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ジャスダック証券取引所への｢改善状況報告書｣の提出について 

 

 当社は、平成 21 年５月８日提出の｢改善報告書｣に関し、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２項の規定に基づき、上記｢改善報告書｣に記載した

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、別紙のとおり株式

会社ジャスダック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。 
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改 善 状 況 報 告 書 

 

平成２１年１１月２０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 

 

弊社は、平成 21 年５月８日付で改善報告書を提出しておりますが、当該報告書に記載された

各改善措置の実施状況及び運用状況に関する報告を行うため、改善状況報告書をここに提出いた

します。 
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I  改善報告書提出の経緯 

１. 情報開示遅延が発生した経緯 

弊社は、平成 20 年 11 月 12 日に株式名簿管理人の証券代行 WEB システムの「大株主状況調べ」

において、11 月５日現在の弊社代表取締役青木勝稔（以下、「青木」といいます。）の所有株式

数が 21,700 株であることを確認し、「主要株主である筆頭株主の異動」に該当する可能性があると

認識いたしました。しかしながら、以下の経緯により平成21 年 3月 17 日まで情報開示が遅延いたし

ました。 

 

①「主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」の情報開示遅延に至るまでの経緯 

日 時 内 容 

平成 20 年 

６月 16 日 

 

当社は、㈱VT キャピタルより 100 百万円の借入れを行いました。 

 期日は平成 20 年 10 月 31 日の一括返済であります。 

 覚書（㈱VT キャピタル及び青木）により青木保有の当社株式 20,000 株（以下、「本

件株式」）を担保として提供いたしました。 

９月５日 

 

第 1回無担保普通社債を発行いたしました。 

 金額 50 百万円（無記名で個人斉須繁雄氏(平成 21 年５月８日時点での斉須繁雄氏に

ついての情報及び当社との関係性は①～③のとおりであります。①職業：歯科医 ②

投資家、当社株式保有実績有 ③当社と斉須氏の間においては、社債払込時等の電話

でのやりとりはありますが、直接お会いした事はありません。)（以下、「斉須氏」と

いいます。）の引受けであります。） 

 償還期限は平成 20 年 10 月 31 日の一括償還であります。 

（その後、平成 20 年 10 月 21 日付で斉須氏より OVE 第２号投資事業組合へ債権譲渡して

おります。） 

９月 12 日 青木より㈱VT キャピタル宛に、９月 16 日付で斉須氏へ第 1 回無担保普通社債に係る担

保見合い扱いとして本件株式の貸株を行う旨の確約書を提出いたしました。 

※ 斉須氏に対して本件株式を貸株することとなった経緯といたしましては、当社が斉

須氏より融資を受けるにあたり担保提供を要求されましたが、これ以上担保提供出

来る不動産等が無く、加えて青木保有の残り 21,700 株については、他に担保提供し

ていた為、先に担保提供した㈱VT キャピタルへお願いし、担保提供した当社株式を、

斉須氏に対する担保見合いの扱いとして貸し出されたものであります。 

９月 30 日 斉須氏により本件株式 2,000 株が処分されました。 

※ 当該株式の売却は、㈱VT キャピタル及び青木の了解なしに売却されたものでありま

す。この時点においては、当社は、斉須氏により本件株式 2,000 株が処分されたこと

を認識しておりません。 

10 月 15 日 第２回無担保普通社債を発行いたしました。 

 金額 10 百万円（無記名で斉須氏の引受けであります。） 



 3

日 時 内 容 

 償還期限は平成 20 年 10 月 31 日の一括償還であります。 

（その後、平成 20 年 10 月 21 日付で斉須氏より OVE 第２号投資事業組合へ債権譲渡して

おります。） 

10 月６日

～ 

10 月 31 日 

 

斉須氏により以下のとおり本件株式が処分されました。 

（明細については、株式名簿管理人の証券代行 WEB システムの「所有株数移動調べ」に

よります。） 

（後述 P8 に記載「斉須氏株式売却状況一覧」のとおり、下記の売却状況は実際に斉須氏

が株式を売却した数値とは異なります。） 

10 月６日：2,500 株 

10 月７日：100 株 

10 月９日：800 株 

10 月 10 日：1,600 株 

10 月 14 日：1,400 株 

10 月 15 日：1,900 株 

10 月 17 日：1,500 株 

10 月 20 日：400 株 

10 月 23 日：3,300 株 

10 月 24 日：200 株 

10 月 28 日：3,300 株 

10 月 29 日：200 株 

10 月 31 日：800 株    計 18,000 株 

※ 当該株式の売却は、㈱VT キャピタル及び青木の了解なしに売却されたものでありま

す。この時点においては、当社は、上記の 10 月６日から 10 月 31 日までの斉須氏に

よる本件株式の売却状況について認識しておりません。 

10 月 24 日 

 

有価証券届出書及び適時開示書類（平成 20 年 10 月 25 日「第三者割当による新株式（デ

ット・エクイティ・スワップ）の発行及び第２回株式会社セイクレスト新株予約権の発

行に関するお知らせ」）を提出いたしました。 

 第三者割当による新株式の発行 60 百万円（引受先：OVE 第２号投資事業組合）。 

 第 2回新株予約権の発行 340 百万円（引受先：OVE 第２号投資事業組合）。 

10 月 31 日 

 

㈱VT キャピタルからの借入金 100 百万円につき返済期日を延長いたしました。 

 期日は平成 20 年 12 月 26 日の一括返済であります。 

平成 20 年 10 月 31 日付で青木より㈱VT キャピタル宛に斉須氏への貸株の返却期限を 12

月 26 日迄延長する旨の確約書を提出いたしました。 

11 月 12 日 

 

株式名簿管理人の証券代行 WEB システムの「大株主状況調べ」により、11 月５日現在の

青木の所有株式数が 41,700 株から 21,700 株に減少していることを確認いたしました。
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日 時 内 容 

※ この時点において、当社は、平成 20 年９月 30 日から 10 月 31 日に至るまでの間に、

斉須氏により青木保有の当社株式合計20,000株が処分されたことを認識いたしまし

たが、EDINET で大量保有報告書の届出の有無を確認したところ、届出は行われてお

りませんでした。 

「主要株主の異動」については、大量保有報告書（変更報告書）が提出された上で、

初めて会社も当該事実を認識して、会社の適時開示を行うものであるという誤った

認識を持っていたため、この時点において適時開示は行われませんでした。 

※ 当該株式の売却について、当社は担保として差し出した株券が担保権の実行ではな

く、しかも勝手に市場で売却されるという通常では考えられない形で処分されると

いう事態であると認識し、即日、斉須氏を紹介いただいた㈲ドットコム・キャピタ

ル代表の韮澤氏（韮澤氏は当社との業務委託契約により、資金調達についてのコン

サルティング業務を依頼しております。）（以下、「韮澤氏」。）を経由して本件株式の

返還及び原状回復を求めて交渉を開始いたしました。韮澤氏に確認したところ、星

野弁護士に相談しており、原状回復のための交渉をするという回答でありました。

また、このような経緯から、この時点で青木は本件株式に係る取り扱いについては、

その星野弁護士に全面的に委任する意向を示しており、斉須氏に対する貸株の事実

は認識してはいたものの、斉須氏が当該株式を青木に返還するという約束であった

ことから、斉須氏に対する当該貸株（担保提供行為）が変更報告書にいう「処分」

に該当するとの認識はなく、斉須氏に対する株式の返還請求を行うことで「処分」

という変更理由の発生、即ち変更報告書の提出は回避されるものと考えていました。

11 月 13 日 

 

第三者割当による新株式の発行及び第２回新株予約権の効力が発生いたしました。 

 当社の発行済株式総数は 229,665 株となりました。 

青木の保有株式割合は 9.44％ (21,700 株で算出) となっておりました。 

11 月 14 日 

～12 月３

日 

韮澤氏経由にて、再三当該株式の売却についての事実関係の判明、並びに原状回復を求

めておりましたが、星野弁護士からは本件株式に係る対応について明確な回答もなく、

事実関係がはっきりしない状況の中で適時開示を行うにしても、実態を把握した上で、

更に本件に係る青木の変更報告書の提出の方が先決であろうという認識もあったことも

事実であり、青木が星野弁護士に本件株式に係る変更報告書の作成及び提出を委任して

いたことから、本件株式に係る対応の進捗もなく、また、青木の変更報告書についても

提出に至らない状況が続いておりました。 

12 月４日 

19：11 

株式名簿管理人の証券代行 WEB システムにより、11 月７日を基準日とする株主名簿に基

づく「大株主状況」をダウンロードし、青木の保有株式数が株主名簿上において 21,700

株であることを確認いたしました。 

なお、後日、株式名簿管理人より 12 月 4日作成の「株数順大株主名簿」を含む臨時株主

総会関係の報告書面原本が、12 月５日若しくは８日には到着し、内容を確認しておりま
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日 時 内 容 

す。 

12 月４日 

～12 月 29

日 

12 月４日付の「株数順大株主名簿」を確認した時点においても、結果的に適時開示を行

う判断がつかず、適時開示に係る提出が遅延いたしました。 

当社の株式に係る大量保有報告書については、今回の大量発行を行う前まで、青木の変

更報告以外では機関投資家から２件程提出されたことしかなく、一般的に、大株主の異

動については、大量保有報告書（変更報告書）が提出された上で、初めて当該事実を認

識して適時開示を行うものである（実際に過去の当該機関投資家の場合も大量保有報告

が提出されて初めて事実を認識した。）という誤った認識を持っていたということも、今

回の適時開示に係る情報開示が遅延した一因でもあると考えております。 

その後、韮澤氏経由にて再三事実関係の判明並びに原状回復を求めておりましたが、進

展が見られない状況が続いていたところ、平成 20 年 12 月中旬に当社の第 2四半期報告

書の提出遅延（平成 20 年 12 月４日提出）に係る金融商品取引法第 26 条に基づく報告書

の提出要請を近畿財務局から受け、数回のやり取りの後、平成 21 年１月８日に提出し、

また、２月 13 日付提出の臨時報告書（和解金の受領、同日「和解による訴訟の解決及び

特別利益の計上に関するお知らせ」を適時開示。）についても提出時期が遅れたことから、

ジャスダック証券取引所からも財務局からもご指摘をいただくようなことが続き、社内

の開示態勢が厳しく問われる状況にありました。 

12 月 30 日 第２回新株予約権の行使により 12 月 30 日現在において以下の通りとなりました。 

 発行済株式総数は 454,665 株であります。 

青木の保有株式割合は、仮に 41,700 株保有であったとしても 9.17％(21,700 株で算出す

ると 4.77％)となっておりました。 

12 月 31 日 

～１月 22

日 

韮澤氏経由にて、再三当該株式の売却についての事実関係の判明、並びに原状回復を求

めておりましたが、星野弁護士からは本件株式に係る対応の進捗が見られない状況が続

きました。 

平成 21 年 

１月 23 日 

当社監査役会から代表取締役及び取締役会宛に青木の変更報告書の未提出につき早急に

善処する旨の改善要望書の提出があり、この提出を機に会社としても早急に対応しよう

ということになりました。 

１月 25 日 

～２月 27

日 

当社監査役会からの改善要望書の対応については、当社の情報開示担当役員である常務

取締役経営管理本部長の三浦が中心となってその業務を執行し、その後の役員ミーティ

ングにおいても毎回その進捗について報告しておりましたが、本件株式については星野

弁護士に相談していると聞いてはいたものの回答がないことから、平成 21 年２月 18 日

に星野弁護士と青木の変更報告書の内容について初めて電話でやり取りを行い、２月 20

日には星野弁護士の事務所において本件の経緯等詳細の打合せを行い、２月 27 日の役員

ミーティングにおいて後日、近畿財務局（３月 12 日相談）、ジャスダック証券取引所（３

月 16 日相談）、当社顧問弁護士である稲田弁護士に相談の上、対外的に公表することを
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日 時 内 容 

決定しました。 

３月２日 

～ 

３月５日 

３月２日に当社顧問弁護士である稲田弁護士に相談した上で、３月５日に再度、星野弁

護士の事務所にて打ち合わせを行い、星野弁護士から近畿財務局へ変更報告書の記載内

容について確認した後、変更報告書案を持って次週に星野弁護士と三浦とが近畿財務局

への相談を行うことにいたしました。 

３月６日 星野弁護士より、青木の変更報告書につき、次のような見解である旨の連絡を受けまし

た。 

「斉須氏が本件株式を売却したことにより、青木が「処分」（金商法 27 条の 25I の「減

少」）したことになります。この場合、青木が斉須氏に対して当該株券を返還請求するこ

とが可能な法律関係にある場合には「処分」とはいえませんが、契約関係書類を見る限

り、青木は斉須氏に対して単に約束違反を理由に損害賠償請求することができるという

関係にしかなく、株券を返還請求することが可能な法律関係にはありません。」 

この連絡によって、青木は初めて斉須氏の売却行為が変更報告書にいう「処分」に該当

するとの認識を持つに至りました。 

３月 12 日 ３月 12 日に、近畿財務局へ星野弁護士の都合上次週の 18 日か 19 日に相談したい旨の電

話を入れましたが、大量保有報告関係の相談は EDINET 提出での 400 ページ以上にもわた

る操作ガイドがあるので電話対応のみであるという回答であったことから、その電話に

おいて本件の経緯を説明し、変更報告書の提出について確認したところ、星野弁護士よ

り確認の電話があったことと、記載内容については株券が動いていることから法的に減

少しており、前回から１％以上の変更があれば変更報告は必要であるという内容であり

ました。星野弁護士での事務の都合上、青木の変更報告書は３月 18 日の提出になるとの

ことから、３月 16 日か 17 日にジャスダック証券取引所へ相談に行き、ジャスダック証

券取引所での相談結果を踏まえた上で３月 18 日に提出を行うことにいたしました。 

３月 16 日 ジャスダック証券取引所へ本件株式の開示に関して相談いたしました。 

その結果、開示内容についてのやり取りの後、３月 17 日午前２時前に「主要株主である

筆頭株主の異動に関するお知らせ」適時開示を行いました。 

３月 18 日 当該売却方法等について斉須氏に対し、当社から星野弁護士等を通じその詳細を把握す

べく調査をいたしましたが、資料等の提供を受けるには至らず、当社において入手いた

しました株主名簿管理人の「証券代行 WEB システム」に基づく「所有株数移動調べ」に

よる青木の所有株式数の減少をもって、青木により、近畿財務局宛に変更報告書 No.17

から No.27 の合計 11 通を提出いたしました。 

当該変更報告書の内容につきましては、当社が株式会社ＶＴキャピタルとの金銭消費貸

借契約に基づく借入債務に対する担保として、平成 20 年６月 16 日に本件株式を担保提

供し、平成 20 年９月 16 日に本件株式が株式会社ＶＴキャピタルから斉須氏に貸し出さ

れましたが、その後、平成 20 年９月 30 日から 10 月 31 日に至るまで、斉須氏により、
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日 時 内 容 

計 15 回の名義書換が行われ、20,000 株が市場内において処分されたことを記載したも

のであります。 

３月 31 日 近畿財務局からの要請により、本件情報開示の遅延に関して青木より近畿財務局宛に「遅

延報告書」を提出いたしました。 

遅延報告書の内容につきましては、遅延に気付いた経緯として、平成 20 年 12 月 24 日開

催の臨時株主総会の基準日である平成20年11月７日の直後に株主名簿を閲覧した結果、

変更報告書 No.18 から No.27 に記載のとおり、斉須氏による当該株式の売却の事実に気

付いたものであること。また、遅延理由といたしましては、斉須氏に本件株式が貸株と

いう形で担保提供されましたが、斉須氏は当該株式を青木に返還するという約束であっ

たことから、当該貸株（担保提供行為）が変更報告書にいう「処分」に該当するという

認識はなく、斉須氏に対する株式の返還請求を行うことで「処分」という変更理由の発

生は回避される、即ち変更報告書の提出は回避されるという認識であったということで

あります。その後、平成 21 年 3月初旬に星野弁護士より「無断で処分されたが、当該法

律関係では金銭的に補填する方法により損害賠償できるという関係にしかなく、不本意

ながら金融商品取引法上は「処分」にあたる。」との回答を受けたため、青木が変更報告

書を提出するに至ったものであることを記載したものであります。 

４月２日 OVE 第２号投資事業組合より、本件株式 20,000 株について、青木へ返還(青木の証券口

座への振替)されました。 

※ この時点においては、青木の証券口座宛に当社株式 20,000 株が返還された  

ことを当社及び青木は認識しておりません。 

４月 21 日 ３月 17 日公表の「主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」の経過報告につい

て、「（経過報告）主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」を公表いたしま

した。 

４月 22 日 ４月 21 日公表の「（経過報告）主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」に引

き続き、経過報告として、「（経過報告②）主要株主である筆頭株主の異動に関するお

知らせ」を公表いたしました。内容といたしましては、本件事実が判明後、4 月 2 日付

で青木の証券口座宛に当社株式 20,000 株が返還されたことを確認したことを記載した

ものであります。 

② 本件株式の売却の経緯及び理由 

本件株式については、平成 20 年９月 16 日に本件株式の担保提供先である株式会社 VT キャ

ピタルから斉須氏に対し、斉須氏の当社に対する債権 50 百万円（平成 20 年９月５日発行の

当社第 1 回無担保社債の引受けによるもの）の担保見合いとして貸し出されていたところ、

斉須氏により売却されたものでありますが、その詳細資料の提出を斉須氏に求め確認した結

果、平成 20 年９月 22 日から 10 月 23 日の 17 日間で 19,200 株及び平成 20 年 12 月 11 日から
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12 月 30 日の 11 日間で 800 株の合計 28 日間にわたって 20,000 株が市場にて売却処分されて

いたことが判明いたしました。 

なお、平成 21 年３月 18 日に提出済みの青木の大量保有に係る変更報告書に記載の本件株

式の処分の日につきましては、当該提出日において当社が把握可能であった株主名簿管理人

の証券代行 WEB システムの「所有株数移動調べ」における名義書換の記録をもって記載した

ため、上記斉須氏が売却処分した日付とは違いが生じております。   

株主名簿管理人に確認したところ、証券代行 WEB システムの「所有株数移動調べ」におけ

る記録の方法は、本年に施行された株券電子化になる以前の場合は、期末に証券保管振替機

構から振り替えられるものと、株主名簿管理人に直接名義書換手続きを持ち込まれるものの

２通りがあって、直接持ち込めば株主名簿管理人の預った日が異動年月日として記録される

ということから、上記の違いに関しては、恐らく、本件株式の売却について斉須氏が株券現

物でもって証券会社経由で売却した後、これを購入した第三者が後日名義書換を行った結果、

名義書換の日と実際の売買の日とは違うのではないかということでありますが、名義書換を

行った者が誰なのか当社といたしましても引き続き詳細な調査を行い、判明次第適時開示を

行ってまいります。 

当社と斉須氏との間におきましては、上記の平成 20 年９月５日発行の当社第 1回無担保社

債の引受けが最初の取引でありましたが、その後、当社は平成 20 年９月９日に「第三者割当

による新株式及び第 1 回株式会社セイクレスト新株予約権の発行に関するお知らせ」を公表

し、OVE 第２号投資事業組合（以下、「OVE」といいます。）を割当先とする資金調達を計画い

たしました。 

平成 20 年９月９日付開催の取締役会において決議した「第三者割当による新株式及び第 1

回株式会社セイクレスト新株予約権」の発行については、新株式の発行価格及び新株予約権

の行使価額を決議前日のジャスダック証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の

90％である 2,210 円と決定しておりましたが、タイミング悪く翌週のリーマン・ショック直

後には 1,600 円台にまで株価が下落し、また、９月 18 日には当社が平成 20 年 10 月３日に開

催を予定していた臨時株主総会を中止する旨の開示を行うなど、当社の資金調達における環

境についての条件が整わず、当社の先行き自体に非常に不透明感を感じさせる状況となって

いました。 

このような状況の中、斉須氏は当社の時価総額についても、平成 20 年９月 22 日の時点で

当社の時価総額が約 115 百万円となっていた状況において、ジャスダック証券取引所におけ

る当社の「上場時価総額基準に定める期間の確定」に関するお知らせとして、時価総額が期

間内に５億円以上にならないときは上場廃止になるという情報も確認するなど、当社の今後

の展開に対して疑心暗鬼となり、このままでは上場廃止になるのではないかという不安に駆

られ、斉須氏が引受けた当社第 1 回無担保社債の償還期限が未到来で期限の利益を喪失して

いない状況であるにもかかわらず、様々な情報が交錯した中で斉須氏の上記のような当社に

対する認識の違いから、自らの担保権を実行する意図で本件株式を市場にて売却したもので



 9

あるということであります。 

「第三者割当による新株式及び第 1 回株式会社セイクレスト新株予約権」の払込日である

平成 20 年９月 25 日には、株価の下落により割当先から引受けが得られない状況であること

等を理由に、「第三者割当による新株式及び第 1回株式会社セイクレスト新株予約権」の発行

を中止し、同日、新たに新株式及び新株予約権の発行を決議いたしましたが、これについて

も第三者割当による新株式の発行については、払込期日の 10 月 14日に払込みがなく失権し、

斉須氏はより一層当社に対する不安を抱き、引き続き売却を行ったということであります。 

その後、斉須氏は当社に対して有していた債権につき、OVE に債権譲渡手続きを行いました

が、債権譲渡手続きを行った平成 20 年 10 月 23 日まで本件株式 19,200 株の売却を行い、そ

の後、債権譲渡により当社に対する債権もなくなったことから、平成 20 年 11 月５日に当社

第 3回無担保社債 32 百万円を新たに引受けた後、12 月に入ってから残りの 800 株を売却した

ものであります。 

  

（平成21年4月23日作成）
約定日 受渡日 株数 約定日 受渡日 株数
H20.9.22 H20.9.26 1,119 H20.10.20 H20.10.23 200
H20.9.24 H20.9.29 844 H20.10.22 H20.10.27 3,300
H20.9.25 H20.10.1 1,537 H20.10.23 H20.10.28 200
H20.9.26 H20.10.1 807 H20.12.11 H20.12.16 64
H20.9.29 H20.10.2 116 H20.12.12 H20.12.17 28
H20.10.2 H20.10.7 570 H20.12.15 H20.12.18 191
H20.10.3 H20.10.8 1,983 H20.12.16 H20.12.19 296
H20.10.6 H20.10.9 924 H20.12.17 H20.12.22 85
H20.10.7 H20.10.10 465 H20.12.18 H20.12.24 5
H20.10.9 H20.10.15 377 H20.12.22 H20.12.26 5
H20.10.10 H20.10.16 10 H20.12.25 H21.1.5 33
H20.10.14 H20.10.17 3,261 H20.12.26 H21.1.5 49
H20.10.15 H20.10.20 187 H20.12.29 H21.1.6 11
H20.10.17 H20.10.22 3,300 H20.12.30 H21.1.7 33

合計 20,000

- 斉須氏 株式売却状況一覧 -

 

 

２. 情報開示遅延の原因 

 当社は、情報開示遅延が発生した要因について、原因分析を行い、以下の原因により当該状況

が発生したと認識いたしました。 

 

① 割当先の選定方針についての認識不足及び割当先との連絡体制の不備等 

当社の従前の割当先選定方針につきましては、以下の３点の方針に基づいて割当先を選定

しておりました。 

(1) 当社の状況や資金調達目的・事業方針に理解を示していただいていること。 

(2) 長期保有を原則としていること。 

(3) 暴力団等反社会的勢力と関係している事実はないこと。 
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今般、当該情報開示遅延を引き起こした要因といたしましては、エクイティ・ファイナン

スを行う際の割当先選定の基本方針について、割当先の遵法意識や緊密な連絡体制の構築等

の観点からの検討が不十分であった事が挙げられます。また、当社の主要株主が保有する当

社株式を譲渡した場合における当該事実を直ちに把握するために必要な連絡体制が当社と主

要株主との間で構築されておらず、当社主要株主における保有株式の減少を確認した場合、

それを確認するための手順が欠落しておりました。その結果、本来であれば直ちに斉須氏（上

記Ⅰ経緯に記載）から、当社へ連絡を頂き、「主要株主の異動」に該当するかどうかの照会を

しなければならないところでしたが、主要株主との連絡体制を確立出来ていなかったことか

ら「主要株主の異動」に該当するかどうかの確認が遅れてしまい、正確な事実を把握するま

でに約４ヶ月もの時間を要することとなりました。 

 

② 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 

当社の適時開示体制は、決定事実については取締役会決議後、発生事実については発生を

認識した後直ちに、という大原則は持っていたものの、情報開示に係る情報の伝達及び、開

示の要否の決定フローについては、明確に定めておりませんでした。また、適時開示に係る

規程については、適時開示規程を平成 17 年４月１日に施行していたものの、具体的なマニュ

アル等を整備しておらず、実務作業をどのように行っていくかについては不十分であったも

のと考えております。このような適時開示体制の不備が、今回の適時開示規則違反の原因と

なったものと考えております。 

また、今回の適時開示規則違反の直接の原因となった、「主要株主の異動」に該当するか否

かの判断は、大量保有報告書の提出を基準に判断を行っておりました。本件開示につきまし

ても、上記青木の変更報告書の提出が先決であるという誤った認識により、本件に対する充

分な確認を行わなかったことが、情報開示遅延の要因となりました。 

 

③ コンプライアンス体制の不備 

当社は、平成 21 年１月 23 日に青木の大量保有報告書及び変更報告書について、当社監査

役会から改善要望書が提出されておりました。また、本件株式譲渡の経緯及び現状について、

ジャスダック証券取引所より報告及び開示を求められておりました。それにも係わらず、当

社におきましては、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）

からの指摘に対する対応につきまして、当社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重要性の理解が欠けており速やかに適切な対応

ができておりませんでした。 

 

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
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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。 

 

II  改善報告書記載の改善措置 

上記の経緯・原因分析をふまえ、上場企業として適切な企業運営を行うため、以下の改善措置

を行うことを平成 21 年５月８日提出の改善報告書に記載いたしました。 

 

１. 割当先選定方針についての認識不足及び割当先との連絡体制の不備等に係る改善措置 

① 割当先の選定方針の厳格化  

当社は、今後の経営状況において、新たなエクイティ・ファイナンスを行うことが必要とな

った場合の割当先選定の基本方針として、以下の条件に基づいた割当先の選定を行います。 

(1) 当社の状況や資金調達目的・事業方針に理解を示していただいていること。 

(2) 緊密な連絡体制が構築可能であること。 

（割当先と当社の間に第三者が介入する連絡体制の割当先についても割当先として選定し

ない。） 

(3) 高い遵法意識を有していること。 

(4) 法定開示事項及びジャスダック証券取引所規則全般を十分に理解していること。 

(5) 長期保有を原則としていること。 

(6) 株券貸借についての契約は行わないこと。 

(7) 暴力団等反社会的勢力と関係している事実はないこと。 

(8) 割当先の法人やファンド等の出資者のすべての属性を十分に把握できること。 

 

② OVE 第２号投資事業組合及び同組合からの譲渡先の開示書類の提出並びに情報開示の再徹 

  底 

当社は、平成 21 年 4 月 7日付に公表の「新株予約権の大量行使及び権利行使完了に関する

お知らせ」にてお知らせのとおり、平成 20 年 11 月 13 日に発行いたしました第 2回株式会社

セイクレスト新株予約権について、すべての権利行使が完了しておりますが、当社において

把握している大株主の異動につきましては、現時点ではすべて開示を行っております。 

平成 21 年 4 月 21 日付で公表いたしました経過報告において、当社において開示した大株

主の異動に係る大量保有報告書につき、一部提出がなされていない投資家が見受けられ、当

該投資家に対しては、割当先である OVE を通じて既に早急に対応願いたい旨の申し入れを行

っており、OVE からはすべて星野弁護士に委任済みであり書類が整い次第、提出するとの回答

を得たという報告をしておりました。 

その後、OVE 並びに OVE から譲渡を受けた投資家より委任を受けた星野弁護士へ直接確認し

たところ、OVE については大量保有報告書及び変更報告書を平成 21 年３月 11 日に提出以降、

財務局とのやり取りを行い、平成 21 年４月 16 日と 17 日には訂正報告書を提出し、OVE から
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譲渡を受けた投資家についても平成 21 年４月 30 日には４名の大量保有報告書を提出してい

るように、法定開示内容の詳細につき確認出来次第、開示すべき書類は開示していく予定で

あるということでありましたので、今後、順次開示されることを確信しております。 

また、今回、OVE から譲渡を受けた投資家で大量保有報告書等の書類の提出に慣れた方につ

いては、株式取得後すぐに大量保有報告書等を提出しておられますが、このような大量保有

報告書等の書類の提出に不慣れの方がおられたということも、今回の OVE から譲渡を受けた

投資家の法定開示書類の提出遅延につながったものと考えております。当社といたしまして

は、OVE 並びに OVE から譲渡を受けた投資家の未提出状況の早急な解消を引き続き OVE に対し

て要請するとともに、第２回株式会社セイクレスト新株予約権の行使後の当社株式の譲渡先

についても、判明次第直ちに情報開示を行ってまいります。 

 

２. 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措置 

① 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す。 

参 加 者 内    容 

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）。 

 

② 適切な適時開示体制の強化 

（迅速かつ適切な適時開示を行うための体制） 

(1) 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いきます。 

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す。 

ⅰ） 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。 
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ⅱ） 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まいります。 

 

ⅲ）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いきます。

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させてまいります。 

 

(2) 適時開示体制（決定事実、発生事実、決算情報、子会社） 

ⅰ） 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ） 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、

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

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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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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅲ） 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅳ） 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する。適時開

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

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

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

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
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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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 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まいります。 

業務の標準化のツールとしては、「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）」にもとづき、「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）」を活用しております。 

「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いたします。 

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

用してまいります。これらは、いずれも関連法令や情報開示の諸規則にもと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おります。 

情報開示に関する窓口の統一化により、ジャスダック証券取引所の要請に対して適切な対応が

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、

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

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
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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 

を行います。 

 

３. コンプライアンス体制の不備に係る改善措置 

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えてまいりたいと思います。 

また、今回の一連の資金調達及び本件提出遅延の大きな一因となっ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えてまいりたいと考えて

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ってまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参 加 者 内    容 

1. コンプライアンス研修会を実施する 

（毎月第４週目の金曜日に開催）。 

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 

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実施する（不定期）。 
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III 平成 21 年５月８日付改善報告書提出後の改善措置の実施・運用状況、及び平成 21 年 10 月

30 日付改善報告書にて一部改善措置の変更後の改善措置の実施・運用状況 

当社は、平成 21 年５月８日付の改善報告書提出以降において、平成 21 年７月 17 日付で株

式会社ハンバーストーンに対して、新株式及び第３回株式会社セイクレスト新株予約権を発行

いたしました。その後、当該新株予約権については、割当先であります株式会社ハンバースト

ーンによる株式譲渡報告の遅延及び株式売却等が判明する等、改善報告書に記載されている改

善措置に一部支障をきたす事象が発生いたしました。 

こういった状況下で、当社が平成 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、翌日の平成21 年

10 月２日まで情報開示が遅延したことを主因として、当社の内部管理体制及び適時開示体制の整

備・改善が行われていない状況であるとして、ジャスダック証券取引所より平成21 年10 月16 日

付で、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項の規定に基づき改善報告書の提出を求められ、その後平成21年 10月 30 日付で２回目

の改善報告書を提出しており、改善措置について適時開示体制等の一部変更を行っております。  

平成 21 年５月８日付改善報告書提出後の改善措置の実施・運用状況、及び平成 21 年 10 月

30 日付改善報告書にて一部改善措置の変更後の改善措置の実施・運用状況については以下のと

おりであります。 

 

１.平成 21 年 10 月 30 日付改善報告書にて改善措置の変更がなかったもの 

1.割当先選定方針についての認識不足及び割当先との連絡体制の不備等に係る改善策 

当社がエクイティ・ファイナンスを行うことが必要となった場合の割当先選定の基本方針

の改善状況については、平成 21 年５月８日の改善報告書の提出以降、改善措置に記載した改

善策を実施しており、運用状況に変更はありません。 

なお、改善が完了している事項と、割当先主体の発生事象により管理徹底に及んでいない

事項は以下のとおりであります。 

 

① 改善が完了している事項（割当先選定の基本方針） 

(1) 当社の状況や資金調達目的・事業方針に理解を示していただいていること。 

(2) 緊密な連絡体制が構築可能であること。 

（割当先と当社の間に第三者が介入する連絡体制の割当先についても割当先として選

定しない。） 

(3) 高い遵法意識を有していること。 

(4) 法定開示事項及びジャスダック証券取引所規則全般を十分に理解していること。 

(5) 株券貸借についての契約は行わないこと。 
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(6) 暴力団等反社会的勢力と関係している事実はないこと。 

(7) 割当先の法人やファンド等の出資者のすべての属性を十分に把握できること。 

⇒ 当社が平成 21 年７月 17 日に発行いたしました新株式及び第３回株式会社セイクレ

スト新株予約権につきましては、株式会社ハンバーストーンを割当先として選定し、

当該割当先選定にあっての基本方針として、上記の要件を充足していると判断したう

えで選定しております。ジャスダック証券取引所に対しては、割当先選定にあたって

当該要件を充足していることを証明するための証憑等を提出しております。 

また、当社は、平成 21 年９月７日公表の「第三者割当株式の譲渡に関する一連の経

緯について」に記載のとおり、平成 21 年７月 17 日発行の新株式について、譲渡報告

が一部遅延する等の状況が発生いたしました。当社といたしましては、当該状況は「緊

密な連絡体制が構築できていない」といった認識ではなく、平成 21 年６月 11 日の資

金調達に係る決議以降、株式会社ハンバーストーン内の事務作業人員の不足等を要因

とした運用面で両社の状況把握が出来ていない懸念が介在しているという認識であり

ましたが、現在は運用面においても、当社と株式会社ハンバーストーンは迅速な連絡

体制を構築しており、当該懸念は解消されていると認識しております。 

 

② 割当先主体の発生事象により管理徹底に及んでいない事項（割当先選定の基本方針） 

(1) 長期保有を原則としていること。 

⇒ 平成 21 年７月 17 日発行の新株式について、当社の割当先として選定した株式会社

ハンバーストーンが、発行した新株式の大部分を短期的に譲渡しており、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「長期保有の原則」を遵守

できていない状況であるというご指摘について、当社といたしましては、割当先が短

期的に株式を譲渡している事実については大変不本意なことであると考えておりま

す。 

しかしながら、平成 21 年７月 17 日付の新株式発行以前の当社の状況について、当

社は直近の資金繰りにおいて企業存続が危機的状況にあり、平成 21 年４月７日に有

限会社フクジュコーポレーションより 10,000 千円の借り入れを行い、同日付で当該

金銭債権 10,000 千円が株式会社フェニックスホールディングスへと債権譲渡され、

また、当該金銭債権 10,000 千円が平成 21 年６月 10 日に株式会社ハンバーストーン

へと債権譲渡されました。その後当社は、平成 21 年５月 26 日に 60,000 千円、平

成 21 年６月 10 日に 8,000 千円の合計 68,000 千円を、株式会社フェニックスホー

ルディングスより借り入れ、また、当該金銭債権 68,000 千円が平成 21 年６月 10 日

に株式会社ハンバーストーンへと債権譲渡されました。また、期日の到来している個

人の投資家である斉須繁雄氏より運転資金及び借入金の返済資金として借り入れた

当社に対する金銭債権 32,000 千円が、平成 21 年６月 10 日に株式会社ハンバース

トーンへと債権譲渡されました。このような状況の中、当社におきましては借入先の



 19

株式会社ハンバーストーンとの交渉を行い、株式会社ハンバーストーンへ譲渡された

合計 110,000 千円について株式会社ハンバーストーンを割当先とした現物出資（デ

ット・エクイティ・スワップ）による新株式の発行（第三者割当増資）により株式化

することで合意しており、割当先は長期保有を意図して今回の増資を引き受けたもの

の、引き受けた時点においては、既に当社に対する金銭債権が発生しておりました。

加えて、当該金銭債権に係る債権譲渡の対価については、当社株式によるものとする

債権譲渡者の強い要望があったことにより譲渡対価が当社株式となったことから、株

式会社ハンバーストーンは株式譲渡先に対して、当社の置かれている現状をよく説明

し、暫くは保有していただきたい旨の意図を伝えた上で株式の譲渡を行った経緯もあ

り、急遽割当先として引き受けた立場である株式会社ハンバーストーンとしては、今

回の譲渡手続きについては止むを得ない状況であったということも考えられます。 

株式会社ハンバーストーンにおける、金銭債権を現物出資する方法（デット・エク

イティ・スワップ）に係る株式譲渡については、割当先から株式譲渡先に対してあら

かじめ当社の置かれている現状をよく説明し、暫くは保有していただきたい旨の意図

を伝えた上での市場外での譲渡であるため、短期売買という認識ではなかったという

株式会社ハンバーストーンの主張も理解できますが、譲渡先が既に一部の株式を売却

していることから、結果的に短期売却に繋がったことは否めないことであります。 

また、金銭債権を現物出資する方法（デット・エクイティ・スワップ）以外の株式

の一部を短期的に譲渡している状況については、割当先が当社に資金を注入する際に

資金を捻出する手法の一つである割当先及び支援先が保有する株式会社ゼクスの株

式を利用した金融クロスの手法について、当該手法は該当する銘柄の株価維持が大前

提として成り立つ手法であり、当該銘柄の株価の状況について、当初計画に比して大

幅な支障が生じる等、資金計画上の不測の事態が発生したことが原因であること、ま

た、現状の当社の財務状況や不動産市況等を鑑みると、平成 21 年７月 17 日発行の新

株式の大半を譲渡している状況については、あくまで想定外の事態に起因した例外的

な株式譲渡であり、当社が関知できない事態であったこともあり、改善報告書に記載

している「長期保有の原則」の例外的な取り扱いであると当社では認識しております

が、今後はこのような事態が二度と発生しないよう割当先に対して説明してまいりま

す。 

しかしながら、当社が今後エクイティファイナンスを検討する上において、割当先

選定における基本方針の要件として掲げております「長期保有の原則」については、

当社の経営状況及び当社が現在上場廃止基準の猶予期間である現状、並びに割当先主

体の発生事象により管理徹底に及んでいない状況を鑑みると、現状では当該要件を達

成できる割当先を選定することは至難の業である状況等を総合的に勘案し、割当先を

選定の際には短期間で売却することのないよう十分に説明し理解していただく方針

といたします。 
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こういった方針のもと、当社が平成 21 年 11 月９日公表の「第３回株式会社セイク

レスト新株予約権の譲渡及び当該新株予約権の大量行使に関するお知らせ」に記載の

とおり、第３回株式会社セイクレスト新株予約権の譲渡先である株式会社フォーティ

ーワンに対しては、当社が昨年来より割当先として選定した OVE 第２号投資事業組合

及び株式会社ハンバーストーンが数日から数週間程度で売却もしくは第三者へ株式

譲渡されている状況等を勘案し、株式保有にあたっては長期保有が原則であり、これ

までの様に短期間で売却することのないよう当社から株式会社フォーティーワンへ

十分に説明したうえで、株式会社ハンバーストーンから株式会社フォーティーワンへ

当該新株予約権が譲渡されました。 

 

(2) OVE 第２号投資事業組合及び同組合からの譲渡先の開示書類の提出並びに情報開示の 

再徹底 

    ⇒ 第２回株式会社セイクレスト新株予約権に係るOVE第２号投資事業組合並びにOVE

第２号投資事業組合から譲渡を受けた投資家の法定書類等の未提出状況の早急な解

消を引き続き OVE 第２号投資事業組合に対して要請するとともに、第２回株式会社セ

イクレスト新株予約権の行使後の当社株式の譲渡先についても、判明次第直ちに情報

開示を行っていくこととしておりました。  

当社は、平成 21 年５月８日に株式会社ジャスダック証券取引所へ提出した改善報

告書に記載の調査中としている当該調査内容について、平成 21 年７月８日公表の

「（経過報告）第２回株式会社セイクレスト新株予約権の行使により発行した株式の

譲渡先等に関する報告について」及び平成 21 年７月 14 日公表の「（経過報告）第２

回株式会社セイクレスト新株予約権の行使により発行した株式の譲渡先等に関する

報告についての一部訂正について」にて判明した事項をお知らせしております。 

また、平成 21 年９月 16 日公表の「当社代表取締役の「大量保有報告書」に係る変

更報告書等の提出に関するお知らせ」にて公表のとおり、当社が平成 21 年７月８日

に公表の「（経過報告）第２回株式会社セイクレスト新株予約権の行使により発行し

た株式の譲渡先等に関する報告について」にてお知らせいたしました、青木の大量保

有に係る変更報告書の提出状況につきまして、当社は青木保有の本件株式の処分につ

いては、斉須氏より入手した証券会社の売却資料における株式売買の約定日をもって、

当該「処分」の日と考えるのが相当であると判断し、平成 21 年３月 18 日に提出した

青木の大量保有に係る変更報告書の訂正報告書の作成を青木が委託している弁護士

へ依頼している状況でありましたが、平成 21 年９月 16 日付で近畿財務局に当該変更

報告書及び訂正報告書を提出しております。 
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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。 

改善状況については、平成 21 年５月８日の改善報告書の提出以降、改善措置に記

載した改善策を実施しており、運用状況に変更はありません。平成 21 年５月８日か

ら平成 21 年 11 月 20 日までにおける研修の実施内容は、以下のとおりであります。 

 

【研修の実施内容】 

■ 社内研修（平成 21 年５月８日～平成 21 年 11 月 20 日） 

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 
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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 

平成 21 年 10 月 23 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 

反社会的勢力とコンプライアンス 

１．企業を取り巻く反社会的勢力（暴力団、総会

屋等） 

２．反社会的勢力の検挙状況 

３．被害を防止する為の指針 

４．相談状況 

５．関係法令（暴対法、刑法、会社法等） 

６．対応シミュレーション 

CSR 本部 

 

■ 専門家による研修（平成 21 年５月８日～平成 21 年 11 月 20 日） 

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.平成 21 年 10 月 30 日付改善報告書にて一部改善措置の変更があったもの 

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 

① 情報開示に対する社員の意識向上 

当社は、平成 21 年５月８日付「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

おりました。 

しかしながら、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、平成 21 年 10 月 30 日付「改善報告書」にて社内開示検討委員

会を新設いたしました。同委員会は、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しております。 

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
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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おりま

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っております。 

なお、平成 21 年５月８日から平成 21 年 10 月 30 日までの当該改善措置の実施・運用状況、並

びに平成 21 年 10 月 30 日付で一部変更した箇所は、以下のとおりであります。 

 

【研修の実施内容（平成 21 年５月８日～平成 21 年 10 月 30 日）】 

■ 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

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 

情報開示担当役員
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・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 

 

【研修の実施内容 変更後＿（平成 21 年 11 月１日以降）】 

■ 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 

（平成 21 年 10 月 30 日以前の研修内容） 

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）。 

 

■ 社内研修 

実 施 日 参 加 者 実 施 概 要 講   師 

平成 21 年 11 月６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

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 
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■ 社内開示検討委員会研修 

実 施 日 参 加 者 実 施 概 要 講   師 

平成 21 年 11 月 27 日 

（予定） 

経理・財務チーム 2名

人事・総務チーム 1名

広報・ＩＲチーム 1名

内部監査室    1 名

情報開示担当役員 

1.金融商品取引法に関する政省令・内閣府令案の

直近の改正点と実務対応について 

2.会社法及び証券取引所規則の総合的理解と直

近の改正点について 

外部アドバイザリ

ースタッフ 

 

② 適切な適時開示体制の強化 

当社は、平成 21 年５月８日に提出の「改善報告書」に記載の、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、平成 21 年 10 月 30 日付「改善報告書」提出に係る状況

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。 

平成 21 年 10 月 30 日付「改善報告書」提出に係る状況において、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、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いたしま

した。 

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

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しておりま

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した（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した。加えて、当
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該適時開示フローを構築・運用していく中で、万が一適時開示の要否の判断がつかない場合にお

いては、ジャスダック証券取引所へ事前に相談等を行うことで情報開示の遅延防止に努めます。

また、当社の開示担当者が不在の場合においても、他のスタッフでフォロー等を行い、突発的な

情報開示案件に対しても適切に対応してまいります。 

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、今後において、平成 21 年 10

月 30 日付「改善報告書」提出に係る同様の事態は発生しなくなるものと当社では判断いたしま

した。 

なお、平成 21 年５月８日から平成 21 年 10 月 30 日までの適時開示に係るフロー、並びに平成

21 年 10 月 30 日付で一部変更後の適時開示に係るフローは、以下のとおりであります。 

 

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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【フロー図（変更後）】（平成 21 年 11 月１日以降） 

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。 

 

【フロー図（変更前）】（平成 21 年５月８日～平成 21 年 10 月 30 日） 

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。  

 

【フロー図（変更後）】（平成 21 年 11 月１日以降） 

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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【フロー図（変更前）】（平成 21 年５月８日～平成 21 年 10 月 30 日） 

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。 

 

【フロー図（変更後）】（平成 21 年 11 月１日以降） 

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。 

 

【フロー図（変更前）】（平成 21 年５月８日～平成 21 年 10 月 30 日） 

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
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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。 

 

【フロー図（変更後）】（平成 21 年 11 月１日以降） 

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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【フロー図（変更前）】（平成 21 年５月８日～平成 21 年 10 月 30 日） 

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
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Ⅳ スケジュール及び適正な情報開示に関する今後の課題 

１.改善報告書記載の改善スケジュールと実施状況 

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

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 通知

2 日次業務フロー（修正決定） 修正・決定

3 株式事務の管理担当者選任 選任

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

2 開示フロー各部門、子会社への示達 示達

3 決算に係る適時開示シート作成、運用 作成

4 情報管理責任者の任命 任命

5 社内開示検討委員会　メンバーの任命 任命

6 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実施

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実施する

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

改訂・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

実施

月1回実施 月1回実施 月1回実施

月1回実施

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

運用実施

月1回実施

月1回実施

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

月1回実施

月1回実施

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

月1回実施

月1回実施

監査実施

修正・運用

修正・運用

修正・運用

運用

運用

運用

運用

運用

運用

運用

運用

運用

月1回実施

月1回実施

月1回実施

 

 

２.改善報告書提出後の新しい取組み 

当社は、上述のとおり、平成 21 年 10 月 30 日付で２回目の改善報告書を提出しており、平

成 21 年５月８日付提出の改善報告書に記載しております内容を一部変更し、既に今月より新

しい取り組みを実施しております。詳細につきましては、P22～P31 記載の「Ⅲ２.平成 21 年

10 月 30 日付改善報告書にて一部改善措置の変更があったもの」をご確認ください。 
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３.今後半年間において実施する施策及びスケジュール 

当社は、平成 21 年５月８日付提出「改善報告書」、並びに平成 21 年 10 月 30 日付提出「改

善報告書」で一部追加・修正いたしました適時開示に係る内部管理体制及び適時開示体制の整

備状況について、今後も通常業務においての運用を継続し、より正確且つ迅速な適時開示体制

を構築してまいります。今後の実施スケジュールは以下のとおりであります。 

12月 1月 2月 3月 4月 5月

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

2 開示フロー各部門、子会社への示達

3 決算に係る適時開示シート作成、運用

4 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実施

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実施する

2

改善項目NO

1

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

改訂・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

月1回実施 月1回実施

月1回実施

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

月1回実施

月1回実施

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

月1回実施

月1回実施

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

月1回実施

月1回実施

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

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

月1回実施

月1回実施

月1回実施

月1回実施

不定期に実
施

不定期に実
施

不定期に実
施

不定期に実
施

不定期に実
施

不定期に実
施  

                                     

 以   上 


