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大阪証券取引所への「改善状況報告書」の提出について 
 

当社は、平成 20 年５月９日提出の「改善報告書」に関し、「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 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た「改善状況報告書」を、本日別添の通り大阪証券取引所に提

出いたしましたのでご報告いたします。 
当社は引き続き、改善策を当社役職員一丸となって着実に実行し、ステークホルダーの皆

様に信頼していただける企業になるよう努力してまいる所存でございますので、今後もご

支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 
 
 
別添書類： 改善状況報告書 





（１） 不適正な開示の原因 

①  本件発生時、社内の体制が大きく変動し、従来の業務フロー及び規程に関して本来意

図していた責任分担が曖昧になっていた。 

平成 19 年 10 月 30 日付の前社長の退任に伴い、当時開示責任者であった林一郎が社

長へ昇格、併せて同時期に、開示に係わる実務担当者の退職届が提出されたのを受け、

当該プロセスに係る人員を全て入れ替える必要性が生じました。 

経営を引き継いだ時点において、内部管理体制を補強・増強する必要性を実感して

おりましたので、経営管理本部を設立し、内部管理に関する責任、役割分担の明確化を

 行うことを企図しておりました。同時に内部管理体制の人的増強を計画しており、そ

 の第一段階として、経営管理本部長（取締役担当職）の任命及び経営管理部長の採用

 に注力しておりました。経営管理本部長に関しては社内に適任者が見つからない為、

 社外から早期招聘することとし、採用に要する期間中は、暫定的措置として代表取締

役が兼任することと致しました。 

一方、経営管理部長につきましては平成 19 年 11 月 2 日に採用し、概ね１ヶ月の期

間で実務について前担当者との間で引継ぎを行いました。情報取扱責任者については、

 その時点では専任者が必要という判断から、暫定的に経営管理部長を任じました。然

 しながら、内部管理に係る社内制度の改革ということに関して、経営管理本部の設立

 を以って臨むほうが望ましいという判断から後手に回ってしまい、この期間における

 実務と社内制度の間で齟齬が発生し、責任の所在が曖昧となった為、今回の不手際の

 発生要因となりました。 

②  相互牽制機能が十分機能せず、一担当者が作成した開示文書が十分なチェックを受け

ることなく開示されてしまった。 

当該期間において、当初の業務フロー・業務規程の企図した開示に係る相互牽制

機能・チェック機能が機能不全を起こしておりました。 

今回の事案においては、当時、十分なチェックが行われませんでした。すなわ

ち、本来 3 月 13 日の取締役会終了後、本来責任者と担当者が、相互に、開示の有

無、開示内容を確認し合わなければならなかったにも関わらず、そのプロセスが

有効に作用しなかったことが原因と考えます。また 14 日の提出段階においても、

日付の確認は役割分担が明確にされていれば未然に防げた事であると認識してお

ります。 

③  担当者の入替えによる引継ぎ段階で、取引所の定める会社情報適時開示ルールが新担

当者に対して十分に周知徹底されなかった。 

業績回復に神経が集中してしまった結果、本来上場企業として大きな責務であ

る情報開示について認識が疎かになってしまっていたことが全ての原因の根源にあ

ります。代表取締役名義で取引所に「適時開示に係る宣誓書」を提出している事実

を先ず代表取締役自らがその重要性を再認識し、以下の懲戒処分を課すことにより
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不手際の責任を明確にすることから始め、適切な改善措置を講ずることとし、再発

防止を徹底する為に開示に係る社内制度を見直すと共に、全ての役職員の教育、指

導をすることを改めて約束した次第です。 

 

１. 改善措置   

当社では、提出いたしました改善報告書において、①社内内部管理体制の見直し ②役職員

による業務フロー及び規程の遵守 ③情報開示体制の強化 の３項目を中心に、それぞれに

おいて以下の改善措置を実施し、再発防止に努めることを記載しておりました。 

 

（１） 社内内部管理体制の見直し 

新任の取締役である石川久美を4月1日付で経営管理本部長に任じ、着任と同時に

全ての内部管理体制に関する不備や更新の遅れ等に該当する業務フロー、諸規程の

全般的な見直しに着手させ、当該内部管理体制の見直し、改善は本年度中に行い、

本年8月からの新年度より、新内部管理制度の運用を開始することとしておりました。 

  

（２） 役職員による業務フロー及び規程の遵守 

改善された業務フローを全役職員が遵守し、特にレポーティングラインが遵守さ

れ、相互牽制作用が十分に機能する様、必要に応じて社内研修を実施し周知徹底し、

また、上場企業としての責務を全役職員が認知し、役職員の責任を再度明確化し、

役職員間、部署間または子会社間の意思疎通、情報の伝達に遺漏が無いように徹底

することとしておりました。 

また業務フロー内で発生したミスにつきましては適宜、手順を見直す等、再発防

止に努めることとしておりました。 

 

（３） 情報開示体制の強化 

（１）に関わらず、情報開示に関する改善は早急に行う必要性があるため、以

下の対応を先行して行うこととしておりました。 

i. 経営管理本部長を大阪証券取引所に対する情報取扱責任者に任じ、情報取扱責

任者の責務は取締役担当職である経営管理本部長の責務として規程化し、経営

が直接責任を持って情報開示を行うことを明確にするとしておりました。また、

情報取扱に係る内部管理諸規程を改定し、経営管理本部の情報開示に関する責

任・権限をより明確にし、併せて情報開示に係る人員の補強を５月中に行い、

経営管理部内に情報取扱担当者を配属することとしておりました。 

 

ii. 経営管理本部長は、その職責において、日常的に社内及びグループ内の重要情

報の把握に努めることとし、当時諮問的に行われていた社内及びグループ会社
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間の情報交換会議を経営管理本部長の管轄下で月に 1 度定期的に行い、情報の

伝達に遺漏が無いように確認することとしておりました。当該内部管理に必要

な手続きについては新たに関係諸規程を今期中に整備し、本年 8 月からの新年

度より、社内的に正式な位置づけのものとするとしておりました。 

 

iii. 全ての役職員及びグループ会社の役職員に対して情報開示に係る重要性につい

てその意識の向上を図り上場企業としての責務が十分に果たせるよう、指導を

徹底するとし、経営管理本部長は当社の情報開示に係る内部規程を前期中に改訂し、

開示に係る基準を明示することにより意識改善を図るとしておりました。また、そ

の職務として規程、基準等の変更時には当該変更内容を周知徹底させることとして

おりました。 

 

iv. 担当監査法人・顧問弁護士等の外部専門職を積極的に活用することとし、必要に応

じ確認・相談を行うこととしておりました。 

 

２. 改善措置の実施・運用状況 

上記２に記載の改善措置についての実施、進捗状況は以下のとおりです。 

 

（１） 社内内部管理体制の見直し 

内部管理体制を補強・増強するために、５月19日に社員を１名採用し、新任の取

締役経営管理本部長主導により、社内体制の見直しを行いました。当時経営管理部

の業務を子会社単位で担当を分担しておりましたが、ガバナンス体制の強化と業務

の平準化による効率化を図ることを目的に、また担当者の専門性をより高めるため

に、新年度の８月より業務単位で担当分けをした組織に再編いたしました。新体制

発足に伴い、「職務権限規程」及び「業務分掌規則」等も改訂し、各担当の責任分

担を明確にいたしました。 

また平成19年９月に施行された金融商品取引法（所謂J-SOX法）への対応を含め、

経理業務を始めとする業務全般に対して、経理/財務の業務フローの再確認と業務の

効率化、リスクの抽出とその防止策を行っております。 

主な実施状況は以下の通りです。 

平成20年６～７月 全社（５社）の経理/財務業務の見直し、処理方法の統一化 

平成20年７～８月 全社の会計処理と業務プロセスの標準化 

平成20年８月   連結決算業務の手順確立 

平成20年８～９月 新体制により、新プロセスの運用スタート 

平成20年９月～  業務フローの文書化および改良 
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８月より代表取締役の直下に、新しい内部統制制度が確立されているか否かを監

査することを主な役割とする「内部監査室」を新設いたしました。内部監査人は必

要に応じて外部機関に委託し、「会計監査」「業務監査」「組織・制度監査」を、

「内部監査実施計画書」に基づき、監査役会とも強固な協力体制を構築しつつ、内

部監査を実施しております。 

 

内部監査の実施状況は以下の通りです。 

平成20年８月 前期に見直しが完了した諸規程について、法令・定款との準拠

性、規程間の整合性、業務フローとの整合性について監査を実施 

改善を必要とする項目については助言及び指導 

平成20年９月 ８月の指摘事項について改善の進捗確認 

      引続き、諸規程について監査を実施 

各種議事録（総会・取締役会・グループ会議等）について監査 

改善を必要とする項目については助言及び指導      

平成20年10月 ９月の指摘事項について改善の進捗確認 

      経営管理部の開示体制（別紙）の整備状況の監査 

  

また10月には当社グループ全体の事業推進を更に進め、J-SOX法を踏まえたガバナン

ス強化、さらにはグループ子会社各社の事業連携・管理強化を図るために「事業統括部」

を新設し、同時に「執行役員制度」を導入し、よりグループ間の連携を強化してお

ります。 

また今後も着実に成長・発展するために、組織のなお一層の強化とコーポレート

ガバナンスの更なる強化を目的として、11月１日より法務担当者を新規採用し、グ

ループ会社管理体制の強化等にも取組んでおります。 

引き続き、担当監査法人・顧問弁護士等の外部専門職を積極的に活用し、必要に

応じて、事前に確認・相談も行っております。 

 

（２） 役職員による業務フロー及び規程の遵守 

(１)に伴い、全社の規程類および業務フローについては、その整合性や統制上の

問題点を再度検証し、外部コンサルタントの意見も取り入れ、前期末（平成20年７

月）までにほぼ全ての見直しを行い、改訂をいたしました。   

本年８月からの新年度より、当社役職員に対し、新規程の読み合わせをおこない、

その内容の周知徹底に努めております。この新規程については必要に応じ、改良を

重ね、取締役会で承認を得て、運用しております。 
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（３） 情報開示体制の強化 

（１）の中でも、今回の「改善報告」を求められた一番の要因である、情報開示体

制の改善は早急に対応し、投資者が適切な投資判断を行う上で、必要な情報が、遅滞

なく、正確かつ公平に提供する体制を整備いたしました。 

i. 情報取扱責任者の責務は取締役担当職である経営管理部本部長の責務である旨

「職務権限規程」において明文化いたしました。また新体制発足させた８月より、

経営管理部内に情報取扱担当者として、経理担当者と総務担当者の２名を任命し、

対応しております。 

ii. 開示資料作成につきましては、経営管理本部長が事前に分担とタイムスケジュー

ルを明確にし、経理担当者と総務担当者のスタッフが担当部分の資料を作成し、

担当者双方でチェックを行い、次に本部長がチェックを行っております。更に

常勤監査役、社長のチェックを受け、必要に応じて、監査法人や弁護士等の

チェックも受けております。その後、必ず取締役会にて報告し、承認を得た上

で、開示を行うことと徹底いたしました。（１）の新体制により、全役員が開

示内容について十分精査ができる時間が確保できるスケジュールで行われ、また、

緊急を要する決定あるいは発生事実が生じた場合は、臨時取締役会を直ちに招集し、

開示フロー通りに遂行するように徹底しております。 

iii. 業績に関する資料は、当社の会計監査人だけでなく、他の会計事務所とも業務委託契

約を締結し、内容の正確性を担保する施策を強化いたしました。当社の主導下で、平

成20年７月期の決算では十分な精査をした上に、42日での開示を可能にする体制を確

立いたしました。 

なお、決算情報の開示について慎重を期すために、今後も引き続き、会計監査人とと

もに、他の会計士事務所・税理士事務所の検証指導を受けております。 

iv. 代表取締役自ら、日常的に社内及びグループ内の重要な情報の把握に努める体制を

確立いたしました。８月からは諮問的に行われていた社内及びグループ会社間の情

報交換会議は社長の管轄下で週に１度定期的に「グループ会議」（10月より組織変更

により「事業統括部会議」へ改名）を正式な位置づけのものとし、情報の伝達に遺

漏がないよう徹底しております。また、月に１度は経営管理本部長も交え、「グルー

プ合同会議」を開催し、業績の進捗について十分な議論をし、業績予想の精度も高

める仕組みを構築しております。 

v. 当社の全ての役職員に対して情報開示に係る重要性については、その意識の向上を

図り上場企業としての責務が十分に果たせるよう、四半期ごとにモスグループ全体

朝礼において伝達するなど意識改善を図っております。また、開示した情報につい

ては随時全役職員へメールでの連絡しております。 
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以上のとおり早急な体制とフローの見直しにより、改訂した「会社情報の適時開示に係わ

る社内体制」を関係者へ周知徹底し、重要な情報は「遅滞なく」「正確」に開示できる体制

が整っており、「改善報告書」提出後は、開示ミス、開示遅延は起きておらず、改善措置は

記載した内容が実行に移され、効果が表れていると認識しております。   

 引き続き改善報告書に記載した改善策を当社役職員一丸となって着実に実行し、再びステーク

ホルダーの皆様に信頼していただける企業になるよう努力してまいる所存でございます。 
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