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各  位 

会 社 名 東邦グローバルアソシエイツ㈱ 

代表者名 代表取締役社長 山 﨑 公 明 

(コード番号 1757 大証第 2 部) 

問合せ先 経営本部（ＩＲ）藤 田 秀 雄 

            (Tel. 03-5511-1700) 

  

 

株式会社大阪証券取引所への「改善状況報告書」提出のお知らせ 

 

当社は、平成 19 年 11 月９日提出の「改善報告書」に関しまして、「上場有価証券の発行

者による会社情報の適時開示等に関する規則」第 23 条の２第１項の規定に基づき、改善措

置の実施状況および運用状況を記載しました「改善状況報告書」を、別添のとおり株式会

社大阪証券取引所に提出いたしましたのでお知らせいたします。 

 

別添書類：「改善状況報告書」 

 

以 上 
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Ⅱ．改善措置および当該措置の実施・運用状況 

当社は、内部管理体制および適時開示を適切に行うための体制に不備があるとの判断

のもと、平成 19 年 11 月より改善を図りました。その後、平成 19 年 11 月９日に提出い

たしました「改善報告書」におきまして、当社の「問題点」と「対応・改善策とその検

証の評価」を報告するとともに、当報告期間におきましても継続的に当該措置の実施・

運用を図りました。 

また、当報告期間後におきましても、引き続き改善措置を講じてまいります。 

 

１．改善措置 

（注：以下は、改善報告書における改善措置に関する記載の抜粋です） 

１）適時開示に関わる問題点 

 今回の問題は、当社が「不動産の売買等を行う子会社の経営管理・指導」を定款上の事

業目的にも関わらず、「不動産の売買等」が事業目的に含まれていると誤認し、不動産取引

の売上高・営業利益を、純粋持株会社において計上するという不適切な訂正開示を行って

しまったことが端緒となっていると考えており、この点について重く受け止めております。 

   特に、平成 19 年３月期の売上高（1,480 万円）、営業利益（△3,706 万円）に比較し、訂

正対象となった売上高、営業利益が大きくなってしまったことを深く反省し、適時適切な

情報開示を行うための体制等について、改善の必要性を痛感しております。 

 

２）不適切な開示をした原因分析 

 これまで複数回にわたり、不適切な情報開示がなされた経緯を基に、これらの要因に関

しての発生理由の分析を行った結果、以下の４つの主たる要因を認識しております。 

 

(1)適時開示体制に関する社内管理体制の不備 

改善すべき大きな課題として、会社情報の適時開示に関する現行の内部管理体制の不

備を強く認識しております。 

当社では、平成 18 年９月 21 日における定時取締役会の決議により、情報開示担当取

締役を任命するとともに、情報開示担当取締役を委員長とし、経営企画部・管理部・財

務部および内部監査室の管理職から構成される、「ディスクロージャー委員会」を設置し

ておりましたが、平成 19 年６月の株主総会終了後、役員の変更や人員の異動等が立て続

けに発生したことにより、「ディスクロージャー委員会」のメンバーが大幅に変更になっ

てしまったため、担当者レベルでの情報交換に終始し、組織としての同委員会の機能が

低下していたことから、今回の経緯においても十分な牽制機能を働かせることができま

せんでした。 

また、今回の不適切な開示の大きな要因として、適時内容に関わる内容のチェックが

十分に機能しておりませんでした。これまでも、監査法人などの第三者的な社外組織と

緊密に連絡を行い点検する、などの相互チェックを行う体制の構築は行っておりました

が、十分に機能しませんでした。 

これらの適時体制の不備を改め、全体的な会社情報開示体制の確立、整備が必要であ

ると考えます。 

 

(2)適時開示規則に対する正しい理解の徹底が全社的に不十分であること 

これまで適時開示内容の理解の徹底を図るべく、過去の適時開示規則違反に対する注

意を喚起する、などを図ってまいりましたが、役員の変更や人員の異動などが頻繁にあ

ったこともあり怠りがちになり、内容の理解が全社的に不十分でありました。適時開示

に関する理解がこれまで以上に必要であり、全社的に向上することが大切であります。 
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(3)改善努力の継続的な励行 

内部管理体制の充実した整備、適時開示の正しい理解の定着、など、改善努力の励行

が継続的に行われることが重要であります。 

 

(4)適時開示に対する啓蒙・研修に対する取組み不足 

当社では、適時開示の重要性の徹底を図るための、啓蒙・研修・教育は、特別に行っ

ておりませんでした。 

当社における適時開示の体制の重要性が認識不足であったことが、情報開示の遅延や

報告体制の不備を生じさせた原因であると考えております。 

 

 

３）再発防止に向けた今後の措置 

当社では、今回の経緯に至った主たる要因である内部管理体制の不備を改めるべく、社

内業務に関するチェック機能・部門間牽制の強化と適時開示に対する社内意識の向上のた

めの施策を練り、措置を講じて行くことこそ、肝要であると考えております。 

また、適時開示遵守の徹底のためには、社内外の組織・機関を活用した、知識の啓蒙と

再発防止のための社内意識の改革も同時に推進すべきであると考えております。 

 

(1)ディスクロージャー委員会の再開 

当社では今回の反省を踏まえ、改めて「ディスクロージャー委員会」の機能強化を図

るべきであるとの考えに立ち、同委員会を現代表取締役社長である横田尚之を委員長と

するトップマネジメント積極関与型の組織へと改め、会社の重要情報がトップマネジメ

ントおよび情報取扱者に集約するように徹底してまいります。 

ディスクロージャー委員会では、情報開示の可否および内容について、委員長（代表

取締役社長）が最終的判断を行います。また、適時適切な開示の判断過程で、開示の要

否判断が困難または不明確なものについては、貴社に事前に相談する等の対応を徹底し

ます。 

 

〔実施スケジュール〕 

    ・ディクロージャー委員会の再開、および社内の開示体制の最構築 

 担当者レベルでの情報交換は行われておりましたが、ディスクロージャー委員会と

しては、今年６月以降開催されておりませんでした。社内体制を再整備した上で、本

年１１月末までに新体制の下で再開し、１２月中に本格的に運用ができるように整備

します。 

     そのために、本報告書を貴社に提出した後、取締役会・経営委員会で確認し、関係

各部門および担当者に指示を行い、適時開示体制の再確認を行います。 

 

(2)社内の開示体制の再構築とチェック機能の強化 

内在する全ての社内情報を、経営委員会を通して報告することで各役員および管理職

に共有させ、情報開示担当責任者にすべての企業情報を集約すると共に、「ディスクロー

ジャー委員会」によるチェック・牽制機能の強化、並びに社内情報システムによる電子

データのチェック・漏洩防止機能の強化を同時に図ることで、企業情報開示に係る看過

等の未然防止に努めてまいります。加えて、迅速な情報共有のために、ディクロージャ

ー委員会メーリング・リストを作成し、早期の情報共有体制を構築します。 

 

(a)適時開示担当部門の役割 

適時開示担当部門は、管理部とし、ディスクロージャー委員会で決定した開示事項

を、『会社情報適時開示の手引き』にしたがって正確・迅速に開示します。ただし、開
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【発生事実】

内部監査室

示情報の正確性を期すため、開示にあたっては、ディスクロージャー委員会および関

係部門による相互チェックを行うものとします。また内部監査室が内部統制との整合

性を確認します。 

     情報集約担当部署は、①経営企画部がグループ各社に対する全ての情報の集約  

を担当、②財務部が当社の決算・財務状況に係わる情報を集約、③管理部は当社にお

ける決定事実および財務部所管以外の発生事実の集約を担当とします。 

 

(b)決定事実に関する開示体制 

「取締役会決議事項」につきましては、「情報開示に関する件」を、毎週開催する経

営委員会における定例報告・検討・協議事項とし、「ディスクロージャー委員会」との

連携により、情報開示が必要な案件の有無、開示の内容および方法等について調整を

行い、最終的な判断を取締役会において決議します。適時開示規則に則り適切な判断

がなされる体制を構築します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c)発生事実に関する開示体制 

「発生情報」につきましては、重要情報が発生した時点において、「ディスクロージ

ャー委員会」に当該情報が集中する体制をとり、その発生時点で適切な開示の判断を

行う体制を構築いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d)決算情報に関する開示体制 
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【決算情報開示】  

   「決算情報」については、財務部がとりまとめ、当該内容をディスクロージャー委

員会に提出し、ディスクロージャー委員会および監査法人などによるチェックが行わ

れた後、取締役会に報告・承認され、適時開示担当部門が直ちに開示を行う体制を構

築します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)人材の補強 

内部管理体制の再構築のために必要な人材補強の一環として、平成 19 年 10 月末まで

に財務部に経理業務経験者を２名、管理部に情報開示業務経験者を１名、合わせて 3 名

を新たに採用いたしました。 

今後も募集・育成による人材の補強に努め、常に複数のスタッフを情報開示に関与さ

せることによる相互牽制機能の強化を図り、企業情報開示に係る看過等の未然防止に努

めてまいります。 

 

(4)社内勉強会・研修の実施 

適時開示原則に則り、上場企業が重要な意思決定を行った場合、重要な事実が発生し

た場合は、直に開示されなければならないことを、情報開示に携わる役員・従業員に周

知徹底するため、社内勉強会・社内研修を実施いたし、社内意識の質的向上に努めます。 

勉強会については、社内の情報開示担当役員・スタッフが主体となって自主的に推進

するものの他、会計士・弁護士・コンサルタント等の外部の専門職を講師に迎えたもの

も検討しております。 

具体的には、以下のような研修の内容を検討しております。 

 

①  ディスクロージャー委員会 

毎週開かれる経営委員会において、適時開示に関する基本知識の習得、事例研究な

どの研修を行います。事例研究は、ⅰ）一般的な事例を基に適時開示の基本と習得す

る、と同時に、ⅱ）他社の適時開示違反事例を参考に、過去発生した違反事例と同様

なことが将来起こらない様、開示に対してより正確な知識の習得に努めます。 

 



 6

②  社内勉強会 

当面、２カ月に１回の頻度で、適時開示に関する特定のテーマに関する、特別の勉

強会を検討します。専門職の講師を招聘することも、併せて検討します。 

なお、対象は、ディスクロージャー委員会参加メンバーおよび管理職以上を対象と

します。 

 

〔実施スケジュール〕 

・社内の勉強会・研修の実施 

     情報開示に対する認識の深化を目的として実施する教育の詳細（内容、講師・研修

担当者、時期およびスケジュールなど）については、担当部門が管理部が策定し、デ

ィスクロージャー委員会の検討を経て、１１月中に策定し、１２月より本格的にスタ

ートいたします。 

 

(5)外部知識の活用 

情報開示担当者は、当社外で開催される各種講演会、勉強会に積極的に参加し、最新

情報等の知識等を常に充実させ、随時社内にフィードバックしてまいります。 

 

(6)監査法人との事前打ち合わせの強化について 

適時開示に当たっての補完・サポート機能として、必要に応じ、監査法人等の外部専

門家に対し事前に相談を行うように徹底します。 

今回、平成 19 年６月に当社の会計監査人である監査法人の交代の中、監査法人との意

思疎通がうまく図られなかったことが、今回の問題を生じさせた要因の一つとして挙げ

られますので、今後は、重要な内容については、問題点を明確にし、適正な処理が行え

るように監査法人と十分に打ち合わせを行い、このような事態発生が二度とないように

努めてまいります。 

 

(7)内部監査の強化 

内部監査室は内部牽制の実効性を担保する意味で、内部統制を支える重要な要素であ

るとの認識を強化し、今後その実施の強化を図ってまいります。 
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Ⅲ．今後の対応として掲げた項目にかかわる進捗状況 

 

 

１．ディスクロージャー委員会の再開 

担当者レベルでの情報交換は行われておりましたが、ディスクロージャー委員会としては、 

 平成19年６月以降は開催されておりませんでした。社内体制を整備した上で、平成19年11月

末までに新体制の下で再開し、12月中に本格的に運用ができるように整備しました。 

  ディスクロージャー委員会の開催状況につきましては、以下の通りであります。 

 

開催日 開示内容・議題等 

平成19年12月７日 “訴訟の一審判決の影響”の適時開示情報の該当性に関する検討 

平成19年12月11日 開示資料「ロシア連邦における人工島建設に関する民間企業との合弁

会社設立合意のお知らせ」他２件 

平成19年12月20日 “特別損失の発生”の適時開示情報の該当性に関する検討 

平成19年12月25日 開示資料「定款の一部変更」など臨時総会開催決定に関する開示資料

     他３件 

平成20年１月22日 開示資料「通期業績予想修正に関するお知らせ」 

平成20年２月12日 開示資料「第三者割当による第７回乃至第18回新株予約権の発行に関

するお知らせ」及び補足資料 

平成20年２月13日 開示資料「ロシア連邦における人工島建設に関する民間企業との契約

調印のお知らせ」 

平成20年２月15日 開示資料「平成20年３月期・第３四半期財務・業績の概況」 

平成20年３月25日 開示資料「第７回乃至第18回の新株予約権の権利行使に関する行使価

額の妥当性について」 

平成20年５月１日 開示資料「組織の改廃に関するお知らせ」他１件 

平成20年５月14日 開示資料「通期業績予想修正に関するお知らせ」 

平成20年５月15日 開示資料「平成20年３月期 決算短信」ほか本決算発表、定時株主総

会開催に関する開示資料他９件 
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２．社内の開示体制の再構築とチェック機能の強化 

当社は、改善報告書を提出した直後（平成 19 年 11 月）より社内開示体制の再構築を行い

ました。以下に組織図内容で再構築を行いました。 

 

組織図（平成 19 年 12 月以降） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経営企画課

（取締役）

ＩＲ室

（マネージャー）

管　理　部

（マネージャー）

財　務　部

（マネージャー）

システム部

（マネージャー）

財務・会計

情報システム

建設・住宅・
給排水関連

監査役会

ＩＲ

内部監査室

株主総会 取締役会

総務・人事

代表取締役
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平成 20 年５月１日の取締役会で組織の改廃を決議しておりますが、これに伴い経営企画

と情報開示（ＩＲ）の情報共有化が実現され、会社の経営方針や政策に即応した開示が可能

となるとともに、情報開示業務における業務の集約化、責任の所在および外部との窓口など、

これまで不明確であった情報開示（ＩＲ）担当責任者の責務を明確化しました。 

 

組織図（平成 20 年５月以降） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、経営本部の責任者は、経営委員会の構成員として出席し、取締役会においても

事務局である管理部とともに参加するなど、情報の共有と、正確かつ迅速な情報開示を

可能とする体制としました。 

今後は、情報開示業務を経営本部に集約化したことにより、情報開示業務についての

管理責任、職務分掌の明確化と機能強化を図るとともに、より透明、公正でわかりやす

い経営関連情報の開示に努めます。 

 

 

 

 

 

 

事業本部 事　業　部

（取締役） （マネージャー）

経営本部 経営企画部

（執行役員） （マネージャー）
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管理本部 財　務　部

（取締役） （マネージャー）

システム部

（マネージャー）

株主総会 取締役会

総務・人事

代表取締役

財務・会計

情報システム

建設・住宅・
給排水関連

監査役会

経営企画・ＩＲ

内部監査室
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・経営委員会の開催 

経営委員会は、原則として月１回以上開催し、管理部が事務局となっています。その構

成員は取締役、常勤監査役、マネージャーであります。 

また、執行役員制度の導入により、今後は執行役員も構成員となるとともに、経営委員

会の位置付けおよび役割もより重要となり、経営方針に従った業務執行が迅速かつスムー

ズに行えるようになります。 

なお、経営委員会は取締役会の意思決定の迅速化および業務執行の監督機能強化を高め

るために、原則的に月１回開催することとし、必要と認めた場合には弁護士などの外部専

門家に広く意見を求め、経営機能の効率化を図ってまいります。 

 

当報告期間における当該措置の実施・運用状況は、以下のとおりです。 

 

当報告期間（平成 19 年 11 月 10 日～平成 20 年５月９日）におきまして、当社は３回

の経営委員会を開催いたしました。 

 

第１回  平成 20 年１月 22 日 

第２回  平成 20 年３月 18 日 

第３回  平成 20 年４月 ８日 

    

(a)適時開示担当部門の役割 

適時開示担当部門は、経営本部のＩＲ担当者が、取締役等で決定した開示事項を、『会

社情報適時開示の手引き』にしたがって正確・迅速に開示するよう努力しました。 

ただし、開示情報の正確性を期すため、開示にあたっては、経営本部、内部統制委員

会ならびに関係部門による相互チェックを行いました。 

    情報集約担当部署は、①経営本部が当社ならびにグループ各社に対する全ての情報の

集約を担当、②事業本部が当社ならびにグループ各社の事業に係る情報の集約を担当、

③財務部が当社の決算・財務状況に係わる情報を集約、④管理部は当社における決定事

実および財務部所管以外の発生事実の集約を担当としました。 

 

(b)決定事実に関する開示体制 

「取締役会決議事項」につきましては、「情報開示に関する件」を経営委員会、経営本

部ならびに内部統制委員会が連携をとり、情報開示が必要な案件の有無、開示の内容お

よび方法等について検討し、最終的な判断を取締役会において決議しました。 

また、適時開示規則に則り適切な判断がなされる体制を構築しました。 

 

(c)発生事実に関する開示体制 

「発生情報」につきましては、重要情報が発生した時点において、経営本部ならびに

内部統制委員会に当該情報が集中する体制をとり、その発生時点で適切な開示の判断を

行う体制を構築しました。 

 

(d)決算情報に関する開示体制 

 「決算情報」については、財務部がとりまとめ、当該内容を経営本部に提出し、内部統

制委員会、監査法人、司法書士等によるチェックが行われた後、取締役会に報告・承認さ

れ、適時開示担当部門が直ちに開示を行う体制を構築しました。 
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３．人材の補強 

平成19年11月に、新たに情報開示（ＩＲ）の専門職を１名採用し、情報開示業務の強化を

図りました。その者は、金融機関におけるＩＲコンサルタント、事業会社のＩＲ担当職など

の経験を有しております。 

また、平成20年５月１日経営陣の刷新により、各本部（事業本部、経営本部、管理本部）

に担当取締役（担当執行役員）を配置し、それぞれの業務執行における監視・監督範囲の細

分化と明確化を図りました。 

   

 

 

４．社内勉強会・研修の実施 

当社は、全役職員に対し、内部管理体制および情報開示体制に関して積極的に啓蒙活動を

行うとともに、上場企業としての責務の認識度向上を目的として、情報開示、社内規程およ

び法令遵守についての社内啓蒙活動を継続的に実施しました。これにより、全社的にさらな

る理解度の向上がはかられました。 

更に、倫理規程に基づいた「コーポレート・ガバナンス」、「情報開示」、「リスク管理」な

ど、当社が強化すべき事項をテーマとした講習会を実施し、上場企業の役職員としての意識

の底上げに努めました。 

 

当報告期間における当該措置の実施・運用状況は、以下のとおりです。 

 

当報告期間（平成 19 年 11 月 10 日～平成 20 年５月９日）において、当社は３回の社内

勉強会・研修を実施しました。 

 

   開催日      取締役    マネージャー 一般職 

第１回 平成 19 年 12 月 26 日       １      ７   １ 

「インサイダーって何？」 

 

第２回 平成 20 年２月 27 日        １      ４   ０ 

「適時開示はなぜ必要なのか？」 

 

第３回 平成 20 年４月２日         １      ５   ０ 

  「適時開示規則違反について」 
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５．外部知識の活用 

当社は、当報告期間において、内部統制システムに精通した外部専門家とともに、日本版

ＳＯＸ法の構築ならびに全役職員への教育を実施しました。 

  また、社内の会議体として内部統制委員会を組織し、原則的に毎週水曜日に開催しており

ます。内部統制委員会は代表取締役社長が議長となり、各部門のマネージャーと内部監査室

長がコアメンバーであり、日本版ＳＯＸ法の構築を中心に、内部統制、コーポレート・ガバ

ナンスならびにコンプライアンスに係わる事項を社内に浸透させるよう活動しました。 

  加えて、ＩＲ担当者は、以下のセミナー、講演会に参加しており、デスクロージャー委員

会メンバーにコピーを配布し、内容の概要を紹介しております。 

     

    開催日       主催            テーマ 

 平成 20 年１月 28 日  東証アカデミー  「適時開示の留意点と事例解説（その１）」 

  

平成 20 年２月８日   東証アカデミー  「適時開示の留意点と事例解説（その２）」 

  

平成 20 年２月 18 日  大阪証券取引所  「金融証券取引法改正に伴う最近の動向 

                     －改正の背景と課題―」 

 

 平成 20 年３月６日   東京証券取引所  「新 TDnet の稼動に伴う端末操作説明等に 

                      関するセミナー」 

 

 平成 20 年４月２日   大阪証券取引所  「2007 年株主総会の総括と 2008 年の展望」 

 

 

 

６．監査法人との事前打ち合わせの強化について 

決算、業績予想に関わる重要な事項が発生した場合、必要に応じて監査法人等の外部専門

家に事前に相談し、正確な情報開示ができるよう努めました。特に、財務情報に係る開示ド

ラフトにつきましては、事前チェックしてもらえる体制を構築しました。また、監査法人と

の意思疎通がうまく図られるように、打ち合わせの充実ならびに強化を図っております。 

 

 

 

７．内部監査の強化 

当社は、代表取締役社長直轄の独立した部署である内部監査室による内部監査を部署別に

実施し、管理上問題のある業務の洗い出しと改善指示による内部監査体制の構築に努めまし

た。また、改善指示に対して実際に改善が行われたか否かについて精査する機能の強化を図

っています。今後は、各事業部、グループ会社往査に同行し、内部監査の実施状況を確認す

るとともに、内部牽制の有効性を検証し、定期的或いは必要に応じて報告、意見交換を行っ

てまいります。 
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Ⅳ．更なる強化のために講じた改善策 

平成 19 年 11 月９日に提出いたしました「改善報告書」には記載しておりませんでしたが、

更なる内部統制、コーポレート・ガバナンスならびにコンプライアンス強化のために、経営

陣の刷新、組織の改廃ならびに執行役員制度の導入等、会社組織の根本的改革を実施いたし

ました。 

その結果として、会社経営における最重要課題であります内部統制、コーポレート・ガバ

ナンスならびにコンプライアンスの強化拡大が図れることはもとより、より独立性、透明性

のある経営と環境変化に即応できる経営が実現されることを付け加えさせていただきます。 

 

１．経営陣の刷新 

会社経営におきましては、代表者を中心に、内部統制、コーポレート・ガバナンス、コン

プライアンスを最重要課題と位置付け、より独立性、透明性のある経営を目指す旨を表明す

るとともに、コーポレート・ガバナンスの充実を図りながら、経営環境の変化に敏速に対応

する組織体系を構築することを目的として経営陣の刷新を図りました。 

 

記 

当社は、平成20年５月７日開催の取締役会におきまして、代表取締役社長 横田尚之が健

康上の理由により辞任することを承認し、新たに３名の取締役を選任することを決議いたし

ました。 

また、常勤監査役 島田彰、社外監査役 倉田暁之が平成20年６月27日開催予定の第44回定

時株主総会の終結をもって辞任することを承認し、新たに監査役２名、社外監査役１名を選

任することを決議いたしました。これにより、監査体制がより一層の強化いたしました。 

なお、取締役および監査役の選任につきましては、平成20年６月27日開催の定時株主総会

で承認される予定であります。 

この経営陣の刷新は、各本部に担当取締役（執行役員）を配置し、それぞれの業務執行に

おける監視・監督範囲の細分化と明確化を図ることを目的としております。更に、当社の本

業である建設関連事業、経営企画、管理業務などの強化が図られます。 

 

〔現体制〕     〔新体制〕 

代表取締役社長 横田尚之 代表取締役社長  横田満人    新任 

取締役経営企画室長 寺本淳子 取締役(事業本部担当)  寺本淳子  現任 

社外取締役  杉浦亮次 取締役(管理本部担当)  比嘉 努    新任 

社外取締役  山﨑公明 社外取締役(非常勤) Leonid Mostvoi  新任 

 

常勤監査役  嶋田 彰 常勤監査役  田中宏和     現任 

社外監査役  田中宏和 監査役   杉浦亮次     新任 

社外監査役  倉田暁之 監査役   山﨑公明     新任 

     監査役   小林 馨  新任 

 

 

※経営本部担当の執行役員として金子隆之を選任しております。 

 

※平成 20 年５月７日開催の取締役会におきまして、平成 20 年５月７日から平成 20 年６月

27 日開催予定の定時株主総会終結までの間、取締役 山﨑公明が代表取締役として選任さ

れております。 
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２．組織の改廃 

当社は、平成 20 年５月１日の取締役会におきまして、組織の改廃を決議し、各事業を担

当する事業本部、経営企画・ＩＲを担当する経営本部、総務・人事・財務・会計・システム

を担当する管理本部の３本部制を採用し、各本部には取締役もしくは執行役員を配置し、業

務執行における担当部署の監視・監督ができる体制にしました。また、各本部の上に代表取

締役を置く組織体制とすることで、健全性・透明性を高め、責任分担の明確化、牽制機能の

強化を図りました。 

また、代表取締役社長は、取締役会・経営委員会の議長を務めるとともに、代表者として

経営の執行状況の監視・監督を行い、内部管理体制および情報開示の最高責任者として、適

切な体制の構築に取り組みました。 

これにより、業務執行の流れである〔取締役会〕⇔〔代表取締役〕⇔〔業務執行統括責任

者（役員クラス）〕⇔〔業務執行責任者（部課長クラス）〕⇔〔業務執行担当者〕を満足し、

ガバナンス・ラインを充実させるとともに、環境変化に即応し、経営体制の一層の強化拡大

ならびに経営の更なる透明性が図られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業本部 事　業　部

（取締役） （マネージャー）

経営本部 経営企画部

（執行役員） （マネージャー）

管　理　部

（マネージャー）

管理本部 財　務　部

（取締役） （マネージャー）

システム部

（マネージャー）

株主総会 取締役会

総務・人事

代表取締役

財務・会計

情報システム

建設・住宅・
給排水関連

監査役会

経営企画・ＩＲ

内部監査室
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３．執行役員制度の導入 

執行役員制度の導入は、業務執行の権限委譲を促進し、権限と責任を明確化するとともに、

当社および当社グループ間の連動を強化することを目的としています。 

また、執行役員は「当社従業員の最高位役職」として位置づけ、当社取締役会の決議によ

り選任および解任するものとします。また、執行役員は当社取締役会の決議により付与され

た権限に基づき、当社取締役会の決定した経営方針に従い、特定業務の執行にあたり成果責

任達成に専念するものであります。 

当社は今後、当社および当社グループ会社間の事業シナジーを追及する一方、「経営の意

思決定および監督機能」と「業務執行機能」の分離を段階的に進め、事業環境の変化に迅速

に対応できる機動的な経営体制の構築を推進してまいります。 
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Ⅴ．その他 

※大阪証券取引所からの照会に対する見解 

 

１．貴社におかれては、例えばロシア案件に関する当社からの照会について、前代表取締役の

Ｙ氏しか状況を説明できる方がおらず、情報の集約・共有が図られていなかったのではない

かと考えられます。 

 

 〔見解〕 

当社におきましては、取締役会ならびに経営委員会で進捗状況ならびに問題点等を報告し

ており、決して情報の集約・共有が図られていなかった訳ではございません。しかしながら、

現実問題といたしましては、Ｙが先頭に立って実務を執行しておりました関係で、情報の集

約・共有が図られていなかったと指摘されるような言動があったことは確かなことだと思っ

ており反省しております。 

ただし、ロシア案件に関連しました事項につきましては、不確定の部分も多く、インサイ

ダー規制ならびに株価操作という面を考慮し、限られた役職者のみで情報を集約し共有して

おりました。 

このような問題の再発を防止するため、業務執行におけるガバナンス・ラインの再構築と

強化を目的に、経営陣の刷新、執行役員制度の導入ならびに組織の改廃を行いました。今後

は、ガバナンス・ラインの強化を図り、コンプライアンスはもとより、企業経営の更なる透

明性に努めてまいる所存であります。 

 

２．Ｙ氏自身、平成 20 年２月 12 日発行の新株予約権の行使について、同年３月６日の取締役

会決議の内容から離れて、当社に対して、「３月末までに 30 億円の行使が必要」との報告を

してこられました。 

  貴社の代表取締役兼情報取扱責任者である方が、開示事項に関して、当社に対して、実体

とは異なる説明を行っていたことは、貴社の内部管理体制に重大な問題があることを示すも

のと考えられます。 

 

 

 〔見解〕 

ロシア連邦ソチ市の黒海沿岸での人工島建設プロジェクトは、弊社の社運を賭けて臨んで

おります。本プロジェクトにおきまして、資金調達はコアな部分であり、今後の成否を占う

ものでもあります。また、本プロジェクトは、今まで経験したことのない非常に大きなもの

であります。 

その中で、Ｙが「３月末までに 30 億円の行使が必要」と報告した件につきましては、Ｙ本

人より「業務遂行と管理業務の狭間で精神的に焦っていた中で、頭の中で 30 億円という数字

が一人歩きしてしまいました。決して取締役会決議を無視した訳ではありません。取締役会

で割当先に対し新株予約権を 50個(5億円)から 600個(60 億円)という範囲で行使請求をする

決議をしていたことは分かっていましたが、現地調査に必要な 20 億円と決算時を迎えた資金

事情を勘案すると 30 億円が必要であると思い込んでしまった。現地予備調査にも係わらず現

地調査と取り違えてしまったことは、不覚ではありますが事実です。私のとった言動は、そ

の内容がいくら取締役決議の範囲内にあるとはいえ、不適切な発言であったことは事実であ

り、心より反省しています。」との弁明がありました。 

代表取締役兼情報取扱責任者であるＹの言動に関しまして、当社といたしましても不適切

な言動であり内部管理体制に問題があったと痛感しております。このような問題の再発を防

止するため、業務執行におけるガバナンス・ラインの再構築と強化を目的に、経営陣の刷新、

執行役員制度の導入ならびに組織の改廃を行いました。今後は、ガバナンス・ラインの強化

を図り、コンプライアンスはもとより、企業経営の更なる透明性に努めてまいる所存であり

ます。 
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３．貴社におかれては、開示の可否等につき問題が発生する都度、会社としての見解を検討・

形成することなく、当社に対して「どのように対応すればよいか」などと、頻繁に照会され

てきたと認識しております。当社としては、取引所への照会に際しては会社としての検討・

意見形成が前提となるものであり、取引所に対応を「丸投げ」するのであれば、上場会社と

しての情報管理体制に不備があると判断せざるを得ないものと認識しており、現に再三その

旨ご指摘させて頂いてきました。 

 

 〔見解〕 

  現在の開示体制ならびに情報管理体制につきましては、業務執行におけるガバナンス・ラ

インの再構築と強化を目的に、経営陣の刷新、執行役員制度の導入ならびに組織の改廃を行

い、上場企業として十分に対応できる体制が取れていると考えております。 

 

 

４．当社は、平成 20 年４月 24 日に貴社のＸ様とＹ様との間で、新株予約権の譲渡承認に関し

てやり取りされた電子メールについて、送受信フォルダに残っているデータ（プリントアウ

トしたもの）をご提出頂くよう、貴社のＺ様にお願いしました。 

  Ｚ様からは、当該要請に対して、「提出する」とのご回答を頂いておりましたが、後日確認

させて頂くと、「電子メールは大量にやり取りされるため、必要なものだけ印刷して残し、デ

ータ自体は毎週末に全て消去される設定になっている。よって、電子メールは残っていない」

とのことでした。 

  かかるご説明によれば、当社から電子メールの提出をお願いした時点で、直ちに「当該電

子メールは消去されている」と回答できたはずであり、一旦「提出する」などと回答し、そ

の後も当社に対して訂正の連絡をされなかったことは、貴社の情報管理体制に問題があるこ

とを示すものと考えられます。 

また、貴社のご説明では「必要なものだけ印刷して残している」とのことでしたが、当該

電子メールは、「取締役会の書面決議」（会社法第 370 条）を基礎付ける資料であり、消去さ

れる前に、当然に印刷して残しておくべきだったと考えられます。この点も、貴社の情報管

理体制の欠陥を示すものと考えられます。 

 

 〔見解〕 

  『大阪証券取引所から電子メールの提出を依頼された時点で、直ちに「当該電子メールは

消去されている」と回答できたはずであり、一旦「提出する」などと回答し、その後も大阪

証券取引所に対して訂正の連絡をしなかったことは、情報管理体制に問題がある』という点

に関しましては、大きく情報管理体制から逸脱しているとは考えておりませんが、連絡が遅

くなってしまったことには非常識であり反省しております。今後は再発防止に努めてまいる

所存であります。 

また、会社法第 370 条では「取締役会設置会社は、取締役が取締役会の決議の目的である

事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役の全員が書面又は電磁的記録

により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったもの

とみなす旨を定款で定めることができる」としており、当社定款におきましても第 28 条に定

めております。 

今後は、専門家の意見を参考に「取締役会の書面決議」の裏付（基礎）資料と保存方法に

関しまして再検討させていただきます。 
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Ⅵ．当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

①当社のコーポレート・ガバナンスは、経営の更なる透明性の向上とコンプライアンス（法

令順守）を最重要課題と位置づけし、コーポレート・ガバナンスの充実を図りながら、経

営環境の変化に敏速に対応する組織体系を構築してまいります。 

 

②適切な経営目標を達成する事で、企業の社会的責任を果たし、企業の存在価値を高めるこ

とに勤めています。又、企業経営の透明性をチェックする機関は、監査役監査・内部監査

による監査を行う事で企業経営運営の適正化に寄与しています。 

 

③監査役会設置に関しましては、監査役３名（常勤監査役１名、常勤の社外監査役１名、非

常勤の社外監査役１名）で構成されており、監査役は経営の透明性、独立性を確保し、経

営に対する監視・監査機能を行使するとともに、毎月開催される定時取締役会ならびに臨

時開催される臨時取締役会には出席しています。 

 

④内部監査室は、すべての部門、事業所、グループ会社に対して独立性を確保し、定期的な

内部監査を実施しています。監査後は、指摘事項を明確にし、改善命令が指示されていま

す。 

 

⑤企業グループ全体としては、グループ経営全体における意思決定機関である経営委員会を

開催し、経営方針の統一化を図っています。 
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Ⅶ．内部統制システムに関する基本的な考え方およびその整備状況 

１．業務運営の基本方針 

【経営理念】 

・会社の永続的な発展を追及し、適正な利益を確保することにより企業価値を高め、株主、

お客様、従業員と共に、繁栄する企業を目指して豊かな社会創りに貢献する。 

 

【基本姿勢】 

・お客様第一を常に考え、礼儀正しく、情熱をもって行動する。 

・株主の期待に応えるために、収益性を高め、企業価値向上を目指す。 

・働きやすい職場環境を創り上げると共に、社員一人ひとりを尊重し、主体性をもって仕

事に取組める働きがいのある会社にする。 

・豊かな社会創りのため、環境の保全・調和に勤める。 

また、当社では、役職員一人ひとりが法令を遵守し、高い倫理観をもって適切な判断と

行動ができるように「コンプライアンス規程」、「倫理規程」等を制定しています。 

 

 

２．内部統制システムの基本方針 

①取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 

当社は、コンプライアンスを経営の基本方針としており、企業行動の適正化を維持促進

させるために「コンプライアンス規定」を制定し、下記のコンプライアンス体制を整備し

ています。 

・社会から信頼される企業、よき企業市民を目指し全役職員「コンプライアンス規定」に

定める社会行動基準に則った行動と透明性のある内部通報体制を創設し、その浸透を図

ります。 

・必要に応じて役職員に対して研修会を実施し、企業倫理の意識を高めます。 

・定期的な内部監査により法令および定款への適合性を確認します。 

・「取締役会規程」等、各会議体の規程・規則に従い職務執行に関する適正な意思決定を

確保します。 

 

②取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する体制 

当社は、取締役の職務執行に係る電磁的記録を含む文章、その他重要な情報を法令およ

び社内規定に基づき適正な保管および管理をします。 

 

③損失の危険管理に関する規定その他の体制 

当社はリスク管理体制の整備を進め、当社を取り巻くリスクを特定したうえで適切なリ

スク対応を図ります。また、リスク情報を集約し、職務執行への活用を図るとともに、緊

急事態が生じた場合の危機管理対応を整備します。 

 

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 

当社は、「取締役会規程」に基づき、取締役の職務権限、会議体の開催や付議基準を明

確化するとともに、意思決定の妥当性を高めるためのプロセス・体制を整備します。取締

役会は原則月１回開催し、経営に関する重要事項について審議、議決および取締役の職務

執行状況の監査等を行います。また、取締役会の意思決定の迅速化および業務執行の監督

機能強化を高めるために、経営委員会を原則月１回開催し経営機能の効率化を図ります。 
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⑤グループ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 

当社は、グループ会社を含めたコンプライアンス体制とリスク管理体制を整備するとと

もに、内部通報体制を創設し、その浸透を図ります。また、当社の内部監査と同等の業務

監査をグループ会社にも適用し実施します。 

  

⑥監査役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

事項および当該使用人の取締役からの独立性に関する事項 

当社は、現在監査役の職務を補助する使用人はおりませんが、監査役から求められた場

合には、監査役と協議のうえ合理的な範囲で配備することとします。また、当該使用人の

任務・異動等人事権に係る事項の決定には、監査役の事前の同意を得ることにより、取締

役からの独立性を確保します。 

 

⑦取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体

制および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 

当社は、監査役が定期的に取締役または使用人から職務執行の状況について報告を受け

ることができる体制を整備するとともに、監査が実効的に行われることを確保するために

内部監査室、経営企画部、財務部、管理部等の関連部門が監査役の職務を補助しています。 
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〔コーポレート・ガバナンス体制図〕 
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