
 
 

 
平成 20 年 4 月 25 日 

 

各 位 
                                               会 社 名  東亜建設工業株式会社             
                                               代表者名  代表取締役社長  鈴木 行雄 
                                             （ コード番号 1885 東証第一部・札証 ） 
                                                     （ ＵＲＬ：http://www.toa-const.co.jp/ ） 
                                               問合せ先 管理本部副本部長 林  靖 人 
                                                                    TEL.03－3262－6797 
 

「内部統制システム構築の基本方針」一部改訂に関するお知らせ 
 

当社は、平成 20 年 4 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、 
一部改訂を下記のとおり決議しましたので、お知らせします。 
 
 

記 
  

  ＜改訂の内容＞（下線は変更部分を示します） 
変更前 変更後 

 当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、

以下のとおり、当社の業務の適正を確保するため

の体制（以下「内部統制システム」という）を整

備する。 
 

当社は、会社法、会社法施行規則及び金融商

品取引法に基づき、以下のとおり、当社の業務

の適正性を確保するための体制（以下「内部統

制システム」という。）を整備する。 

 

１．取締役及び使用人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（会

社法第 362 条第 4 項第６号、会社法施行規則

第 100 条第 1 項第 4 号） 
 
１）企業として社会的責任を果たすため、役 

職員が法令・定款及び企業倫理を遵守し 
た職務執行を行うよう企業行動規範を定 
める。 

 
２）代表取締役社長が全役職員に企業行動規 

範の精神を繰返し伝えることにより、法 
令等の遵守があらゆる企業活動の前提で 
あることを周知・徹底する。 
 

 

１．   （現行どおり） 
 

 
 
 
 
１） （現行どおり） 
 
 
 

 
２） （現行どおり） 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



変更前 変更後 

３）代表取締役社長の直轄機関としてコンプ

ライアンス委員会を設置する。コンプラ

イアンス委員会は定期的にコンプライア

ンス・プログラムを策定し、それを実施

する。 

 

 

    ４）コンプライアンス担当取締役を任命する

とともに、その指揮・命令のもとにコン

プライアンス統括部門である総務部が、

全社横断的なコンプライアンス体制の

整備及び問題の把握・解決に努める。 

 

３）全社横断的に効果的な内部統制を構築す

るため、代表取締役社長を委員長とする

ＣＳＲ委員会を設置し、当社グループの

       コンプライアンス、内部統制及びリスク

管理の実効性に関する行動計画を策定 

し、これを実施する。 

 

４） （削   除） 

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管

    理に関する体制（会社法施行規則第 100 条第

1項第 1号） 

 

  １）取締役の職務執行に係る情報（取締役会

    議事録、稟議書）を文書又は電磁的媒体

       で記録し、文書管理規程に従い保存する。

 

２）取締役及び監査役は、取締役の職務執行

に係る情報をいつでも閲覧することが 

できる。 

２．   （現行どおり） 

 

 

 

１） （現行どおり） 

 

 

 

２） （現行どおり） 

 

 

 

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

（会社法施行規則第 100 条第 1項第 2号） 

 

  １）職務執行に係るリスク管理については、

    ぞれぞれの担当部門が定めた管理規程に

従い当該部門が行う。 

 

    ２）組織横断的なリスク状況の監視並びに全

       社的対応については、本社関係部門が協

       力・協議し、必要に応じてその状況や対

応内容を取締役会に報告する。 

 

３．   （現行どおり）  

 

 

１）職務執行に係るリスク管理については、

     それぞれの担当部門が定めた管理規程 

等に従い当該部門が行う。 

 

２）組織横断的なリスク状況の監視並びに全

     社的対応については、リスク管理規程に

     基づきＣＳＲ委員会が対応し、必要に応

     じてその状況や対応内容を取締役会に報

告する。 

 

 
 
 
 
 



変更前 変更後 

４．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（会社法施行規則第 

100 条第 1項第 3号） 

   

  １）中期経営計画・年度計画を定め、当社と

    して達成すべき目標及び担当取締役の業

績目標を明確化する。 

  

  ２）経営企画室は、中期経営計画・年度計画

    における各部門の業務執行状況を検証し

     これをフィードバックするとともに、各

    部門の改善策の実施をフォローする。 

 

  ３）IR 担当取締役を任命し、企業情報等に関

 し適時の開示を適切に実施する。 

 

    ４）執行役員制度により、意思決定機能と業

      務執行機能を分離し、意思決定プロセス

      の簡素化及び意思決定の迅速化を図る。

 

４．   （現行どおり） 

 

 

 

１） （現行どおり） 

 

 

 

２） （現行どおり） 

 

 

 

 

３） （現行どおり） 

 

 

４） （現行どおり） 

５．使用人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（会社法施行規

則第 100 条第 1項第 4号） 

 

 当該内容は、１．に統合。  

 

５．   （現行どおり） 

６．当該株式会社及び子会社から成る企業集団に

おける業務の適正を確保するための体制（会

社法施行規則第 100 条第 1項第 5号） 

 

１) 当社の定める企業行動規範をグループ各

    社に周知し、グループ全体の役職員が一

体となり遵法意識の向上を図る。 

 

２）コンプライアンス担当取締役は、グルー

    プ全体の内部統制の体制整備に関する  

    責任を負う。 

 

 

 

６．   （現行どおり） 

 

 

 

１)  （現行どおり） 

 

 

 

２） （削   除） 

 
 
 



変更前 変更後 

３）当社の定める関係会社運営基準に従い、

グループ各社における経営上重要な事

項については当社取締役会の付議事項

とし、その他の事項については当社経営

企画室の審査を経るものとする。 

 

  ４）当社監理室はグループ各社に対する内部

監査を実施する。 

 

 

  ５）グループ各社は経営目標を設定し、関係

    会社社長会において当期見通し等につい

       て、当社経営陣と協議する。当社経営企

   画室はグループ各社の経営目標の達成状

   況等を定期的に検証し、その結果を当社 

取締役会に報告するとともに、グループ

各社にフィードバックする。 

 

（新   設） 

 

 

 

 

 

２）当社の定めるグループ会社運営基準に従

    い、グループ各社における経営上重要な

    事項については、当社取締役会の付議事

    項とし、その他の事項については、当社

   経営企画室の審査を経るものとする。 

 

  ３）当社監理室は、グループ各社に対する内

部監査を実施する。 

 

 

    ４）グループ各社は、経営目標を設定し、関

     係会社社長会において当期見通し等に

        ついて、当社経営陣と協議する。当社経

     営企画室は、グループ各社の経営目標の

    達成状況等を定期的に検証し、その結果

    を当社取締役会に報告するとともに、グ

    ループ各社にフィードバックする。 

 

  ５）当社グループは、社会の秩序や安全に脅

威を与える反社会的勢力及び団体との 

関係を一切遮断するため、不当要求等に

ついては、毅然かつ組織的に対応する。

 

７．監査役がその職務を補助すべき使用人を置く

ことを求めた場合における当該使用人に関

する体制（会社法施行規則第 100 条第 3項第

1号） 

 

１）当社の業務を十分検証できるだけの経験

    を有する社員を補助者として配置し、監

    査役会の事務局兼務を併せて担当する。

 

２）監査役は、補助者に監査業務に必要な事

項を命ずることができる。 

 

７．   （現行どおり） 

 

 

 

 

１）当社の業務を十分検証できるだけの経験

    を有する社員を補助者として配置し、監

    査役会の事務局を併せて担当する。 

 

２） （現行どおり） 

８．前号の使用人の取締役からの独立性に関 

    する事項（会社法施行規則第 100 条第 3 

項第 2号） 

 

  

８．   （現行どおり） 

 

 

 

 

 



変更前 変更後 

１）補助者の人事異動、人事評価、懲戒に関

      しては、監査役会の同意を得るものとす

る。 

 

  ２）補助者が、監査役より監査業務に必要な

      命令を受けた場合は、その命令に関して

  取締役等の指揮・命令を受けない。 

 

１）補助者の人事異動、人事評価及び懲戒に

      関しては、監査役会の同意を得るものと

する。 

 

  ２）補助者が監査役より監査業務に必要な命

令を受けた場合は、補助者は、その命令

に関して取締役等の指揮・命令を受けな

い。 

 

９．取締役及び使用人が監査役に報告をするため

の体制その他の監査役への報告に関する体 

制（会社法施行規則第 100 条第 3項第 3号）

 

１）役職員は、会社に重大な損失を与える事

    項が発生し又は発生する恐れがあると

き役職員による違法又は不正な行為を

発見したとき、その他監査役会が報告す

べきものと定めた事項が生じたときは

速やかに監査役会に報告する。 

 

２）監査役は、取締役会その他重要な会議に

出席し必要なときは意見を述べ、かつ監

査上必要と判断したときは、取締役会議

事録、稟議書など経営に関する重要書類

をいつでも閲覧することができる。 

   

９．   （現行どおり） 

 

 

 

１）役職員は、会社に重大な損失を与える事

項の発生又は発生する恐れがあるとき、

及び役職員による違法又は不正な行為

を発見したとき、並びにその他監査役会

が報告すべきものと定めた事項が生じ

たときは速やかに監査役会に報告する。

 

２）監査役は、取締役会その他重要な会議に

出席し、必要なときは意見を述べ、かつ

監査上必要と判断したときは、取締役会

議事録、稟議書など経営に関する重要書

類をいつでも閲覧することができる。 

 

10．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（会社法施行規則第

100 条第 3項第 4号） 

   

１）役職員は、監査役の監査業務に対しその

      重要性と有用性を認識･理解し、監査が

    実効的に行われるよう協力する。 

 

２）監査役は、代表取締役社長並びに会計監

査法人との定期的な意見交換会を開催

するとともに、監理室との連携を図り適

切な意思疎通及び効果的な監査業務の

遂行を図る。 

10．   （現行どおり） 

 

 

 

１） （現行どおり） 

 

 

 

２）監査役は、代表取締役社長並びに会計監

   査法人との定期的な意見交換会を開催す

   るとともに、監理室との連携を図り、適

   切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂

行を図る。 

 
 
 
 



変更前 変更後 

３）監査役は、監査上必要があるときは取締

役及び重要な役職員に対し個別ヒヤリ 

ングの機会を設けることができる。 

 

３）監査役は、監査上必要があるときは、取

締役及び重要な役職員に対し個別ヒヤ 

リングの機会を設けることができる。 

 

（新   設） 11．財務計算に関する報告及び情報の適正性を確

保するための体制（金融商品取引法第 24 条 

の 4 の 4） 

 

１）当社グループの財務報告の適正性を確保

するため、財務報告に係る内部統制基本

方針を定めて維持・運用する。 

 

２）当社グループの財務報告に係る内部統制

  の有効性を継続的に評価し、内部統制に

ついて必要な是正・改善を行うことによ

り業務品質の向上を図る。 

 

 
以上 


