には、当社に対する投資判断として多大

なるご迷惑をお掛けいたしました。

株式市場の信頼を損ねたことにつきまして深く反省し、このような不祥事を発生さ

せないため、社内において管理体制の刷新を図るとともに、皆様からの信頼回復に全
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力を尽くして参ります。

また、投資者への会社情報の適時適切な提供について慎重、且つ、真摯な姿勢で臨

むことが、証券市場に対する信頼を確保するものであり、適時開示の重要性を改めて

認識し、会社情報の適時開示に係わる社内体制の再構築の徹底を行って参ります。

２．改善措置

当社は、開示情報について、情報の発生事項又は決定案件を担当役員又は執行役員

が集約し、情報取扱責任者及び各部署において情報を検討し、その後代表取締役へ報

告が為され、その後取締役会において決議し、適時開示を行う体制を構築するよう努

めておりましたが、以下の原因により体制を維持することが出来ませんでした。

①　人的余裕の不足

当社は、各部署各役員における意思決定速度を高める目的で、平成 19年 2月 22日

より取締役人数を大幅に削減し（9名から 5名）体制を構築してまいりました。

本体制の弊害として、人的余裕が不足したために管掌役員が各部署を兼任する状態

が継続的に続いていたため、各役員において業務量がオーバーフローしてしまうこと

が、予想より多く散見されるようになってしまいました。

このため、取締役会において決議される議案は、概ね短い時間で検討される状況と

なり、自らが上程したものでない限り、各役員間において十分な検討が為されること

がないまま決議に至ってしまうこととなり、十分な検討を行う体制が維持できません

でした。

また、週 3 回定期的に開催されていた経営連絡会が、SA 社の取締役を兼任する取

締役の業務多忙により満足に出来なくなり、常勤取締役間の意思疎通が希薄化したこ

とも障害として上げられ、平成 19 年 5 月 1 日に SA 社の取締役を兼任していた、江

川、藤嶋、芥川は、SA社の取締役を辞任致しました。

今般、定時株主総会に付議される取締役候補は、その様な兼任等で業務執行に弊害

が生じない人選を念頭に推挙しており、これら人的資源の投入により、情報の共有、

確認を十分に行う体制を確立してまいります。

②　チェック機能の不全

当社は、開示情報が複数の人間の手によって確認される体制を目指しておりました

が、スピーディーな開示を急ぐあまり、情報の集約から情報の検討が為されるときに、

十分な時間と人員をかけてチェックを行うこともなく、開示へと至ることが常態とな

ってしまい、また、経営陣間においてもチェックを確実に行うといった意識も低下し
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ていたために、当社のチェック機能体制を維持することが出来ませんでした。

③　会計、法務及び適時開示に関する知識不足

当社では、経営陣を含め、会社経営に関する全般的な基礎知識が不足しており、十

分な検討を行うことが出来ませんでした。

上記①②③の原因を払拭するために当社は以下の施策を行い、適切な開示を行う体

制を構築し、二度とこのような問題を引き起こさないよう努めてまいる所存です。

④　取締役会の強化

①の人的余裕の不足に対しての具体策としては、経営陣一人ひとりが、十分な時間

を掛けて情報を検討する体制の構築を目指し、平成 19 年 6 月に開催する当社株主総

会において新たな取締役を選出し取締役人数の増加及び強化を図り、各部署における

管掌取締役の兼任を行わないことによって、自らの管掌業務に没頭することなく会社

経営全ての情報に対して十分な検討を行える体制を構築します。

【スケジュール】

平成 19年 6月 28日予定の当社株主総会において取締役選任の後、平成 19 年 7 月

より実施いたします。

【具体的施策】

取締役人数を現行の 5名（うち常勤取締役４名非常勤取締役１名）から 6名程度（う

ち常勤取締役 5 名社外取締役 1 名を予定）に増員し、常勤の取締役は全て管掌業務を

もち、非常勤且つ社外取締役は管掌業務をもたずに全ての情報に関与し精査する予定

です。

現　体　制 新体制

代表取締役社長 　江川 賢記 　－

カーチス事業部 　山田 邦昇 　山田 邦昇
経営企画室 　藤嶋 啓
管理本部 　井上 博文
財務本部 　藤嶋 啓
IR室 　井上 博文

吉原 譲、
神山 真一、
菅野谷 昌洋、
高嶋 一、其々分掌し管掌

※ 新体制とは平成 19 年 6 月 28 日開催の定時株主総会にて承認された取締役陣で

す。

　  代表取締役の人事については、平成 19 年 6 月 26 日開催の取締役会にて内定す

る予定です。
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⑤　経営委員会の創設

②のチェック機能の不全を解決するために、平成 19年 6月 18日の取締役会で経営

委員会発足を決議致しました。

一連の事実と異なる開示や開示の不十分さは、当社がコーポレート･ガバナンス（企

業統治）及びコンプライアンス（法令遵守）の不足により生じたことが明確であるた

め、外部の有識者を招聘し取締役会の諮問機関として大所高所から当社の企業価値向

上を目的に意見を提言して頂く組織をあらたに設けます。

これによって情報の開示のチェック機能をさらに万全にするために、開示書類の起

草段階、取締役会の決議段階において専門性の高い経営委員会の指導の下、チェック

機能を働かせる体制を構築します。

経営委員会は、平成 19年 7月 1日より活動を開始致します。

この委員会は、定期的に開催され（月例開催、但し取締役会が複数回開催される場

合には、それに応じて臨時に開催されます。緊急の場合は、委員間で電子メールを擁

して確認作業もされます。）、取締役会への付議案については事前に確認を取り、その

記録を残すことで、当社のコーポレート･ガバナンス（企業統治）及びコンプライア

ンス（法令遵守）の向上が図られる状況を会社全体の価値として経営陣は理解してい

くこととします。

また、SA 社からの債権回収に限らず、経営委員会と歩調を合わせて当社のコンプ

ライアンスを構築する目的で、複数の弁護士との顧問契約を通じて、より会社機能の

強化を図るものでもあります。

【具体的施策】

経営委員会のメンバー

氏　名 主な経歴

委員長 上田 廣一 氏 東京高等検察庁検事長退官後、

明治大学法科大学院教授（現任）

委員 山根 節 氏 公認会計士

慶応義塾大学・大学院経営管理研究科教授（現任）

委員 曾根 宏道 氏 ㈱ダイヤモンド取締役 編集局長
㈱ブイネットジャパン会長（現任）

委員 大原 雅志 氏 公認会計士・税理士・行政書士

委員 新川 隆丈 氏 ㈱北陸銀行、伊藤忠商事㈱

㈱極楽湯 代表取締役社長（現任）

経営委員会の事務局は、経営企画室が担います。
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顧問弁護士

　湊総合法律事務所（湊弁護士 他）

　さくら共同法律事務所（松井弁護士 他）

　サン綜合法律事務所（中村弁護士 他）

　　　監査役会顧問弁護士

　　　　外立弁護士事務所（外立弁護士 他）

　　　

【現行】
株主総会

監査役会

取締役会

代表取締役

IR室
投資家・株主

開示

　　　

【新体制】

株主総会

監査役会
経営委員会

取締役会

　　　　　専門的ｱﾄﾞﾊﾞｲｽ
代表取締役

IR室 投資家・株主

開示

⑥　知的資産管理体制の構築

③の会計、法務及び適時開示に関する知識不足の対応策として、当社の役員及び従業員向

けに、会計・法務及び適時開示に関する研修・教育プログラムを策定し定期的に勉強会を

実施し、会計、法務及び適時開示に関する知識不足を解消します。

本プログラムは、経営委員会の助言を受けて、顧問弁護士と協議し IR 室により立

案し外部専門家に具体的なプログラム内容を構築頂き実践致します。

【スケジュール】

平成 19年 7月中に教育プログラムを策定し、同年 8月より実施致します。

【具体的施策】



15

研修・教育プログラムの策定は。現在数社の外部専門家による検討を行っている状

態であり、検討が終了し立案が為された後に当社による選定を行い、直ちに導入する

予定です。

また、同プログラムは毎月１回以上の開催による研修、教育を行い、継続的に１年

以上の期間をもった後に評価を行い、さらなる制度の充実を図ってまいります。

⑦　経営執行の監視機能の強化

⑤の経営委員会の他に、経営執行の監視機能を強化することで施策をより具体的に、

且つ、継続的に体制を維持することを目的として、既に導入済みの執行役員制度を再

検討し、経営の監督及び監視と業務の執行の分離をさらに推進し、執行役員による業

務執行が適正に行われるよう内部統制体制の強化に努め、また各役員による経営監視

機能の強化を図ります。

さらに、平成 19 年 6 月に予定されている当社定時株主総会において社外取締役及

び社外監査役をあらたに招聘し、社外役員による経営監視機能の強化を実施する予定

です。

【スケジュール】

平成 19 年 6 月 28 日予定の当社株主総会において当該社外役員選任の後、平成 19

年 7月より実施いたします。

【具体的施策】

現状の執行役員による経営執行会議（仮称）を創設し、毎週１回以上常勤取締役に

対して経営執行に関する報告を行います。また、同取締役は同報告による経営執行を

監督し自らが業務に埋没されることなく経営機能の強化に専念できる体制を構築しま

す。

さらには、社外役員による経営監視体制強化のために、株主総会終了後、経営監視

委員会（仮称）を創設し、同社外役員による継続的な経営監視体制の構築に努めます。

３．最後に

　　今回の問題につきましては、投資判断に重大な影響を与え得る会社情報について、適

正に開示が行えなかったことによる、株主、投資家並びに関係各位に対して多大なご迷

惑をお掛け致しましたことについて、深く反省しております。

　　会社情報の適時適切な開示についての重要性を再認識するとともに、このような事態

が再発しないよう、適時開示機能の整備に努めて参る所存であります。

以上


