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外部調査委員会による調査報告書(中間報告)を受けた弊社の取組み 

及び弁護士による法的監査の結果について 

 
 弊社は、平成 20年 3月 25日付け｢外部調査委員会による調査報告書(中間報告)の公表及び関
係者の処分について｣にてお知らせ致しましたとおり、弊社が取得した物件のテナントとの立退

き交渉を、過去に共同都心住宅株式会社及び光誉実業株式会社に委託していたことに関し、平成

20年 3月 25日付け｢調査報告書(中間報告)｣(以下｢調査報告書(中間報告)｣といいます。)において、
外部調査委員会より再発防止策の提言を受けました。弊社は、かかる提言を真摯に受け止め、同

日以降、下記のような再発防止策を実施して参りましたので、皆様にお知らせ致します。 
 
 また、かかる再発防止策の一環として、弊社は、平成 20年 4月 2日に大手法律事務所に対し、
弁護士による監査(以下｢反社チェック DD」といいます。)の実施を依頼し、同月 25日、下記の
ような反社チェック DDの結果報告を受けましたので、併せてお知らせ致します。かかる反社チ
ェック DDの結果においては、弊社が現在実施・予定している再発防止体制が適切に運用される
のであれば、将来にわたり、弁護士法違反の疑いのある取引や反社会的勢力ないしその疑いがあ

る者との取引又はこれからの介入といった事態が生ずる可能性は極めて低く、高いレベルで法令

遵守体制が維持されることを期待することができるとの評価をいただいております。 
 
 弊社は、今後も、反社会的勢力との決別及び法令遵守体制の確立を徹底すべく、鋭意努力を続

けて参ります。 
 

記 
 
1. 弊社の再発防止の取組み 

 
 外部調査委員会が、弊社に対して、｢調査報告書(中間報告)｣において提言した再発防止策は、
以下の 8項目です(｢調査報告書(中間報告)｣58頁ないし 73頁参照)。 
 

① 外部の専門家による監査(反社チェック DD)の定期的な実施･公表 



② プロジェクト審査部によるチェック体制の拡充 
③ 公益通報制度の機能強化及び外部からの情報受付窓口の設置 
④ 決済･業務報告体制、部門間の連携体制の見直し 
⑤ 社内における監査･監視機能の強化 
⑥ 反社会的勢力との関係がないことを示す確認書及び暴排条項の活用 
⑦ 不動産ソリューション事業におけるビジネスの適正化 
⑧ 役職員の意識改革･法令等の研鑽の一層の徹底 

 
 上記提言を受け、弊社は以下の各施策に取り組んで参りました。 
 
① 外部の専門家による反社チェック DD の定期的な実施・公表 

 弊社は、平成 20年 4月 2日、大手法律事務所に対して、第 1回目の外部の専門家による
反社チェック DDを依頼し、同月 25日、 監査結果の報告を受けました。監査結果について
は、本リリースにて公表しております。 
 弊社は、今後も半年に 1回程度、外部の専門家による反社チェック DDを実施し、外部監
査の結果を速やかに公表することを予定しています。 

 
② プロジェクト審査部によるチェック体制の拡充 

 

ア プロジェクトの内容についての審査 

 弊社は、プロジェクト審査部によるプロジェクトの内容についての審査を実効性ある

ものにするため、平成 20年 4月 22日、従前、プロジェクト審査部が担当していた、
契約関係者の属性チェックをコンプライアンス室の分掌事項に移管するとともに、今後

は、プロジェクト審査部において、契約書及び取引スキーム全体のチェックを行うこと

とし、プロジェクト全体の審査が可能となる体制を構築しました。 
 
イ 契約関係者の属性チェック 

 

(ｱ) 属性チェックの体制の確立 

 弊社は、契約関係者の属性チェックをプロジェクト審査部からコンプライアン

ス室の分掌事項とした上、平成 20年 4月 22日、新たにコンプライアンス室業務
マニュアルを策定して、必要に応じて生活安全室に調査を要請することができる

という体制を構築しました。また、弊社内部で情報の共有化を図るべく、コンプ

ライアンス室は、月に 1回、取締役会に調査結果を報告することとしました。 
 また、弊社は、コンプライアンス室の人員を、従前の室長 1名のみの体制から、
平成 20年 4月 21日以降は総勢 6名体制にするとともに、コンプライアンス室か
ら属性チェックに関する業務を一部委嘱される生活安全室の人員についても、同

日より、総勢 6名とする人員の補強を行い、属性チェック体制の強化を図りまし
た。 

 



(ｲ) 属性に関する情報入手源の多角化 

 弊社は、現在、コンプライアンス室において、独自に作成している属性データ

ベースを用いた検索、及び暴力団追放センターなどへの属性情報の照会により、

契約関係者の属性に関する情報を取得しております。 
 また、弊社は、属性情報の入手源を多角化するべく、属性情報の照会先として、

上記に加えて、有料データベースの利用を検討中です。 
 さらに、弊社は、外部の専門団体に入会するために、同会宛てに上申書を提出

しております。 
 
(ｳ) 属性チェックの対象の拡大 

 弊社は、反社会的勢力との関係が問題になるのは不動産ソリューション事業だ

けに限られないことから、契約関係者の属性のチェックの対象を不動産ソリュー

ション事業以外の不動産事業にも拡大すべく、東京営業部、コミュニティー事業

部及び土木・建築本部の新規取引についても、コンプライアンス室による属性チ

ェックを受けることとしました。 
 また、弊社は、契約者の属性チェックの対象を、弊社と直接に契約関係を有す

る者以外にも拡大すべく、後記⑥で述べる方策を講じることとしました。 
 
(ｴ) 継続的な属性のチェック 

 弊社では、従前は、人員の不足により、新規の取引先の属性チェックにとどま

っており、過去の取引先についての継続的な属性チェックを十分に行う体制が整

っておりませんでしたが、前記(ｱ)記載のとおり、属性チェックをコンプライアン
ス室の分掌事項とした上、コンプライアンス室の人員を増強したことで、継続的

な属性チェックを行なう体制が整ったことから、今後は半年に 1回程度、コンプ
ライアンス室において、過去の取引についても継続的に属性チェックをする方針

としました。 
 
③ 公益通報制度の機能強化及び外部からの情報受付窓口の設置 

 

ア 内部通報制度について 

弊社は、平成 18 年 11 月に公益通報制度として｢内部通報制度に関する規程｣を定め
ていたにもかかわらず、かかる内部通報制度が機能してこなかったことに鑑み、平成

20 年 4 月 21 日、全役職員に向けて、内部通報制度の利用を促す旨の社内通達を出す
など、内部通報制度の周知徹底を図るとともに、同月 22日、内部通報制度を有効に機
能させ、社内から広く情報を収集するため、内部通報制度の窓口を、弊社の顧問法律事

務所及びコンプライアンス室と定めました。 
 

イ 外部からの情報提供について 

 弊社は、社外から広く情報を募るため、お客様ご意見・ご要望窓口を設け、平成 20
年 4 月 22 日、弊社ホームページ上に、外部からの情報提供窓口を設けました



(http://www.suruga.com/cgi-bin/inquiry.cgi)。また、弊社は、従前より、建築の現場に
おいて、近隣住民からの苦情等を受け付けていましたが、今後は、さらに幅広く外部か

らの情報を取り入れるべく、物件取得や建築の際の居住者近隣住民への挨拶文書等にお

いて電話、ファックス及び Eメールによる情報提供窓口を周知することとしました。 
 
④ 決裁・業務報告体制、部門間の連携体制の見直し 

 

ア 決裁・業務報告体制の整備 

 弊社は、平成 20年 4月 1日付けで稟議規程を改訂し、重要な情報が社内の関係各所
に確実に伝達されるよう、稟議や報告に際しては書面を要求することとしました。そし

て、｢反社会的勢力に関する事項、当会社の法令遵守に関する事項及びその他経営上重

要な事項について｣は、原則として稟議書と同様の形式で報告することとしました。 
 弊社では、現在、稟議事項については所定の稟議書を作成しなければ決裁がなされな

い運用を徹底しております。 
 
イ 各コンプライアンス関連部署の職務分掌の整理 

 弊社には、従来より、コンプライアンスに関連する部門として、取締役会直属の組織

としてのコンプライアンス委員会の他に、法務部、内部監査室、コンプライアンス室、

プロジェクト審査部がありましたが、その職務分掌が必ずしも明確ではなかったため、

平成 20年 4月、これらコンプライアンス関連部署の職務分掌について、以下の通り抜
本的な見直しを行い、同月 22 日付けで定めた｢コンプライアンス関連部署の業務連携
マニュアル｣にもかかる役割を明記しました。 
 
○ コンプライアンス室 

・ コンプライアンス体制の整備及び管理 

・ 企業倫理規範・企業行動基準の管理 

・ 内部及び外部通報の窓口 

・ コンプライアンス委員会、コンプライアンス研修会の主催 

・ 属性データベースの構築 

○ 生活安全室 

・ 移転要請交渉 

・ 特定対象の属性調査 

・ 関連情報の収集 

○ 法務部・プロジェクト審査部 

・ 契約書等のリーガルチェック 

・ 取引スキームのチェック 

○ 内部監査室 

・ 監査の実施 

 
 



ウ 部門間の連携体制 

 弊社は、コンプライアンス関連部署が各々独立して活動するのではなく、相互に緊密

な連携をもって活動することができるよう、コンプライアンス関連部署相互の連携体制

についても、平成 20年 4月 22日付けで定めた｢コンプライアンス関連部署の業務連携
マニュアル｣において明確にしました。具体的には、以下のとおりです。 
 

(a) 営業部、コミュニティー事業部、土木・建築本部は、コンプライアンス室に、所

要の資料を添付の上、コンプライアンス調査を依頼する。 

(b) コンプライアンス室は、これを受けて、調査の対象となる法人、団体及び個人の

所在地に応じ、生活安全室と分担して属性チェックを行う。 

(c) コンプライアンス室は、必要に応じ、取引スキームのチェック及び契約書のリー

ガルチェックを、プロジェクト審査部、法務部にそれぞれ依頼する。 

(d) 生活安全室、プロジェクト審査部、法務部の各担当者は、調査の結果必要とされ

る事項があればこれを属性チェックリストに記入してコンプライアンス室に伝

達する。 

(e) コンプライアンス室は、以上の調査の結果を、営業部、コミュニティー事業部、

土木・建築本部に回答する。 

(f) コンプライアンス室は、毎月 1回、調査結果の集計状況を取締役会及びコンプラ

イアンス委員会に報告する。 

 
 また、営業部とコンプライアンス関連部署との連携体制についても、(1)後記⑦ア記
載のとおり、移転要請交渉業務を営業部と生活安全室が協力して行うこと、(2)同イ記
載のとおり、移転要請交渉業務について、法務部によるチェック体制、コンプライアン

ス室への報告義務などを定めました。 
 
エ 取締役会及び経営会議の見直し 

 後記⑨イにおいて述べるとおり、弊社は、平成 20年 4月 1日付けで取締役会規程及
び経営会議規程を改訂し、｢反社会的勢力に関する事項及び当会社の事業に関し、法令

に抵触するか否かにつき疑義がある事項｣については、必ず取締役会に付議しなければ

ならないことし、また、これらの事項について、特段の措置を講じないことを取締役会

が決定する場合には、社外取締役が出席した取締役会の決議によらなければならないと

して、取締役会の付議事項の拡大及び社外取締役による経営の監視体制の強化を図りま

した。 
 
⑤ 社内における監査・監視機能の強化 

 

ア 内部監査室の人員の増強 

 弊社は、社内監査・監督機能を強化するべく、従前 1 名であった内部監査室の人員
を、平成 20年 3月 1日から 2名体制とし、さらに、同年 4月 21日から 3名体制とし、
人員の強化を図りました。 



 人員が増強されたことで、内部監査室は、今後は、営業部については年 2 回の監査
を実施し、コンプライアンス部門の監査も実施することとしました。また、海外事業部

の行っている事業についても、現地において実査をすることを検討し、第 39期以降は
営業部以外の部署も年 2回の監査を実施することについて検討しております。 
 なお、監査役と内部監査室は、これまで、最低でも年 2 回以上、内部監査室による
諸部門の内部監査の結果やフォローアップについて打ち合わせを行ってきており、今後

もかかる打ち合わせは継続する予定です。また、公認会計士、監査役及び内部監査室に

よる情報交換会も従前年 2回開催してきており、これも継続する予定です。 
 
イ 専門的知識・能力を有する者の配置 

 弊社は、内部監査室に、内部監査に関する専門的知識・能力を有する者を配置すべく、

平成 20年 4月 21日、ISO関係業務に従事した経験を有する者を新たに内部監査室の
専属としました。また、内部監査室長にも専門資格の取得をさせる予定です。 

 
ウ 内部監査に関する研修の定期的な実施 

 弊社は、内部監査室に、社団法人日本内部監査協会が主催する内部監査基礎講座(平
成 20年 4月 24日・25日)、年 4回の内部監査基礎コース(初回は同年 5月 13日)、内
部監査事例研究(同月30日)及び情報システム監査基礎講座(同年6月27日)を受講させ、
また、内部統制に関して、みずほ総合研究所が実施する｢会社を強くする内部統制と経

営管理体制の整備｣と題するセミナー(同月 19日)に参加させる予定です。内部監査室で
は、その他必要があると思われるセミナーには積極的に出席して参ります。 

 
エ 内部監査の結果の報告体制 

 弊社においては、従前より、内部監査の結果は、監査役、担当取締役及び専務以上の

役員に報告され、内部監査のフォロー表も、監査役、担当取締役及び専務以上の役員に

報告されていましたが、平成 20年 4月 1日付けで経営会議規程を改正し、｢反社会的
勢力に関する事項及び当会社の事業に関し、法令に抵触するか否かにつき疑義がある事

項については、必ず取締役会に付議しなければならない｣とし、内部監査の結果、反社

会的勢力に関する事項及び法令に抵触するか否かにつき疑義がある事項は取締役会に

付議される体制としました。 
 

⑥ 反社会的勢力との関係がないことを示す誓約書及び暴排条項の活用 

 弊社は、平成 20 年 4 月に、全役職員から、自己、配偶者又は二親等以内の血族が、(1)
反社会的勢力に属しないこと、(2)反社会的勢力ないし反社会的勢力との疑いがある者と交
友関係を持っていないこと、(3)反社会的勢力ないし反社会的勢力との疑いがある者を利用
しないこと、(4)反社会的勢力を名乗らないこと、(5)交友関係を有する者が反社会的勢力に
属するとの疑いが生じた場合には、直ちにその事実を弊社に報告の上、その者との交友関係

を断つことなどを内容とする誓約書を提出させました。 
 また、弊社との取引の頻度が高い主要な下請先企業及び孫請先企業からも、同趣旨の誓約

書の提出を受けています。 



 これに加え、平成 20年 4月以降、新たに契約を締結する場合及び契約を更新する場合に
は、新規の取引先であるか従前から取引関係のある相手であるかを問わず、相手方に、上記

誓約書を提出させるとともに、相手方及び弊社との取引に関連して相手方が取引関係を持っ

た取引先(ソリューション事業を含む全事業を対象とし、また再委託・孫請け・転貸借など
契約の形式を問わない)が、(1)反社会的勢力でないこと、(2)反社会的勢力ないし反社会的勢
力との疑いがある者と取引関係を持たないこと、(3)反社会的勢力ないし反社会的勢力との
疑いがある者を利用しないこと、(4)反社会的勢力を名乗るなどして弊社の名誉・信用・財
産を毀損するおそれのある行為をしないこと、及び(5)取引先の役職員又は株主がいずれも
反社会的勢力ないし反社会的勢力との疑いがある者に属さないことを、それぞれ表明し、保

証させ、表明保証に反した場合には、無催告でその相手方との全ての契約を解除できる旨を

定めた規定(いわゆる暴排条項)を盛り込んだ覚書を締結することとしました。 
 
⑦ 不動産ソリューション事業におけるビジネスの適正化 

 
ア 移転要請交渉業務の適正化 

 弊社は、不動産ソリューション事業における立退き交渉が適正に行われるようにする

ため、平成 20年 4月 22日付けで｢営業部業務マニュアル｣の一部として｢移転要請交渉
業務マニュアル｣を策定しました。同マニュアルでは、｢会社が所有する土地建物の賃借

人に明渡しの申入れを行い、協議・交渉を行う業務｣を｢移転要請交渉業務｣と定義した

上で、同業務は、原則として生活安全室と営業部が協力して行い、交渉・協議の相手方

が交渉自体を拒否する場合等弊社役職員が移転要請交渉業務を行うことが適当でない

と判断される場合には、弁護士に依頼することとしました。なお、前記②イ(ｱ)で述べ
たとおり、平成 20年 4月 21日以降、生活安全室の人員を総勢 6名とする人員の補強
を行っております。 
 また、｢移転要請交渉業務マニュアル｣では、移転要請交渉業務に際しては相手方に威

圧的な態度をとる、夜間に相手方を訪問する、騒音を立て又は建物について相手方に著

しく不都合な変更を行うなどの行為の禁止を明記し(なお、弊社自らがこれまでかかる
不適切な行為を行った事実はありません。)、さらに、相手方との面談は 2 名以上で対
応する、移転の合意が得られた場合には弁護士の作成又は精査にかかる書面を作成し、

相手方と弊社が記名押印し双方で保管する、明渡しの確認は現地で相手方立ち会いの上

行う、解決金の支払いは原則として銀行振込によることとし現金又は小切手による場合

には担当役員の承認を得た上で行うなど、移転要請交渉業務に際して相手方との間でト

ラブルとなることを防ぐためのルールを明示しました。 
 
イ 法務部によるチェック及びコンプライアンス室への報告等 

 ｢移転要請交渉業務マニュアル｣では、賃借人の中に反社会的勢力に該当する者が存在

する疑いがある場合、交渉過程において相手方が弁護士以外の第三者に協議・交渉を委

託した場合、相手方が不当要求をするなど不審な事項が判明した場合等には、コンプラ

イアンス室・法務部を交え協議をすることとしています。 
 また、平成 20年 4月 22日付けで策定した｢法務部業務マニュアル｣では、不動産ソ



リューション事業については、プロジェクトに係る会議に法務部員が出席し、稟議の合

議にも参加することとしました。 
 さらに、｢移転要請交渉業務マニュアル｣では、コンプライアンス室は、移転要請交渉

業務についていつでも生活安全室・営業部の担当者に必要な情報の報告を求めることが

でき、かかる要求をしない場合でも、月に 1 回は移転要請交渉業務の状況について報
告を受けることとしました。 

 
⑧ 役職員の意識改革・法令等の研鑽の一層の徹底 

 
 弊社では、従前から、コンプライアンス室が主体となって、外部講師を招くなどして役職

員のためのコンプライアンスに関する研修を実施してきましたが、平成 20 年 4 月 22 付け
で策定された、｢コンプライアンス室業務マニュアル｣では、今後も、月に 1回、コンプライ
アンスに関する社員研修を行うこととしました。また、半年に 1回は社員に対して内部通報
制度の研修を実施し、制度の活用を呼びかけることを予定しています。 
 さらに、｢コンプライアンス室業務マニュアル｣では、役職員のコンプライアンス意識、法

令等への理解の一層の充実強化を図るため、今後は、各役職員の階層・業務・役割に応じて、

よりきめ細やかな研修を実施する方針です。具体的には、例えば、｢役員研修では、建設業

界内だけに通じる常識や前例踏襲主義を払拭させるなど意識改革の徹底を図る一方、常に統

治能力の向上に努め、健全な社会常識に基づいたコンプライアンス経営の徹底を図る。｣、｢管

理者研修では、常に問題意識を持たせるとともに、コンプライアンスリスクを念頭においた

業務管理を徹底させる。また、スキルを向上させるための研修会を開催する。｣、｢社員に対

しては、企業倫理や法令遵守の精神、暴排精神などを植えつける一方、業務に必要な基礎知

識を身につけさせる。｣ことなどを検討しています。また、各部門の長等を、コンプライア

ンスの中核となるコンプライアンスリーダーとし、毎月 1回課題研究等を行うコンプライア
ンスリーダー研修を実施することも予定しています。 

 
⑨ そ の 他 

 

ア 各種業務マニュアルの策定 

 既に一部については上記で触れたとおり、弊社では、新たに、各業務部門のコンプラ

イアンスに関わる業務及びコンプライアンス関連部署の業務連携についてマニュアル

の策定を行いました。具体的には、コンプライアンス室、法務部、生活安全室の各部署

のマニュアルに加え、土木・建築本部における下請等の契約締結及び外部からの苦情等

に関するマニュアル、営業部による不動産仕入れ業務、移転要請交渉業務、不動産売却

業務、請負工事受注業務に関する各マニュアル、コミュニティー事業部における賃貸借

契約締結に関するマニュアル等を作成しました。今後も必要に応じてこれらのマニュア

ルを随時改訂していく予定です。 
 
イ 取締役会規程・経営会議規程の改訂等 

 既に一部については上記で触れたとおり、弊社は、平成 20年 4月 1日付けで取締役



会規程を改訂し、取締役会の決議事項に新たに｢反社会的勢力に関する事項及び当会社

の事業に関し、法令に抵触するか否かにつき疑義がある事項｣を加えました。そして、

かかる事項について、特段の措置を講じないことを決定する場合には、社外取締役が出

席した取締役会の決議によらなければならないと定めました。なお、｢コンプライアン

ス関連部署の業務連携マニュアル｣では、コンプライアンス室は、属性調査などコンプ

ライアンスに関する調査結果の集計状況を、毎月 1 回取締役会及びコンプライアンス
委員会に報告しなければならないこととしました。 
 また、弊社は、同じく平成 20年 4月 1日付けで、経営会議規程についても改訂しま
した。同規程の改訂により、新たに｢反社会的勢力に関する事項及び当会社の事業に関

し、法令に抵触するか否かにつき疑義がある事項については、必ず取締役会に付議しな

ければならない｣との規程を設けました。 
 
ウ 内部監査室による内部統制システムのテスト・モニタリングの実施 

 内部監査室は、具体的な実施時期は未確定ですが、今後、内部統制システムのテスト・

モニタリングの実施を予定しております。 
 
 
2. 法的監査の結果 

 
 前述のとおり、弊社は、平成 20年 4月 2日、大手法律事務所に対して、第 1回目の外部の専
門家による監査(反社チェック DD)を依頼し、同月 25日、 監査結果の報告を受けました。かか
る監査においては、①弁護士法違反の疑いがある取引への関与、②反社会的勢力との取引関係な

いし同勢力からの介入、③｢調査報告書(中間報告)｣における再発防止策の提言に対する対応状況
を含む法令遵守体制の整備・運用状況、についての調査、評価を受けました。その監査結果は以

下のとおりです。 
 
① 弁護士法違反の疑いがある取引への関与について 

 
 ｢調査報告書(中間報告)｣において指摘された、弊社が過去に弁護士法違反の疑いのあ
る取引を行ってしまったことの原因は、平成 20年 4月 24日現在解消されており、現
在、弊社が弁護士法違反の疑いのある取引を行なっているとは認められない。また、

弊社が、現在実施・予定している各施策を適切に実行していくのであれば、今後は、

弁護士法違反の疑いのある取引を行う可能性はきわめて低いと考えられる。 
 

② 反社会的勢力との取引関係ないし同勢力からの介入について 

 
 弊社は、反社会的勢力に係る情報収集に関する社会インフラ整備が必ずしも万全と

はいい難い状況の中で、反社会的勢力排除のための体制確立に向け、可能な限りの積

極的取組みを行ってきており、平成 20年 4月 24日現在、弊社が、反社会的勢力との
取引関係ないし同勢力からの介入を受けている状況は認められない。また、弊社にお



いては、今後さらに万全の体制を作るために改善の余地はあるものの、同年 3月 25日
以降整備された各体制が適切に運用され、全社を挙げて反社会的勢力を排除する意思

が維持される限り、将来において反社会的勢力との取引関係ないし同勢力からの介入

が生ずるおそれは低いものと考えられる。 
 

③ 法令遵守体制の整備・運用の状況(｢調査報告書(中間報告)｣における再発防止策の提言

に対する対応状況を含む。)について 

 
 弊社は、外部委員会による｢調査報告書(中間報告)｣の提言に係る再発防止策の全て
の項目につき、短期間ながらも可能な限りの適切な措置を講じており、法令遵守体制

が相当に整備されてきているとともに、その運用を開始した状況にあると認められる。 
 

④ 総  括 

 
 本件監査は、｢調査報告書(中間報告)｣の公表から 1か月を経過しない短期間の間に依
頼、実施されたものであるため、具体的な取引案件において、今般整備されるに至っ

た体制の運用状況の調査を行うまでには至っていない。しかしながら、短期間にもか

かわらず、弊社においては、特に、弁護士法違反の疑いのある取引の防止体制及び反

社会的勢力排除体制を中心とする法令遵守体制は、外部調査委員会による｢調査報告書

(中間報告)｣の提言に従いつつ、相当整備されてきているものということができる。ま
た、弊社においては、今後かかる体制が適切に運用されるのであれば、将来にわたり、

弁護士法違反の疑いのある取引や反社会的勢力ないしその疑いがある者との取引又は

これからの介入といった事態が生ずる可能性は極めて低いと考えられ、高いレベルで

法令遵守体制が維持されることを期待することができる。 
 

 
以 上 


