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平成２１年１０月３０日 

各      位 

                 会社名   株式会社セイクレスト 

代表者名  代表取締役 青木 勝稔 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード番号８９００） 

問合せ先  常務取締役経営管理本部長 三浦 多実也 

                                   電話    ０６―６２６４―７０７７ 

 

ジャスダック証券取引所への「改善報告書」の提出に関するお知らせ 

 

当社は、平成 21 年 10 月 16 日付で株式会社ジャスダック証券取引所から、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（以下「適時開示規則」）第 23 条第１項の規定に

基づき、その経緯および改善措置を記載した報告書(以下「改善報告書」)の提出を求められてお

り、本日別紙のとおり提出いたしましたのでお知らせします。 

 

当社は、改善報告書の内容に基づき全社一丸となって改善処置を実行してまいります。 

 

 

以 上 

 

別紙書類：改善報告書 
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改 善 報 告 書 

 

平成２１年１０月３０日 

 

株式会社ジャスダック証券取引所  

代表執行役自主規制責任者 小林 繁治 殿 

 

株式会社セイクレスト 

代表取締役 青木 勝稔 

 

今般、弊社は、「主要株主の異動」に関する情報開示が遅延した件について、「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 条第１項の規程に基づき、その経緯及

び改善措置を記載した改善報告書をここに提出いたします。 

 

 

I  経緯 

弊社は、平成 21 年 10 月１日に株式会社ハンバーストーンによる第３回株式会社セイクレスト

新株予約権の行使の事実を確認後、当該発生事実に係る適時開示「新株予約権の大量行使及び資

金計画の変更に関するお知らせ」を公表し、その後の確認作業により、当該発生事実に係る主要

株主の異動の発生事実について認識いたしましたが、以下の経緯により翌日の平成 21 年 10 月２日

まで情報開示が遅延いたしました。 

 

１.当社から貴取引所への報告が１日遅延した経緯（時系列）   

 

日 時 内 容 

10 月 1 日 

９時 00 分 

～ 

10 時 30 分 

 割当先である株式会社ハンバーストーンより、当社宛に行使請求書の送付と共に、第

３回株式会社セイクレスト新株予約権の行使を行う旨の連絡がありました。 

 当社は、株式会社ハンバーストーンより行使請求書を受領した後、当該行使に係る入

金を確認し、行使に係る各種手続を進めると共に、広報・IR 担当者が適時開示規則

上の発生事実を認識いたしました。 

 広報・IR 担当者は、弊社が定める適時開示フローに基づき、発生事実の認識を経理・

財務チーム並びに情報開示担当役員（取締役経営管理本部長）に対して伝達いたしま

した。 

その後、当該適時開示フローに基づき、広報・IR 担当者は当該事実について適時開

示が必要であると判断したため、適時開示資料及び情報開示チェックシート並びに開

示事項報告書等の適時開示に係る資料を作成した後、文書確認者を経由し、CSR 担当
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日 時 内 容 

役員がコンプライアンス上のリスクチェックを行いました。 

10 月 1 日 

10 時 30 分 

～ 

15 時 29 分 

 広報・IR 担当者は、貴取引所に対して、新株予約権の行使があった旨を伝えると共

に、適時開示資料及びそれに係る証憑を送付し、当該資料の内容の確認を行いました。

10 月 1日 

15 時 29 分 

 「新株予約権の大量行使及び資金計画の変更に関するお知らせ」の適時開示を行いま

した。 

10 月 1 日 

18 時 00 分 

～ 

19 時 00 分 

の間 

 「新株予約権の大量行使及び資金計画の変更に関するお知らせ」の適時開示を行った

後、割当先である株式会社ハンバーストーンの持株数、持株比率等の変動状況の確認

及び株式会社ハンバーストーンが関東財務局に直近に提出した「変更報告書」以降の

実際の持株数の変動状況について株式会社ハンバーストーンへの確認作業を行い、18

時 00 から 19 時 00 分の間で広報・IR 担当者により確認作業が終了し、当該発生事実

に係る主要株主の異動の発生事実について認識いたしました。 

 貴取引所への報告、並びに「主要株主の異動に関するお知らせ」の適時開示について

は、当該主要株主の異動を確認した時間がビジネスタイムを経過していたため、広

報・IR 担当者の判断により、翌日の適時開示とすることにいたしました。 

10 月２日 

９時 30 分 

～ 

15 時 06 分 

 広報・IR 担当者は、適時開示フローに基づき、発生事実の認識を経理・財務チーム

並びに情報開示担当役員（取締役経営管理本部長）に対して伝達いたしました。 

 その後、当該適時開示フローに基づき、適時開示資料及び情報開示チェックシート並

びに開示事項報告書等の適時開示に係る資料を作成した後、文書確認者を経由し、CSR

担当役員がコンプライアンス上のリスクチェックを行いました。 

10 月２日 

15 時 00 分 

 近畿財務局へ「臨時報告書」を提出いたしました。 

10 月２日 

15 時 06 分 

～ 

15 時 27 分 

 広報・IR 担当者は、貴取引所に対して、主要株主の異動があった旨を伝えると共に、

適時開示資料を送付し、当該資料の内容の確認を行いました。 

10 月２日 

15 時 27 分 

 「主要株主の異動に関するお知らせ」の適時開示を行いました。 

 

２.当社から貴取引所への報告が１日遅延した事実関係 

当社は、平成 21 年 10 月１日の株式会社ハンバーストーンによる第３回株式会社セイクレスト

新株予約権の行使の事実を確認後、当該発生事実に係る適時開示「新株予約権の大量行使及び資

金計画の変更に関するお知らせ」を 15 時 29 分に公表いたしました。 

上述の「新株予約権の大量行使及び資金計画の変更に関するお知らせ」の適時開示を行った後、
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割当先である株式会社ハンバーストーンの持株数、持株比率等の変動状況の確認及び株式会社ハ

ンバーストーンが関東財務局に直近に提出した「変更報告書」以降の実際の持株数の変動状況に

ついて株式会社ハンバーストーンへの確認作業を行い、18 時 00 分から 19 時 00 分の間の時点で

広報・IR 担当者により確認作業が終了し、当該事実に係る主要株主の異動の発生事実について

認識いたしました。 

当該主要株主の異動の確認後、近畿財務局への提出書類「臨時報告書」の提出については、シ

ステム（EDINET）の使用時間が 17 時 15 分までであるため、当該臨時報告書は翌日に提出するこ

とにいたしました。 

また、貴取引所への報告、並びに「主要株主の異動に関するお知らせ」の適時開示については、

当該主要株主の異動を確認した時間がビジネスタイムを経過していたため、翌日の適時開示とす

ることにいたしました。 

翌日の平成 21 年 10 月２日に貴取引所への報告を行うとともに、「主要株主の異動に関するお

知らせ」の適時開示を行いました（「臨時報告書」の提出も平成 21 年 10 月２日に行いました）。 

当社は、貴取引所への報告、並びに適時開示を貴取引所が定める適時開示規則を遵守すべく、

重要事実が発生した際は早急に適時開示行う方針でありますが、適時開示の必要を認識した時間

がビジネスタイムを経過しており、当日に開示を行わず翌日に適時開示を行う判断をいたしまし

た。 

今般の当社から貴取引所への報告、並びに適時開示が１日遅延した状況について、当社といた

しましては、当該主要株主の異動を確認した時点でビジネスタイムを経過していたとはいえ、当

該発生事実の適時開示については、当日中に適時開示は行うべきであったと深く反省しておりま

す。 

 

 

II 当該適時開示の提出遅延の原因 

 今般の不適切な情報開示がなされた要因について、原因分析を行った結果、以下の原因により

当該状況が発生したと認識しております。 

 

1. 適時開示規則の誤認識 

今般の適時開示遅延に該当いたしました「主要株主の異動に関するお知らせ」の対象となる適

時開示規則の条文については、以下のとおりであります。 

「主要株主の異動（主要株主であった者が主要株主でなくなる場合又は主要株主でなかった者

が主要株主となる場合）又は筆頭株主（主要株主に該当するものに限る）の異動（筆頭株主であ

った主要株主が筆頭株主でなくなる場合（引続き主要株主に該当する場合に限る。）又は筆頭株

主でなかった主要株主が筆頭株主（引続き主要株主に該当する場合に限る）となる場合。）」が発

生した場合、又は、発生することが確実と見込まれる場合、適時開示規則に基づく開示が必要と

なります。 
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なお、当該開示事項を開示した後に、開示された内容に関して変更が発生した場合には「開示

事項の変更」としての開示が必要となります。また、開示された内容について過誤や外部からの

指摘により訂正が必要であると判断した場合には、速やかに正しい内容を「開示事項の訂正」と

して開示することが必要となります。」【適時開示規則第３条第１項第２号ｂ、同第８条第１項】 

また、当該適時開示規則における開示上の注意事項として、会社情報適時開示の手引きにおい

て、上場会社に以下の注意事項が明示されております。 

「開示の時期については、名義書換の有無にかかわらず、自らによる新株式発行を決定したこ

と（第三者割当増資、合併等）又は大量保有報告書等により主要株主の異動を上場会社が確認し

たこと等により、異動が確実と見込まれた時点で、直ちに開示してください。」 

当社の広報・IR 担当者においては、当該適時開示規則上の注意事項における「異動が確実と

見込まれた時点で、直ちに開示してください。」の認識については、当該発生事実認識の時点で

ビジネスタイムを経過していなければ当日中に提出すること、また、ビジネスタイム経過後の発

生事実の認識であれば、発生事実認識後の翌日のビジネスタイム中に提出を行うことが、当該適

時開示規則における「異動が確実と見込まれた時点で、直ちに開示してください。」に該当する

ことであると認識しておりました。 

しかしながら、今般の状況はビジネスタイム経過後に当該発生事実を認識した場合においても

当日中に開示することができなかったこと、また、株式会社ハンバーストーンの行使請求を受け

た時点から、業務フロー上の確認作業を開始できる体制でなかったことについて、適時開示規則

遅延に該当するものでありました。 

以上のことから、当社の広報・IR 担当者による当該適時開示規則の知識不足を起因とした誤

認識が、今般の適時開示遅延の原因の一つであると当社では認識しております。 

 

2. 適時開示体制の瑕疵 

今般の適時開示遅延に該当いたしました「主要株主の異動に関するお知らせ」につきましては、

当社の適時開示体制に瑕疵があったことが適時開示遅延の原因の一つであると当社では認識し

ております。 

 

① 当社の適時開示体制（発生事実）について 

当社の適時開示体制（発生事実）については、当社が平成 21 年５月８日提出の「改善報告書」

に記載のとおり、各事業部及び各部室に関係する重要事実を担当部門長が把握し、重要事実が発

生した場合、直ちに経理・財務チームを経由し、情報開示担当役員（取締役経営管理本部長）に

提出いたします。 

適時開示担当部門（広報・ＩＲチーム）は当該事実について開示の要否を判断し、開示が必要

な発生事実については CSR 担当役員がコンプライアンス上のリスクチェック後、直ちに適時開示

資料の作成を行い、適時開示担当部門（広報・ＩＲチーム）が開示を行うこととなっております。 

しかしながら、今般の主要株主の異動の適時開示につきましては、当該主要株主の異動が発生
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したことを適時開示担当部門（広報・ＩＲチーム）が確認した時点で、広報・ＩＲチーム担当者

の判断により翌日の適時開示を行う判断をしたことが今般の 1日の遅延発生の要因であり、適時

開示体制に基づく業務フロー上の手続きを行う前段階において、担当者がこのような誤った判断

を行うに至りました。  

② 適時開示体制（発生事実）の瑕疵 

当社といたしましては、今般の適時開示遅延が発生したことについて、当社が平成 21 年５月

８日付提出の「改善報告書」に公表した適時開示体制において業務フロー上の瑕疵があったこと

が原因の一つであると当社は認識しております。 

当社が平成 21 年５月８日に提出した「改善報告書」に記載しております「適時開示体制（発

生事実）」においては、各事業部及び各部室に関係する重要事実を担当部門長が把握し、重要事

実が発生した場合、直ちに経理・財務チームを経由し、情報開示担当役員（取締役経営管理本部

長）に提出し、適時開示担当部門（広報・ＩＲチーム）は当該事実について開示の要否を判断し、

開示が必要な発生事実については CSR 担当役員がコンプライアンス上のリスクチェック後、直ち

に適時開示資料の作成を行い、適時開示担当部門（広報・ＩＲチーム）が開示を行うこととなっ

ております。 

上述の業務フローにおいては、各事業部及び各部室に関係する重要事実を担当部門長が把握し、

重要事実が発生した場合、直ちに経理・財務チームを経由し、情報開示担当役員（取締役経営管

理本部長）に提出し、適時開示担当部門（広報・ＩＲチーム）は当該事実について開示の要否を

判断することとなっておりますが、今般の状況については、当該業務フローにおいて、発生事実

を広報・ＩＲチームが認識した後、経理・財務チームと情報開示担当役員（取締役経営管理本部

長）を経由せず、発生事実を広報・ＩＲチームが認識した時点で、適時開示担当部門である広報・

ＩＲチームが自らの適時開示規則の理解の範疇で適時開示の要否の判断を独断で行いました。 

当社は、日常的には発生事実を確認した場合は、上述の業務フロー上のプロセスを経て適時開

示を行っているものの、今般の状況については、発生事実の認識を広報・ＩＲチーム担当者が認

識した時点で、適時開示の要否の判断を独断で行っており、経理・財務チームと情報開示担当役

員（取締役経営管理本部長）のチェックを経由していませんでした。 

今般の状況において、経理・財務チーム並びに情報開示担当役員（取締役経営管理本部長）を

経由していれば、経理・財務チーム並びに情報開示担当役員（取締役経営管理本部長）からの指

摘により当日中の適時開示を行っていた可能性もあり、今般の適時開示遅延を未然に防ぐことが

できた可能性があるため、当社としては、発生事実の認識を広報・ＩＲチームが認識した場合、

適時開示の要否を独断で判断できる適時開示体制に瑕疵があったと認識しております。 

また、新株予約権の行使の際には行使前に行使請求書が送付される等の、発生事実において適

時開示の可能性があらかじめ予測可能な性質のものについて、予測可能な時点から、業務フロー

上の確認作業を開始できる適時開示体制でなかったことも今般の適時開示遅延に繋がったと認

識しております。 
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III 本件情報開示遅延が与えた影響についての認識 

ジャスダック証券取引所の上場会社として、適時開示規則に基づく情報開示が適切に行われな

かったことは、既存株主をはじめとした利害関係者への適正な情報提供の責任が上場会社として

履行されないことになり、重要な事態であると認識しております。 

適時開示規則の遵守の責任を果たせなかったことで、証券市場の信頼を損ねたことについて重

く受け止め深く反省しております。 

また、当社は平成 21 年５月８日付で１回目の改善報告書を提出済であり、本日の２回目の改

善報告書の提出については、一度過去に規則違反を行ってからの間もない２回目の提出というこ

ともあり、今般の改善報告書提出については、会社として適時開示の重要性の認識が欠如してい

たと当社では認識しております。 

当社といたしましては、今後このような事態が発生しない様、以下に記載の「Ⅳ．改善措置」

を厳格に実施してまいります。 

 

 

IV 改善措置 

１.平成 21 年５月８日提出の「改善報告書」記載の改善策についての改善状況 

① 適時開示体制の不備及び「主要株主の異動」に係る確認方法の不備に係る改善策 

i 情報開示に対する社員の意識向上 

  ⇒ 情報開示担当役員及び適時開示担当部門（広報・ＩＲチーム）並びに、情報開示に係わ

る経営管理本部経理・財務チーム、人事・総務チームは、認識の共有化を図るために情報

開示に対する教育の徹底を図り、適時開示に対する認識の浸透化に努めました。 

 
【研修の実施内容】 
■ 社内研修 

実 施 日 参 加 者 実 施 概 要 講   師 

平成 21 年５月 12 日 全社 
適時開示体制の変更及びその他業務フローの変更箇所につ

いて示達。 
情報開示担当役員

平成 21 年６月５日 

経理・財務チーム 3名 

人事・総務チーム 3名 

広報・ＩＲチーム 1名 

1.体制等の説明 

①平成 21 年５月８日改善報告書提出の説明 

②適時開示規定等の再確認 

③適時開示体制の説明 

④適時開示フローの説明 

2.他社事例 

・株式会社プラコー 

（改善報告書、改善状況報告書） 

情報開示担当役員

平成 21 年７月３日 
経理・財務チーム 3名 

人事・総務チーム 3名 

広報・ＩＲチーム 1名 

1.適時開示について（会社情報適時開示の手引き参照） 

①適時開示の必要性／方法等 
②適時開示が必要となる会社情報 
ⅰ決定事実に関する情報 
ⅱ発生事実に関する情報 
ⅲ決算に関する情報 
ⅳ上場会社のその他の情報 
2.他社事例 

・株式会社アイビーダイワ 

（改善報告書、改善状況報告書） 

情報開示担当役員

平成 21 年８月７日 経理・財務チーム 3名 1.適時開示について（会社情報適時開示の手引き参照） 情報開示担当役員
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人事・総務チーム 3名 

広報・ＩＲチーム 1名 
①上場会社に対する自主規制について 
②上場会社の企業行動に関する規範 
③ジャスダック証券取引所への提出書類 
④注意を要する情報開示の事例等 
2.他社事例 

・東日本ハウス株式会社 

（改善報告書、改善状況報告書） 

平成 21 年９月４日 
経理・財務チーム 3名 

人事・総務チーム 3名 

広報・ＩＲチーム 1名 

1.適時開示について（会社情報適時開示の手引き参照） 

・注意を要する情報開示の事例等 
2.他社事例 

・株式会社クリムゾン 

（改善報告書、改善状況報告書） 

情報開示担当役員

平成 21 年 10 月２日 
経理・財務チーム 3名 

人事・総務チーム 3名 

広報・ＩＲチーム 1名 

1.社内情報管理に関する各種法令と社内規程 

①金融商品取引法（インサイダー情報） 

①改正不正競争防止法（営業秘密等） 

③個人情報保護法 

④宅建業法（秘密保持） 

⑤民法（不法行為等） 

⑥刑法（背任等） 

CSR本部 

 
ii 適切な適時開示体制の強化 

a 適時開示の方針、方法、社内体制 

  ⇒ 適時開示の方針といたしましては、投資者の投資判断に重要な影響を与える経営情報及   

び財務情報等を、関係法令・諸規則等に準拠して、公正かつ適時・適切に株主・投資者を

始めとするステークホルダーに提供し、当社に対する正しい理解と適正な評価を促進して

まいります。また、適時開示の方法につきましては、投資者への利便性を考慮し、開示後

速やかに、当社ホームページへの掲載を行ってくこととし、適時開示に係る社内体制につ

きましては、以下の体制で業務を行ってまいりました。 

(1) 当社取締役会において情報開示担当役員として、取締役経営管理本部長を任命し、情報

開示担当役員は証券取引所に対しての責任者となっております。 

(2) 適時開示担当者は、２名を配置し、情報開示担当役員の直属として情報開示の企画、立

案、実施等を行うとともに、各本部の部門長及びグループ会社と情報交換を行い、情報

収集を担当いたします。また、情報開示の内容、方法等につきましては、必要に応じて

主幹事証券会社、監査法人、弁護士等へ確認もしくは相談を行っております。 

(3) 情報開示担当役員は、各部門の部門長及びグループ会社に対して、適時開示基準等につ

いて明示し、規則等の変更時には、必要に応じて当該変更内容を周知徹底させておりま

す。また、情報開示担当役員は、全ての取締役の情報開示への認識を更に深めておりま

す。 

 
b 適時開示体制（決定事実、発生事実、決算情報、子会社）の整備 

・決定事実に関する適時開示 

  ⇒ 取締役会付議議案については、人事・総務チームがとりまとめ、これを適時開示担当部

門（広報・ＩＲチーム）に報告を行い、当該付議議案について開示の要否を適時開示担当

部門（広報・ＩＲチーム）が事前に判断し、情報開示担当役員に報告を行い、適時開示担
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当部門（広報・ＩＲチーム）が開示を必要とした事項については、取締役会決議後、CSR

担当役員がコンプライアンス上のリスクチェックを行い、適時開示担当部門（広報・ＩＲ

チーム）が開示を行っております。稟議事項等の取締役会付議議案でない決定事実につい

ても、人事・総務チームが取りまとめ適時開示担当部門（広報・ＩＲチーム）に報告をし、

適時開示担当部門（広報・ＩＲチーム）が適時開示の要否を判断し、必要に応じて開示を

行っております。 

 
・発生事実に関する適時開示 

  ⇒ 各事業部及び各部室に関係する重要事実を担当部門長が把握し、重要事実が発生した場

合、直ちに経理・財務チームを経由し、情報開示担当役員（取締役経営管理本部長）に提

出し、適時開示担当部門（広報・ＩＲチーム）は当該事実について開示の要否を判断し、

開示が必要な発生事実については CSR担当役員がコンプライアンス上のリスクチェック

後、直ちに適時開示担当部門（広報・ＩＲチーム）が開示を行っております。 

 
・決算に関する適時開示 

  ⇒ 決算情報については、経理・財務チームがとりまとめ、監査法人等による確認が行われ

た後に、情報開示担当役員（取締役経営管理本部長）が記載内容の正確性を確認のうえ、

取締役会に報告を行い、当該決算情報は取締役会承認後、CSR 担当役員がコンプライア

ンス上のリスクチェックを行い、直ちに適時開示担当部門（広報・ＩＲチーム）が開示を

行っております。 

 
・子会社に係る決定事実及び発生事実の適時開示 

  ⇒ 子会社の決定事実については、取締役会付議議案を、経理・財務チームがとりまとめる

とともに、当社グループの取締役会議事録の提出を求めることとし、これを当社の適時開

示担当部門（広報・ＩＲチーム）が当該付議議案について開示の要否を事前に確認してお

ります。適時開示担当部門（広報・ＩＲチーム）が開示を必要とした事項については、取

締役会決議後、CSR 担当役員がコンプライアンス上のリスクチェックを行い、直ちに適

時開示担当部門（広報・ＩＲチーム）が開示を行っております。 

発生事実については、開示の遅延及び不適切な開示がなされないように当社経理・財務

チームが当社子会社と連絡を密にし、情報の把握が出来る体制とし、広報・ＩＲチームは

適時開示事項に該当するか否かを判断し情報開示担当役員に報告を行い、報告を受けた開

示担当役員は、開示内容を確認し、適時開示担当部門（広報・ＩＲチーム）に直ちに開示

の指示を行います。稟議事項等の取締役会付議議案でない決定事実についても広報・ＩＲ

チームがとりまとめ、CSR 担当役員がコンプライアンス上のリスクチェック後、広報・

ＩＲチームが適時開示の要否を判断し、必要に応じて開示を行っております。 
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iii 情報開示業務の改善（業務の標準化） 

  ⇒ 当社は、業務の標準化による改善に取り組んでおります。 

業務の標準化のツールとしては、平成 21年５月８日付提出の改善報告書に記載のとお

り、「適時開示規程（平成 21 年５月１日改訂）」と「情報開示業務フロー（平成 21 年５

月１日導入）」に基づき、「適時開示報告書（平成 21年５月１日導入）」「情報開示チェッ

クシート（平成 21年５月１日導入）」を活用しています。 

「情報開示チェックシート」は、開示資料の作成プロセスとその承認プロセスごとにチ

ェックが可能になり、論理的な誤りや誤字・脱字などのケアレスミスの発生を防止してお

ります。 

また、業務を効率的に行うために「適時開示事項一覧（平成 21 年５月１日導入）」を

作成、活用しております。これらは、いずれも関連法令や情報開示の諸規則に基づき情報

開示関連の業務をピックアップし作成したものであり、開示資料や提出書類の遅延が起き

ないように部門長がチェックできるようになっています。 

情報開示に関する窓口の統一化により、適時適切に開示を行うことができるようになり

ました。また、「適時開示規程」の改定、開示に至るまでの業務フローの作成、情報開示

業務の標準化により、適時適切な情報開示業務が可能になったと確信しております。 

※ 各種フォーマット並びに規程については、導入後においても随時見直し、機能強化 

を行っております。 

 
② コンプライアンス体制の不備に係る改善策 

  ⇒ 当社は、経営陣のコンプライアンスに対する意識及び適切なコーポレート・ガバナンス

実現に対する意識をより一層強化すべく、月１回のコンプライアンス研修に加えて経営陣

を対象とした外部の専門家によるコンプライアンス、コーポレート・ガバナンスに関する

教育を実施し、相互牽制が有効に作用する環境を整備しております。 

また、様々な外部環境の変化への対応につきましても、これも取締役会・役員ミーティ

ングにおける主要討議項目とし、適切なリスクアセスメントを行いつつ事前対応について

協議するとともに、適宜顧問弁護士、公認会計士等に対する相談等も実施し、同様の事態

が生ずることのない態勢を整備しております。 

また、当社監査役会及び外部（財務局、証券取引所、その他外部の専門家等）より指摘

事項があった場合には、真摯にしかるべき対応を直ちに行える態勢を整備しております。 
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【研修の実施内容】 

■ 社内研修 
実 施 日 参 加 者 実 施 概 要 講   師 

平成 21 年５月 22 日 

代表取締役 青木 勝稔 

専務取締役 井上 晃章 

常務取締役 三浦 多実也 

取締役   足立 和重 

株主総会とコンプライアンス 

１．「対話型」と呼ばれる昨今の株主総会の状況 

２．懇切丁寧な説明と注意点 

①金融商品取引法（インサイダー情報） 

②不正競争防止法（他社営業情報） 

CSR本部 

平成 21 年６月 26 日 

代表取締役 青木 勝稔 

専務取締役 井上 晃章 

常務取締役 三浦 多実也 

取締役   足立 和重 

取締役とコンプライアンス 

１．会社法 

会社法上課せられた各種義務 

２．他社事例の検証 

善管注意義務違反を認められた判例 

CSR本部 

平成 21 年７月 24 日 
代表取締役 青木 勝稔 

専務取締役 井上 晃章 

常務取締役 三浦 多実也 

取締役   足立 和重 

労務管理とコンプライアンス 
１．労務管理に関する各種法令 
①労働基準法（使用者の責任） 
②民法（判例：安全配慮義務） 
③公益通報者保護法 
２．他社事例の検証 
セクハラ、パワハラに係る事業者の安全配慮義務を認め

た判例 
３．内部通報制度 

CSR本部 

平成 21 年８月 21 日 
代表取締役 青木 勝稔 

専務取締役 井上 晃章 

常務取締役 三浦 多実也 

取締役   足立 和重 

情報管理とコンプライアンス 

１．情報管理に関する各種法令と社内規程 

①金融商品取引法（インサイダー情報） 

②改正不正競争防止法（営業秘密等） 

③個人情報保護法 

④宅建業法（秘密保持） 

⑤民法（不法行為等） 

⑥刑法（背任等） 

CSR本部 

平成 21 年９月 25 日 
代表取締役 青木 勝稔 

専務取締役 井上 晃章 

常務取締役 三浦 多実也 

取締役   足立 和重 

社会と共に歩む企業として大切なこと 
１．他社事例 
・西日本旅客鉄道株式会社 

CSR本部 

 
■ 専門家による研修 

実 施 日 参 加 者 実 施 概 要 講   師 

平成 21 年５月 11 日 

代表取締役 青木 勝稔 

専務取締役 井上 晃章 

常務取締役 三浦 多実也 

取締役   足立 和重 

財務報告・会計的見地から見た企業統治（コーポレート

ガバナンス）のあり方（１） 

内部統制ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 
（公認会計士） 

平成 21 年８月 31 日 

代表取締役 青木 勝稔 

専務取締役 井上 晃章 

常務取締役 三浦 多実也 

取締役   足立 和重 

財務報告・会計的見地から見た企業統治（コーポレート

ガバナンス）のあり方（２） 

内部統制ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 
（公認会計士） 

 

２.今般の適時開示遅延を踏まえての改善策 

① 情報開示に対する社員のさらなる意識向上と専門知識を有した社員の教育と情報開示に

係る人員の強化 

当社は、平成 21 年５月８日に提出の「改善報告書」に記載のとおり、情報開示担当役員及び

適時開示担当部門（広報・ＩＲチーム）並びに、情報開示に係わる経営管理本部経理・財務チー
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ム、人事・総務チームは、認識の共有化を図るために情報開示に対する教育の徹底を図り、適時

開示に対する認識の浸透化に努めております。研修内容は、適時開示に係る基礎知識及び業務遂

行能力の向上を目的として、適時開示全般に関する知識及び技能を修得していくプログラムを実

施しております。 

しかしながら、今般の状況を踏まえ、より適切な開示体制を構築し情報開示手続きが遅延せず

直ちに行われるために、また情報開示が遅延しないように社内開示検討委員会を新設いたします。

この委員会は、社内及びグループ会社において発生した情報を収集し、その中から発生事実に対

する開示の要否を判断するのみならず、機関決定する予定の議案の確認等に関しても事前確認等

を行い開示の要否を判定することを主な目的としております。 

同委員会のメンバー構成は、社内の管理本部を中心としたメンバーで構成され、その他社外メ

ンバーとして、弁護士をはじめとした各種専門家をアドバイザリースタッフとして招聘し、イレ

ギュラーな事態にも適宜対応していける体制を構築いたします。 

同委員会は、毎月１回開催し、発生する可能性のある事由の検討、機関決定される予定の議案

の確認等を実施いたします。同委員会は、社内及びグループ会社の情報の収集において、他の機

関から制約を一切受けず独立しております。 

また、同委員会については、今般のような適時開示遅延を 100％回避することを主目的として

いるため、同委員会のメンバーの適時開示全般に係るリテラシーの向上を目指し、委員会独自の

研修会を毎月１回開催し、アドバイザリースタッフにおける研修をはじめとして適時開示に係る

あらゆるリスクの検証等を行ってまいります。研修内容としては、適時開示に係る証券取引所規

則、及び当該規則に関連する金融商品取引法、内閣府令等の変更等の直近の法的整備状況の確認

や、適時開示のケーススタディ等を専門家と共に検証していく等のプログラムを実施してまいり

ます。 

また、現在、適時開示担当者は２名を配置し、情報開示担当役員の直属として情報開示の企画、

立案、実施等を行うとともに、各本部の部門長及びグループ会社と情報交換を行い、情報収集を

担当し、情報開示の内容、方法等につきましては、必要に応じて主幹事証券会社、監査法人、弁

護士等へ確認もしくは相談を行っておりますが、今般の適時開示遅延の状況をうけて、適時開示

担当者は２名から３名に増員し、さらなる適時開示体制の強化を図ります。 
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【研修の実施内容】 

■ 情報開示に対する社員のさらなる意識向上と専門知識を有した社員の教育 

参 加 者 内    容 

（現状の研修内容） 

管理部合同の研修会を毎月 1回実施する。 

1. 『会社情報適時開示の手引き』及び「他社で開示している資

料」などを参考資料に適時開示の基礎知識を理解する（毎

月第 1週目の金曜日に開催）。 

経理・財務チーム 

人事・総務チーム 

広報・ＩＲチーム  

2. 『会社情報適時開示の手引き』に記載の注意をする 

情報開示の事例より未然防止及び対策について 

認識の浸透化を図る（毎月第 1週目の金曜日に開催）。 

（追加の内容） 

社内開示検討委員会を設置し、委員会を毎月 1 回開催するととも

に、同委員会による研修を毎月 1回実施する。 

3. 社内開示検討委員会の開催 

（毎月第 1週目の金曜日に開催）。 

社内開示検討委員会 

メンバー 

4. 社内開示検討委員会の研修 

（毎月第 1週目の金曜日に開催）。 

  

 ② 平成 21 年５月８日提出の「改善報告書」記載の適時開示体制（決定事実、発生事実、   

決算情報、子会社）の一部変更 

当社は、平成 21 年５月８日に提出の「改善報告書」に記載の、適時開示体制（決定事実、発

生事実、決算情報、子会社）について、上述のとおり、記載している業務フローに基づき運用し

ておりました。 

しかしながら、当社は、日常的には発生事実を確認した場合は、上述の業務フロー上のプロセ

スを経て適時開示を行っているものの、今般の状況については、発生事実の認識を広報・ＩＲチ

ーム担当者が認識した時点で、適時開示の要否の判断を独自で行っており、経理・財務チームと

情報開示担当役員（取締役経営管理本部長）のチェックを経由しておりませんでした。 

今般の状況において、経理・財務チーム並びに情報開示担当役員（取締役経営管理本部長）を

経由していれば、経理・財務チーム並びに情報開示担当役員（取締役経営管理本部長）からの指

摘により当日中の適時開示を行っていた可能性もあり、今般の適時開示遅延を未然に防ぐことが

できた可能性があるため、当社としては、発生事実の認識を広報・ＩＲチームが認識した場合、

適時開示の要否について、独自で判断できる適時開示体制に瑕疵があったと認識しております。 

このような事態を未然に防ぐため、当社は適時体制を一部変更し、担当者間での情報共有や適

時開示状況を連携してチェックする社内体制をより強化してまいります。 

具体的には、上述の「情報開示に対する社員のさらなる意識向上と専門知識を有した社員の教
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育」にて記載のとおり、新設した社内開示検討委員会を適時開示体制のフローにおいて機能させ

ていく事で、万が一の適時開示遅延等の事態を防ぐことの可能な適時開示体制を構築いたします。 

適時開示規則に係る可能性のある事実が発生した場合において、当社の今までの適時開示体制

であれば、各事業部及び各部室に関係する事実を担当部門長が把握した後、広報・IR チームに

当該事実が伝達され、広報・IR チームが開示の要否を判断するフローとなっておりますが、今

後の適時開示体制においては、各事業部及び各部室に関係する事実を担当部門長が把握した後、

広報・IR チームに当該事実が伝達され、伝達された時点で、社内開示検討委員会を招集し、同

委員会によって適時開示の要否が判断されるフローへと変更いたします（社内開示検討委員会を

招集し、同委員会によって要否を判断された後のフローは、従前のフローと同様であります）。 

また、発生事実、決定事実、決算情報の各種適時開示事項について、適時開示事項が発生した

場合、同委員会は通常時においては社内メンバーのみで開催されます。社外のアドバイザリース

タッフについては、開示内容に応じて適宜判断し、招集を行う体制といたします。 

これにより、当社が適時開示の要否を判断する上においての属人的要素が排除され、適時開示

の要否を判断する上で誤った判断を行うリスクが大幅に逓減し、今後同様の事態は発生しなくな

るものと当社では判断しております。 

 

ⅰ） 決定事実に関する適時開示 

 （変更後） 

取締役会付議議案については、人事・総務チームがとりまとめ、これを適時開示担当部門

（広報・ＩＲチーム）に報告を行い、適時開示担当部門（広報・ＩＲチーム）は、社内開示

検討委員会を招集し、当該付議議案について適時開示事項に該当するか否かを社内開示検討

委員会が事前に判断し、情報開示担当役員に報告します。社内開示検討委員会が開示を必要

とした事項については、取締役会決議後、CSR 担当役員がコンプライアンス上のリスクチェッ

クを行い、適時開示担当部門（広報・ＩＲチーム）が開示を行います。稟議事項等の取締役

会付議議案でない決定事実についても、人事・総務チームが取りまとめ適時開示担当部門（広

報・ＩＲチーム）に報告をし、適時開示担当部門（広報・ＩＲチーム）が適時開示の要否を

判断し、必要に応じて開示を行います。 

また、新株予約権の行使の際には行使前に行使請求書が送付される等の、発生事実において

適時開示の可能性があらかじめ予測可能な性質のものについては、予測可能な時点から、業務

フロー上の確認作業を開始することといたします。 
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①取締役会の議案の報告
②適時開示情報の要否の報告
③取締役会へ付議
④決議
⑤CSR担当役員のチェック
⑥適時開示

人事・総務チーム

経理・財務チーム

広報・ＩＲチーム
（適時開示担当部門）

代表取締役取締役会

情報開示担当役員

適
時
開
示

①

②

④

③

⑥

CSR担当役員
⑤

社内開示検討委員会

 

（変更前） 

取締役会付議議案については、人事・総務チームがとりまとめ、これを適時開示担当部門

（広報・ＩＲチーム）に報告を行い、当該付議議案について開示の要否を適時開示担当部門

（広報・ＩＲチーム）が事前に判断し、情報開示担当役員に報告します。適時開示担当部門

（広報・ＩＲチーム）が開示を必要とした事項については、取締役会決議後、CSR 担当役員が

コンプライアンス上のリスクチェックを行い、適時開示担当部門（広報・ＩＲチーム）が開

示を行います。稟議事項等の取締役会付議議案でない決定事実についても、人事・総務チー

ムが取りまとめ適時開示担当部門（広報・ＩＲチーム）に報告をし、適時開示担当部門（広

報・ＩＲチーム）が適時開示の要否を判断し、必要に応じて開示を行います。 

①取締役会の議案の報告

②適時開示情報の要否の報告

③取締役会へ付議
④決議
⑤CSR担当役員のチェック

⑥適時開示

人事・総務チーム

経理・財務チーム

広報・ＩＲチーム
（適時開示担当部門）

代表取締役取締役会

情報開示担当役員

適
時
開
示

①

②

④

③

⑥

CSR担当役員
⑤
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ⅱ） 発生事実に関する適時開示 

 （変更後） 

各事業部及び各部室に関係する重要事実を担当部門長が把握し、重要事実が発生した場合、

直ちに経理・財務チームを経由し、情報開示担当役員（取締役経営管理本部長）に提出いた

します。適時開示担当部門（広報・ＩＲチーム）は事前に発生事実を把握したうえで社内開

示検討委員会を招集し、社内開示検討委員会が当該事実について適時開示事項に該当するか

否かを判断し、開示が必要な発生事実については CSR 担当役員がコンプライアンス上のリス

クチェック後、直ちに適時開示担当部門（広報・ＩＲチーム）が開示を行います。 

①各部門長が把握した情報の提出
②適時開示の要否の判断と報告
③取締役会へ報告
④適時開示情報の伝達
⑤CSR担当役員のチェック
⑥適時開示

人事・総務チーム

経理・財務チーム

広報・ＩＲチーム
（適時開示担当部門）

代表取締役取締役会

情報開示担当役員

適
時
開
示

①

②

④

③

⑥

営業本部

ＣＳＲ本部

CSR担当役員
⑤

社内開示検討委員会

 

 

（変更前） 

各事業部及び各部室に関係する重要事実を担当部門長が把握し、重要事実が発生した場合、

直ちに経理・財務チームを経由し、情報開示担当役員（取締役経営管理本部長）に提出いた

します。適時開示担当部門（広報・ＩＲチーム）は当該事実について開示の要否を判断し、

開示が必要な発生事実については CSR 担当役員がコンプライアンス上のリスクチェック後、

直ちに適時開示担当部門（広報・ＩＲチーム）が開示を行います。 
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①各部門長が把握した情報の提出
②適時開示の要否の判断と報告
③取締役会へ報告
④適時開示情報の伝達
⑤CSR担当役員のチェック
⑥適時開示

人事・総務チーム

経理・財務チーム

広報・ＩＲチーム
（適時開示担当部門）

代表取締役取締役会

情報開示担当役員

適
時
開
示

①

②

④

③

⑥

営業本部

ＣＳＲ本部

CSR担当役員
⑤

 

 

ⅲ） 決算に関する適時開示 

（変更後） 

決算情報については、経理・財務チームがとりまとめ、監査法人等による確認が行われた

後に、情報開示担当役員（取締役経営管理本部長）が記載内容の正確性を確認のうえ、取締

役会に報告する。当該決算情報は取締役会承認後、適時開示担当部門（広報・ＩＲチーム）

は事前に決算情報を把握したうえで社内開示検討委員会を招集し、社内開示検討委員会が当

該事実について適時開示事項に該当するか否かを判断し、CSR 担当役員がコンプライアンス上

のリスクチェックを行い、直ちに適時開示担当部門（広報・ＩＲチーム）が開示を行います。 

①決算情報提出
②決算情報内容確認
③決議
④CSR担当役員のチェック
⑤適時開示

人事・総務チーム

経理・財務チーム

広報・ＩＲチーム
（適時開示担当部門）

代表取締役取締役会

情報開示担当役員

適
時
開
示

①

②

③ ④

監査法人

のチェック

CSR担当役員

⑤

社内開示検討委員会
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（変更前） 

決算情報については、経理・財務チームがとりまとめ、監査法人等による確認が行われた

後に、情報開示担当役員（取締役経営管理本部長）が記載内容の正確性を確認のうえ、取締

役会に報告する。当該決算情報は取締役会承認後、CSR 担当役員がコンプライアンス上のリス

クチェックを行い、直ちに適時開示担当部門（広報・ＩＲチーム）が開示を行います。 

①決算情報提出
②決算情報内容確認
③決議
④CSR担当役員のチェック
⑤適時開示

人事・総務チーム

経理・財務チーム

広報・ＩＲチーム
（適時開示担当部門）

代表取締役取締役会

情報開示担当役員

適
時
開
示

①

②

③ ④

監査法人

のチェック

CSR担当役員

⑤

 

ⅳ） 子会社に係る決定事実及び発生事実の適時開示 

（変更後） 

子会社の決定事実については、取締役会付議議案を、経理・財務チームがとりまとめると

ともに、当社グループの取締役会議事録の提出を求めることとし、これを当社の適時開示担

当部門（広報・ＩＲチーム）が事前に発生事実を把握したうえで社内開示検討委員会を招集

し、社内開示検討委員会が適時開示担当部門（広報・ＩＲチーム）は事前に決定事実を把握

したうえで社内開示検討委員会を招集し、社内開示検討委員会が当該付議議案について開示

の要否を事前に確認する。社内開示検討委員会が開示を必要とした事項については、取締役

会決議後、CSR 担当役員がコンプライアンス上のリスクチェックを行い、直ちに適時開示担当

部門（広報・ＩＲチーム）が開示を行います。 

発生事実については、開示の遅延及び不適切な開示がなされないように当社経理・財務チ

ームが当社子会社と連絡を密にし、情報の把握が出来る体制とし、広報・ＩＲチームは事前

に発生事実を把握したうえで社内開示検討委員会を招集し、社内開示検討委員会が適時開示

担当部門（広報・ＩＲチーム）は事前に発生事実を把握したうえで社内開示検討委員会を招

集し、社内開示検討委員会が適時開示事項に該当するか否かを判断し情報開示担当役員に報

告します。報告を受けた開示担当役員は、開示内容を確認し、適時開示担当部門（広報・Ｉ

Ｒチーム）に直ちに開示の指示を行います。稟議事項等の取締役会付議議案でない決定事実

についても広報・ＩＲチームがとりまとめ、CSR 担当役員がコンプライアンス上のリスクチェ

ック後、広報・ＩＲチームが適時開示の要否を判断し、必要に応じて開示を行います。 
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①子会社取締役会議事録提出
及び発生情報の連絡

②適時開示の要否の判断と報告
③取締役会報告
④適時開示情報の提出
⑤CSR担当役員によるチェック
⑥適時開示

人事・総務チーム

経理・財務チーム

広報・ＩＲチーム
（適時開示担当部門）

代表取締役取締役会

情報開示担当役員

適
時
開
示

①

②

④

③

⑥

子会社

CSR担当役員
⑤

社内開示検討委員会

 

 

（変更前） 

子会社の決定事実については、取締役会付議議案を、経理・財務チームがとりまとめると

ともに、当社グループの取締役会議事録の提出を求めることとし、これを当社の適時開示担

当部門（広報・ＩＲチーム）が当該付議議案について開示の要否を事前に確認する。適時開

示担当部門（広報・ＩＲチーム）が開示を必要とした事項については、取締役会決議後、CSR

担当役員がコンプライアンス上のリスクチェックを行い、直ちに適時開示担当部門（広報・

ＩＲチーム）が開示を行います。 

発生事実については、開示の遅延及び不適切な開示がなされないように当社経理・財務チ

ームが当社子会社と連絡を密にし、情報の把握が出来る体制とし、広報・ＩＲチームは適時

開示事項に該当するか否かを判断し情報開示担当役員に報告します。報告を受けた開示担当

役員は、開示内容を確認し、適時開示担当部門（広報・ＩＲチーム）に直ちに開示の指示を

行います。稟議事項等の取締役会付議議案でない決定事実についても広報・ＩＲチームがと

りまとめ、CSR 担当役員がコンプライアンス上のリスクチェック後、広報・ＩＲチームが適時

開示の要否を判断し、必要に応じて開示を行います。 
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①子会社取締役会議事録提出
及び発生情報の連絡

②適時開示の要否の判断と報告
③取締役会報告
④適時開示情報の提出
⑤CSR担当役員によるチェック
⑥適時開示

人事・総務チーム

経理・財務チーム

広報・ＩＲチーム
（適時開示担当部門）

代表取締役取締役会

情報開示担当役員

適
時
開
示

①

②

④

③

⑥

子会社

CSR担当役員
⑤

 

 

V 今後の実行スケジュール  

当社は、今般改善報告書の提出に至った事実を真摯に受け止め、改善報告書提出日（平成 21

年 10 月 30 日）以前の過去の適時開示事項において、開示の失念、遅延、及び提出不備等の違反

事項の再検証を行い、違反事項が無い事を確認しております。 

上述した「Ⅳ．改善措置」につきましては、本報告書を貴取引所に提出後、直ちに臨時取締役

会を開催（平成 21 年 11 月６日予定）し、以下のスケジュール表(添付資料 1)に沿って改善措置

を行い、体制の整備に向けて取り組んでまいります。 

 

以   上 
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【改善措置の実施内容】 

■ 改善措置に向けた実行スケジュール表  

11月 12月 1月以降

大量保有報告書のチェック体制の改善

1 証券代行WEBシステムの「大株主状況調べ」の保有比率確認

2 大量保有報告書の届出状況日次観察

主要株主との連絡体制の強化

1 主要株主宛株式譲渡時の弊社への連絡を要請

2 日次業務フロー 修正・決定

3 情報開示に対する社員の意識向上

1 「会社情報適時開示の手引き」研修会

2 社内開示検討委員会の開催

3 社内開示検討委員会の研修

4 適切な適時開示体制の強化

1 開示フロー図作成（修正）

2 開示フロー各部門、子会社への示達（修正） 示達

3 決算に係る適時開示シート作成、運用（修正） 作成

4 社内開示検討委員会　メンバーの任命 任命

5 開示フロー監査実施

5 適時開示業務の標準化

1 適時開示規程の改定・運用

2 適時開示報告書の運用

3 適時開示チェックシートの運用

4 適時開示事項一覧の運用

6 経営陣のコンプライアンス研修の実施

1 コンプライアンス研修の継続

2
外部の専門家によるコンプライアンス、
コーポレートガバナンスに関する研修会を継続実施

2

改善項目NO

1

月1回実施 月1回実施 月1回実施

運用

監査実施 監査実施

運用 運用

運用

運用運用

運用

運用 運用

運用

運用運用

運用運用

運用

運用

運用

運用 運用 運用

運用運用
不定期に実

施
不定期に実

施
不定期に実

施

月1回実施 月1回実施 月1回実施

月1回実施 月1回実施 月1回実施

月1回実施 月1回実施 月1回実施

運用

運用

運用

運用 運用運用

運用 運用 運用

運用 運用 運用

運用 運用 運用

 
以   上 
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