
 
平成２１年４月２８日 

 
各     位 

 

                                                   会 社 名  株 式 会 社 エ フ テ ッ ク             

                                                   代表者名  代表取締役社長   木 村  嗣 夫 

                                                        （コード番号 ７２１２ 東証第1部） 

                                                   問合せ先  取締役兼専務執行役員  梅 津  啓 二 

                                                        （TEL．０４８０－８５－５２１１） 

内部統制システムの整備及び運用の基本方針の一部改訂について 

 当社は、平成２１年４月２８日開催の当社取締役会において、内部統制の体制充実にともなう

「内部統制システムの整備及び運用の基本方針」の一部改定について報告、承認されましたので、

下記のとおり内容をお知らせいたします。（改定箇所は下線で示しております。） 
 

記 
 
１．取締役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 

法令定款違反行為を未然に防止するための企業倫理の向上・法令遵守を基本に置いた企業行

動規範を｢わたしたちの行動指針｣として定めています。 
また、取締役が他の取締役の法令定款違反行為を発見した場合は直ちに監査役及び取締役会

に報告するなどガバナンスを強化する体制としております。 
 

 取締役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コンプライアンス

体制としては、「企業倫理委員会」と「企業倫理改善提案窓口」を設置しております。「企業倫

理委員会」は、コンプライアンスオフィサーである梅津管理本部長を委員長とし、取締役５名

により構成され、企業倫理やコンプライアンスにかかる基本方針や企業倫理改善提案窓口の運

用状況について協議・監督を行っています。 
 

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 

取締役の職務執行に係る情報については、文書帳票管理規程に基づき保存・管理することと

し、必要に応じて１０年間は閲覧することができる体制としています。 
 

 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は、取締役の職務の執行に係る情

報として取締役会議事録、その他の重要な会議として経営会議、ＳＥＤ会議議事録、稟議書等の

  



書類について、「文書管理規程」に基づき、各本部で保存及び管理を行っております。 
 
３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

 (1) 当社は、当社の主要な業務執行に係るリスクを認識し、担当部門が専門的な立場から管理

責任者を設け、会議を開催し、損失の危険を未然に防止する体制としています。 
 

 リスクマネジメント体制については、部門で対応すべきリスクについては、担当部門が役員

職務分掌等分担表に基づき、主担当責任者を定め、定例的に会議を開催し、リスク検証を実施

し、予防・対策に努めました。平成 20 年度における各種会議の開催回数は、環境会議 12 回、 
品質総合評価会 12 回、安全衛生委員会 12 回の計 36 回開催いたしました。 
 

 (2) リスク管理体制の基礎として、リスク管理規程を定め、個々のリスクについての管理責任

者を決定し、リスク管理体制を整備します。また、不測の事態が発生した場合は、管理本部内

に社長を本部長、副社長または各本部 本部長を副本部長とする対策本部を設置し、顧問弁護

士等と協議のうえ、損害の拡大を防止し、損失を最小限に止める体制といたします。 
 
 大規模災害や品質に重大な欠陥がある場合などの全社レベルの危機に対しては、平成 18 年

6月に整備したリスク管理規程に基づき、管理本部内に本部長を社長とする対策本部を設置し、

リスクを最小限に止める体制を整備いたしました。 
 

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 

(1) 体制の基礎として取締役会を月１回定時に開催するほか、必要に応じて適時に臨時取締役会

を開催します。また、重要事項の決定については、職務執行の効率性を高めるため事前に 
本部長以上が参加する経営会議・ＳＥＤ会議において議論を行い、その審議を経て執行決定を

行う体制としています。 
(2) 取締役会の決定に基づく業務執行については、役員職務分掌等分担表、組織規程、職務分掌

規程に基づき、その責任者及び執行を定めております。 
(3) 執行役員制度をとることにより、執行役員への権限委任の明確化と取締役の監督機能の強化

を図り、経営のスピードを保ちながら、取締役の職務執行が効率的に行われる体制としています。 
 
 業務執行体制については、職務執行の効率性を高めるための経営会議、製造・開発・販売を

審議するＳＥＤ会議を月 1 回行い、執行決定を行う取締役会も月 1 回開催いたしました。 
また、取締役会の決定に基づく業務執行は、平成 20 年 6 月に決議された役員職務分掌分担

表に基づき、執行されております。また、執行役員参加の戦略会議において各地域における経

営の重要事項の審議を行いました。平成 20 年度においては北米戦略会議を 2 回、アジア戦略

会議を 1 回開催いたしました。 
 

  



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 

(1) コンプライアンス体制の基礎として｢わたしたちの行動指針｣を定めています。また、部門だ

けでは、改善が難しい問題に対応するため｢企業倫理改善提案窓口｣を設け、役員で構成される

｢企業倫理委員会｣を随時開催し、提案者保護を含め、部門では対応できない重要案件の対応方

針の決定、該当部門への改善指示等を行い、コンプライアンスの遵守状況について確認する体

制を取っております。 
(2) 執行部門から独立した社長直轄の内部監査部門を設置し、使用人の職務執行が法令違反と

なっていないか自浄作用が働く体制としています。 
 (3) 取締役は当社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重大な事実を発見

した場合は、直ちに「企業倫理委員会」に諮り、同委員会は調査結果並びに対応策を取締役会

に報告する体制としています。 
 
 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コンプライアンス

体制としては、「企業倫理委員会」と「企業倫理改善提案窓口」を設置しております。「企業倫

理委員会」は、コンプライアンスオフィサーである梅津管理本部長を委員長とし、取締役５名

により構成され、企業倫理やコンプライアンスにかかる基本方針や企業倫理改善提案窓口の運

用状況について協議・監督を行うことになっております。 
「企業倫理改善提案窓口」は、エフテックグループの従業員から企業倫理に関する問題につい

ての提案窓口として設置しております。平成 20 年度の提案は０件でした。また、提案者に 
対する不利益な取扱がないよう「企業倫理委員会」が保護を図り、企業倫理の改善につながる

適切な対応を実施しております。企業倫理委員会の運用状況については、適時に執行機関に対

して報告を行いました。 
 また、執行部門から独立した社長直轄の内部監査室は、「内部監査規程」に基づき法令・定

款及び社内規程に準拠して業務が行われているかを観点に監査いたしました。平成 20 年度に

おいては、各事業所、子会社を中心に 13 回監査いたしました。 
 

６．株式会社ならびにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正性を確保する

ための体制 

(1) グループ子会社における業務の適正性を確保するためグループ子会社全てに適用する行動

指針として｢わたしたちの行動指針｣を基礎とし、関係会社管理規程に則り業務の適正性を確保

する体制としております。また、管理本部は上記関係会社規程に則り、子会社経営の管理を行

うものとしています。 
(2) 子会社が親会社からの経営管理、経営指導内容が法令に違反、その他、コンプライアンス上

問題があると認めた場合には、監査役に報告することとしています。監査役は意見を述べると

ともに、改善策の策定を求めることができるものとしています。 
(3) 役職員はグループ各社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重大な事

実を発見した場合は、直ちに「企業倫理改善提案窓口」に通報し、「企業倫理委員会」は調査

  



結果並びに対応策を取締役会に報告する体制をとることとしています。 
(4) 社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的な勢力に対しては、組織全体として

毅然とした態度で対応し、取引関係その他一切の関係を持たない体制を整備しております。 
 
 当社及び当社の関係会社から成る企業集団における業務の適正性を確保するための共有す

る行動指針として「わたしたちの行動指針」を制定しております。「わたしたちの行動指針」

については、リーフレットの配布により、親会社従業員及び日本人駐在員については周知を図

っております。また、親会社、北米 5 社及び中国 1 社についてはそれぞれの業務に関連して遵

守すべき法令や配慮すべきリスクを明確にしたチェックリストを策定し、自己検証を実施し、

当社管理本部へ報告され、その結果について、取締役会で報告されております。逆に、子会社

が親会社からの経営管理、経営指導内容が法令に違反、その他、コンプライアンス上問題があ

ると認めた場合には、監査役に報告できる体制としているが、平成 20 年度は監査役に対する

報告、連絡する事項はありませんでした。 
 役職員はグループ各社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重大な事

実を発見した場合は、「企業倫理改善提案窓口」に通報し、「企業倫理委員会」は調査結果並び

に対応策を取締役会に報告することとなっているが、平成 20 年度は「企業倫理改善提案窓口」

への通報はありませんでした。 
 反社会的勢力との関係断絶はコンプライアンス規程により定められており、取引、利用は 
ありませんでした。 

 
７．監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項  

(1) 監査役からの要請に応じて、監査役の職務を補助すべき使用人を指名することができること

とします。その人事については、代表取締役と監査役が意見交換を行う体制としております。 
(2) 監査役補助者は、業務の執行にかかる役職を兼務しないこととし、取締役指揮命令に服さ 
ないものとしています。 

 
 監査役をサポートする使用人については代表取締役と協議のうえ決定することが出来る体

制となっており、専任として補助すべき使用人は置いておりませんが、監査役からの要請を受

けた場合、補助すべき使用人を置く対応を図っております。 
 

８. 取締役及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 
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 

(1) 監査役は、次の事項につき取締役、執行役員または従業員から定期的または臨時に報告を受

ける体制としています。 
 ①重要な会社の施策の決定並びに重要な事故の発生及びその対策について、主に上記４－(1) 
    の会議で付議または報告された案件 
 ②内部監査の結果 

  



 ③「企業倫理改善提案窓口」へ報告された内容 
(2) 役職員の監査役監査に対する理解を深め、監査役監査の環境を整備するように努めています。

また、代表取締役との定期的な意見交換会を開催し、また内部監査室との連携を図り、適切な

意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図る体制としております。 
 
 取締役および使用人が監査役に報告するための体制としては、監査役への報告を適時、的確

に実施し、8－(1)の項目以外に、「監査役への報告基準」に基づき、関係する取締役や組織が、

当社や子会社などの営業の状況、コンプライアンスやリスクマネジメントなどの内部統制シス

テムの整備および運用の状況などについて監査役へ報告し、また監査役監査も実施されました。 
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として、代表取締役との定

期的な意見交換会の開催と内部監査室が監査役との間で監査方針、監査スケジュールや監査結

果について連絡、意見交換を定期的に行いました。また、監査役は経営会議その他の重要な会

議に出席いたしました。 
 平成 20 年度において、代表取締役との意見交換会を１回実施いたしました。また、本社、

国内事業所、子会社及び関連会社を対象に計26回、監査役監査が実施され、監査役の監査活動

が実効的に行えるよう努めました。 
 

９．財務報告の信頼性を確保するための体制 

(1) 当社は、財務報告の信頼性確保および金融商品取引法第 24 条の 4 の 4 に規程する内部統制

報告書の有効かつ適切な提出のため、代表取締役社長の指示のもと、管理本部を中心として、

内部統制システムの構築を行い、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、必要な

是正を行います。また、内部監査室は内部統制の整備、運用状況の評価を行います。 
 

  財務報告の信頼性確保および金融商品取引法第 24 条の 4 の 4 に規程する内部統制報告書の

有効かつ適切な提出のため、内部統制システムを構築、強化してまいります。 
  また、その整備、運用状況について継続的に評価し、必要な是正措置を行い、実効性のある

体制の構築も図ってまいります。 
 以 上 

 

  





平成２１年４月２８日

各     位

                                                   会 社 名   eq \o\ad(株式会社エフテック,　　　　　　　　　　　　)

                                                   代表者名  代表取締役社長   木村 嗣夫

                                                    　　　　（コード番号 ７２１２ 東証第1部）

                                                   問合せ先  取締役兼専務執行役員  梅津 啓二

                                                    　　　 （TEL．０４８０－８５－５２１１）

内部統制システムの整備及び運用の基本方針の一部改訂について

　当社は、平成２１年４月２８日開催の当社取締役会において、内部統制の体制充実にともなう「内部統制システムの整備及び運用の基本方針」の一部改定について報告、承認されましたので、下記のとおり内容をお知らせいたします。（改定箇所は下線で示しております。）

記

1． 取締役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


法令定款違反行為を未然に防止するための企業倫理の向上・法令遵守を基本に置いた企業行動規範を｢わたしたちの行動指針｣として定めています。


また、取締役が他の取締役の法令定款違反行為を発見した場合は直ちに監査役及び取締役会に報告するなどガバナンスを強化する体制としております。



　取締役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コンプライアンス体制としては、「企業倫理委員会」と「企業倫理改善提案窓口」を設置しております。「企業倫理委員会」は、コンプライアンスオフィサーである梅津管理本部長を委員長とし、取締役５名により構成され、企業倫理やコンプライアンスにかかる基本方針や企業倫理改善提案窓口の運用状況について協議・監督を行っています。

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


取締役の職務執行に係る情報については、文書帳票管理規程に基づき保存・管理することとし、必要に応じて１０年間は閲覧することができる体制としています。



　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は、取締役の職務の執行に係る情報として取締役会議事録、その他の重要な会議として経営会議、ＳＥＤ会議議事録、稟議書等の書類について、「文書管理規程」に基づき、各本部で保存及び管理を行っております。


3． 損失の危険の管理に関する規程その他の体制


　(1)　当社は、当社の主要な業務執行に係るリスクを認識し、担当部門が専門的な立場から管理責任者を設け、会議を開催し、損失の危険を未然に防止する体制としています。



　リスクマネジメント体制については、部門で対応すべきリスクについては、担当部門が役員職務分掌等分担表に基づき、主担当責任者を定め、定例的に会議を開催し、リスク検証を実施し、予防・対策に努めました。平成20年度における各種会議の開催回数は、環境会議12回、
品質総合評価会12回、安全衛生委員会12回の計36回開催いたしました。



　(2)　リスク管理体制の基礎として、リスク管理規程を定め、個々のリスクについての管理責任者を決定し、リスク管理体制を整備します。また、不測の事態が発生した場合は、管理本部内に社長を本部長、副社長または各本部 本部長を副本部長とする対策本部を設置し、顧問弁護士等と協議のうえ、損害の拡大を防止し、損失を最小限に止める体制といたします。



　大規模災害や品質に重大な欠陥がある場合などの全社レベルの危機に対しては、平成18年6月に整備したリスク管理規程に基づき、管理本部内に本部長を社長とする対策本部を設置し、リスクを最小限に止める体制を整備いたしました。

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


(1)　体制の基礎として取締役会を月１回定時に開催するほか、必要に応じて適時に臨時取締役会を開催します。また、重要事項の決定については、職務執行の効率性を高めるため事前に
本部長以上が参加する経営会議・ＳＥＤ会議において議論を行い、その審議を経て執行決定を行う体制としています。


(2)　取締役会の決定に基づく業務執行については、役員職務分掌等分担表、組織規程、職務分掌規程に基づき、その責任者及び執行を定めております。


(3)　執行役員制度をとることにより、執行役員への権限委任の明確化と取締役の監督機能の強化を図り、経営のスピードを保ちながら、取締役の職務執行が効率的に行われる体制としています。



　業務執行体制については、職務執行の効率性を高めるための経営会議、製造・開発・販売を審議するＳＥＤ会議を月1回行い、執行決定を行う取締役会も月1回開催いたしました。

また、取締役会の決定に基づく業務執行は、平成20年6月に決議された役員職務分掌分担表に基づき、執行されております。また、執行役員参加の戦略会議において各地域における経営の重要事項の審議を行いました。平成20年度においては北米戦略会議を2回、アジア戦略会議を1回開催いたしました。

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


(1)　コンプライアンス体制の基礎として｢わたしたちの行動指針｣を定めています。また、部門だけでは、改善が難しい問題に対応するため｢企業倫理改善提案窓口｣を設け、役員で構成される｢企業倫理委員会｣を随時開催し、提案者保護を含め、部門では対応できない重要案件の対応方針の決定、該当部門への改善指示等を行い、コンプライアンスの遵守状況について確認する体制を取っております。


(2)　執行部門から独立した社長直轄の内部監査部門を設置し、使用人の職務執行が法令違反となっていないか自浄作用が働く体制としています。


　(3)　取締役は当社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重大な事実を発見した場合は、直ちに「企業倫理委員会」に諮り、同委員会は調査結果並びに対応策を取締役会に報告する体制としています。



　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コンプライアンス体制としては、「企業倫理委員会」と「企業倫理改善提案窓口」を設置しております。「企業倫理委員会」は、コンプライアンスオフィサーである梅津管理本部長を委員長とし、取締役５名により構成され、企業倫理やコンプライアンスにかかる基本方針や企業倫理改善提案窓口の運用状況について協議・監督を行うことになっております。
「企業倫理改善提案窓口」は、エフテックグループの従業員から企業倫理に関する問題についての提案窓口として設置しております。平成20年度の提案は０件でした。また、提案者に
対する不利益な取扱がないよう「企業倫理委員会」が保護を図り、企業倫理の改善につながる適切な対応を実施しております。企業倫理委員会の運用状況については、適時に執行機関に対して報告を行いました。
　また、執行部門から独立した社長直轄の内部監査室は、「内部監査規程」に基づき法令・定款及び社内規程に準拠して業務が行われているかを観点に監査いたしました。平成20年度においては、各事業所、子会社を中心に13回監査いたしました。

6． 株式会社ならびにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正性を確保するための体制


(1)　グループ子会社における業務の適正性を確保するためグループ子会社全てに適用する行動指針として｢わたしたちの行動指針｣を基礎とし、関係会社管理規程に則り業務の適正性を確保する体制としております。また、管理本部は上記関係会社規程に則り、子会社経営の管理を行うものとしています。


(2)　子会社が親会社からの経営管理、経営指導内容が法令に違反、その他、コンプライアンス上問題があると認めた場合には、監査役に報告することとしています。監査役は意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができるものとしています。


(3)　役職員はグループ各社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重大な事実を発見した場合は、直ちに「企業倫理改善提案窓口」に通報し、「企業倫理委員会」は調査結果並びに対応策を取締役会に報告する体制をとることとしています。


(4)　社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的な勢力に対しては、組織全体として毅然とした態度で対応し、取引関係その他一切の関係を持たない体制を整備しております。

　当社及び当社の関係会社から成る企業集団における業務の適正性を確保するための共有する行動指針として「わたしたちの行動指針」を制定しております。「わたしたちの行動指針」については、リーフレットの配布により、親会社従業員及び日本人駐在員については周知を図っております。また、親会社、北米5社及び中国1社についてはそれぞれの業務に関連して遵守すべき法令や配慮すべきリスクを明確にしたチェックリストを策定し、自己検証を実施し、当社管理本部へ報告され、その結果について、取締役会で報告されております。逆に、子会社が親会社からの経営管理、経営指導内容が法令に違反、その他、コンプライアンス上問題があると認めた場合には、監査役に報告できる体制としているが、平成20年度は監査役に対する報告、連絡する事項はありませんでした。
　役職員はグループ各社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重大な事実を発見した場合は、「企業倫理改善提案窓口」に通報し、「企業倫理委員会」は調査結果並びに対応策を取締役会に報告することとなっているが、平成20年度は「企業倫理改善提案窓口」への通報はありませんでした。
　反社会的勢力との関係断絶はコンプライアンス規程により定められており、取引、利用は
ありませんでした。

7． 監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項　

(1)　監査役からの要請に応じて、監査役の職務を補助すべき使用人を指名することができることとします。その人事については、代表取締役と監査役が意見交換を行う体制としております。


(2)　監査役補助者は、業務の執行にかかる役職を兼務しないこととし、取締役指揮命令に服さ


ないものとしています。



　監査役をサポートする使用人については代表取締役と協議のうえ決定することが出来る体制となっており、専任として補助すべき使用人は置いておりませんが、監査役からの要請を受けた場合、補助すべき使用人を置く対応を図っております。

８.　取締役及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
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


(1)　監査役は、次の事項につき取締役、執行役員または従業員から定期的または臨時に報告を受ける体制としています。


　①重要な会社の施策の決定並びに重要な事故の発生及びその対策について、主に上記４－(1)


    の会議で付議または報告された案件


　②内部監査の結果


　③「企業倫理改善提案窓口」へ報告された内容


(2)　役職員の監査役監査に対する理解を深め、監査役監査の環境を整備するように努めています。また、代表取締役との定期的な意見交換会を開催し、また内部監査室との連携を図り、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図る体制としております。

　取締役および使用人が監査役に報告するための体制としては、監査役への報告を適時、的確に実施し、8－(1)の項目以外に、「監査役への報告基準」に基づき、関係する取締役や組織が、当社や子会社などの営業の状況、コンプライアンスやリスクマネジメントなどの内部統制システムの整備および運用の状況などについて監査役へ報告し、また監査役監査も実施されました。
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として、代表取締役との定期的な意見交換会の開催と内部監査室が監査役との間で監査方針、監査スケジュールや監査結果について連絡、意見交換を定期的に行いました。また、監査役は経営会議その他の重要な会議に出席いたしました。
　平成20年度において、代表取締役との意見交換会を１回実施いたしました。また、本社、国内事業所、子会社及び関連会社を対象に計26回、監査役監査が実施され、監査役の監査活動が実効的に行えるよう努めました。



９．財務報告の信頼性を確保するための体制


(1)　当社は、財務報告の信頼性確保および金融商品取引法第24条の4の4に規程する内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、代表取締役社長の指示のもと、管理本部を中心として、内部統制システムの構築を行い、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行います。また、内部監査室は内部統制の整備、運用状況の評価を行います。


　　財務報告の信頼性確保および金融商品取引法第24条の4の4に規程する内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、内部統制システムを構築、強化してまいります。


　　また、その整備、運用状況について継続的に評価し、必要な是正措置を行い、実効性のある体制の構築も図ってまいります。

　以　上
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