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平成 23 年 8 月 16 日 

各  位 

 

会社名  株式会社 ECI 

代表者名 代表取締役社長 CEO 小野 稔 

（コード番号 4567 名証セントレックス） 

問合せ先 専務取締役経営管理部長 角 政樹 

電話番号 044-201-8461 

 

 

 

 

名古屋証券取引所への「改善報告書」提出のお知らせ 

 

 

当社は、平成 23 年 8 月 2 日付で株式会社名古屋証券取引所より、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 48 条第 1 項第 1 号に基づき、その経緯及

び改善措置を記載した改善報告書の提出を求められておりましたが、本日別紙のとおり

提出いたしましたので、お知らせいたします。 

当社は、改善報告書に記載した再発防止策を当社全職員が一丸となって確実に実行し

ていく所存でございます。 

 今後とも当社をご支援下さりますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

以 上 

別添書類：改善報告書 



改善報告書

平成� 23年� 8月� 16日

株式会社名古屋証券取引所

代 表 取 締役社長畔柳昇殿

このたび、 平成� 23年� 6月� 15日付『当社に対する訴訟の提起及び和解による当該訴訟の解

決についてのお知らせ」の開示において、当社が、東京都目黒区の青葉台オフィスとして

賃借していました、住友不動産株式会社(以下、 「住友不動産J と~ \~、ます)より、平成 23

年� 3月� 29日付で東京地方裁判所にて、訴訟の提起を受け、また、同年� 5月� 31日付けて"原

告との聞で和解が成立した旨をお知らせいたしました。 しかし、この件に関し、これらの

事象は確認できた時点で速やかに開示するものであり、適時開示を適切に行うための体制

における重大な不備に起因して発生したものとの指摘を受けたため、適時開示等に関する

規則第� 48条第� 3項の規程に基づき、その経緯及び改善指置を記載した改善報告書をここに

提出いたします。

1.経緯(住友不動産よりの提訴、和解の背景)

①賃料未払いの発生

当社においては多額の研究開発投資が先行し、研究協力金ならびに細胞!liIJ態解析装置の販

売による収入では、研究開発費及び運転資金を賄うことができない状況が続いております。

この影響を受け住友不動産より賃貸しておりました、旧本社の家賃の未払いが昨年� 8月分

より発生、その後同年� 10月に� 1ヶ月分を支払った後、支払は途絶えたままとなりました。

弊社としましては支払を行うべく、現在米国の米国食品医薬品局より新薬治験開始届けの

承認を得て慎重に第� I相臨床試験中の癌治療薬� rECI301Jのライセンス契約を含む業務提

携契約を、中国と韓国の製薬会社と締結し、その契約代金等を支払いに回すべく努力して

きましたが、諸事情によりその契約金の入金が遅れ、賃料の支払を行うことが出来ており

ません。家賃滞納状況については、住友不動産の窓口となっている情報取扱責任者(経理

部長)から未払い賃金が発生する度にその金額について取締役経営管理部長と代表取締役

社長� CEOに対して状況報告がなされていましたが、中国からの入金があり次第支払うとい

う事で、取締役会においても議題として取り上げられることなどはなく、当社にとって特

に大きな問題としては促えていませんでした。� 
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@賃貸借契約の解除

上記状況を経て、平成� 22年� 12月� 3S付けで繋貸鵠契約の解除通知を受領しました。その

後当社は、賃貸人である住友不動産に対して協議を申し入れ、経需を解揺して契約解捺を

撤回してもらうべく努めてまいりましたが、思うような入金がなく、延滞の解語や契約解

除の撤回は実現しませんでした。

一方、住友不動産の担当者からは、滞納分が解消さえすればいつでも契約解除は諮り語せ

ると聞いていたため、当社は一時金の入金等により権実に滞納分を一掃できると考えてい

ました。

窃訴訟の提起

手或� 23年� 4J=I15 S'こ住友不動産の閣当者より当 して訴訟手続きを進めている旨の

連諮メールを積報取設費任者(経理部長) し、これを取締役経営管理部長、代表取

議役社長� CEO、議議役事業本部長の取締役3 と常勤監査役に報告しましたが、情報取扱

糞任者〈経理部長〉き はとらえておらず、この報告を受けた取締

役全員と常勤監査役もとりあ とうと言う事になり、具体的な対応

策はとられませんでした。

平成� 23年� 4月� 26 S， しがつかなかったことから、平成� 23年� 3

月� 29日付けで住友不動産より物件の暁 しと、謀総安料、違約金及び支払期日経過哉の

延滞利息等の支払を求めて、 を提慈した旨の訴状を受領いたしまし

た。この件に関 さからタイムヲーな開示を逸していました。

[当該訴訟による当社に対する

(1)賃貸物件 ヒワレ)の平期明渡し� 

(2) ~制約賃料と 162悶.万円� <5月末明渡しの前提>)と延;苦手Ij息の支払い

-訴状受領時の情報取扱寅任者の判断

訴状を皆吉管理部が受領した段階で、取締役経営管理部長から代表取締役社長� CEO、取

締設事業本部長、鵠報取扱爽任者(経理部長)および常勤監査役に対してそ

がなさI1，事懇が深刻記しているとの認識がなされました。しかしながら、短期間で解決

可能と考えていたため、?吉報取扱責任者として適時開示するまでには判断が宝りませんで

した。

-受領時の社内における

{口頭にて鶴1I1Jに〉一→代表取締役社長 CEO、

報取扱責任者(経理部長)、常勤監査投・・・以上受韻当日� 
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-受領時の取締役の判断

取締役経営管理部長が代表取締役社長 CEOと取締役事業本部長の 2名と協議して弁護士

に相談して対応することを決定、平成 23年 4月 28日に、元顧問法律事務所である三宅・

山崎法律事務所の山谷弁護士を訪問し、被告代理人を依頼して引受けてもらいました。

・この時の取締役の判断と適時開示が行われなかった理由

取締役全員で訴状の内容を分析して検討した結果、 5月 31日までの短期間で住友不動産

と和解する方針を決定したこと、山谷弁護士からも和解は十分可能であるとの見解を得た

こと、約 10カ月分の保証金があること、中国・韓国からの一時金の入金手続きを進めてお

りこの入金をもって和解金の支払いに充当できると考えていたこと、により情報取扱責任

者(経理部長)、代表取締役社長 CEO、取締役経営管理部長、取締役事業本部長の間で事態

はこれ以上悪化しないであろうと判断し、適時開示についてはその必要性はないと思い込

み、行いませんでした。

④和解

当社は山谷弁護士を通じて当該訴訟の早期解決に努めた結果、平成 23年 5月 31日付けで

原告との間で下記内容にて和解が成立いたしました。

[和解の内容] 

(1)和解成立日: 平成 23年 5月 31日 

(2)和解の概要: 

a.当社は賃貸物件を平成 23年 6月末までに明け渡す(原状回復工事未着手のままにて) 

b.当社は 6月末までに 7.000万円を原告に支払う 

C.当社は 8月末までに 2.148万円を原告に支払う 

d.原状回復工事は賃貸人相.IJで実施するが、その費用は当社の負担とし、当社が敷金とし

て差し入れている差入保証金 6，587万円から充当することとし、なお残額がある場合

には、本訴訟の解決金として原告が受領する

-和解成立時の情報取扱責任者の判断

期末までの短期間で解決し、業績に与える影響も大きくはないと考え、和解についても

適時開示の必要性を考慮するには思い至りませんでした。

-和解成立時の社内情報連絡経路

山谷弁護士→取締役経営管理部長→代表取締役社長 CEO、情報取扱責任者(経理部長)

(当日)→取締役事業本部長、常勤監査役(数日後)

-和解成立時の各取締役の判断

代表取締役社長 CEOと取締役経営管理部長は、和解の成立と中国・韓国からの入金によ 
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り和解金が支払われればこの件は解決との認識によりこれ以上の新たな対応は不要と考

えていました。また取締役事業本部長は代表取締役社長 CEOと取締役経営管理部長の判

断を受けて特に新たな対応は考慮、していませんでした。

-適時開示がおこなわれなかったこと

以上のように情報取扱責任者(経理部長)、 3名の取締役がこれにてこの件は解決との判

断により、適時開示の必要性については思い浮かばず、これを実施しませんでした。

⑤適時開示実施の経緯

平成 23年 6月 13日、住友不動産との和解についての会計処理について情報取扱責任者

(経理部長)が当社の監査法人元和に相談したところ、訴訟を提起されたことと、和解が

成立したことに関しては適時開示事項に該当するのではなし、かと指摘され、名古屋証券取

引所に照会したところ、名古屋証券取引所から適時開示事項であるので速やかに開示する

ようご指導いただきました。この結果、翌日日のリリースを目指してドラフトの作成に着

手しました。

その後適時開示の記載内容に手間取り、最終原稿の作成が遅れ、平成 23年 6月 15日に

適時開示を行いました。

@第 2四半期、第 3四半期報告書の訂正経緯と訂正内容

-経緯

当社は、平成 22年 12月 3日に家賃及び共益費の滞納により、住友不動産から賃借してい

る本社社屋の賃貸借契約を解除された事実を、未払い家賃を解消すれば賃貸契約の解除は

取り消すとの住友不動産の担当者から連絡を受けていたため、会計監査人である監査法人

元和からの質問等に対して、告知していませんでしたが、平成 23年 6月には会計処理の必

要上から当該事実を告知し、監査法人元和と対応を協議した結果、四半期報告書の訂正を

行こうことといたしました。

-訂正事項及び訂正内容

訂正事項

第一部企業情報

第 5 経理の状況

(重要な後発事象)

訂正内容

(訂正前) 
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該当事項はありません。

(訂正後)

当社は、� 2010年� 12月� 3日付で、家賃及び共益費の滞納により、住友不動産株式会社か

ら賃借している本社社屋(東京都目黒区青葉台� 4千� 7青葉台ヒルス守� 3F)の賃貸借契約を解除

されました。

当社は、家賃及び共益費の滞納分を早期に支払うことにより、賃貸借契約の解除を撤回

及び本社社屋の継続使用を図れるよう協議中でありますが、今後の協議の進展如何では違

約金� 62，192千円及びその他の損害金、さらに本社社屋を退去することになった場合には原

状回復費用等が発生する恐れがあります。

第� 3四半期報告書を訂正することとなった経緯及び訂正内容

.経緯

第� 2四半期報告書における経緯と同様です。

平成� 23年� 5月期第 3四半期決算の訂正内容


(単位:千円)


連結

訂正前 訂正後 影響額

売上高� 55，744 55，744 

営業利益� -475，511 475，511 

経常利益� -475，579 -475，579 

四半期純利益� -476，704 633，131 -156，426 

総資産� 276，658 210，629 66，029 

純資産� 282，040 -438，467 -156，426 

訂正内容(要約)

四半期連結損益計算書関係の注記事項で 第� 3四半期連結累計期間及び第 3四半期連結

会計期間ともに以下の記載内容を追加しております。

当社は平成� 23年� 5月中での本社移転を予定しており、本杜移転に伴う損失額を合理的

に見積もり、本社移転費用引当金繰入として計上しております。内訳は次のとおりであ

ります。

固定資産除却損 16，933千円� 

違約金 62，192千円� 

使用損害金 31，791千円� 

遅延損害金� 5，509千円
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原状回復費用 30，000 


移転費用 10，000千円
 

合計� 156，426千円

なお、上記の結果、第� 3四半期鼎計期� 3四半期連結会計期需損益計算

ともに現金等調整前四半期純損失額が訂正前に対し� 156，426千円増加しております。� 

o現在の和解金の支払い状況

和解条件

・6見� 30!3までに和解金 7，000万円を支払う


ー� 8Ji31 !3までに和解金 2，148万円を支払う


これに対して、中菌・韓国からの入金の逆説などlこより必要資金手当てが付かず、� 6月� 

30 !3までに支払う予定の和解金 7，000万丹については、平成� 23年� 7月� 4日に� 1，500万円

を支払った後、先方との話し合いにより、� 8月第4遡までに� 1，000万円、� 9月� 30日までに� 

4，500万円を支払う事にf 148J:.りました。なお、� 8月� 31!3までに支払う予定の和解金 2，� 

円は当初予定のとおり変更はあり� 

2. 問題点

住友不動産が当社に対 した欝、� IR責在者{害報耳支援実任者〈経理部長))

は適時開示について、和解の平期成立と中層・韓国からのー持金の入金などにより和解金

の支払いの目処がつきそうなこと、業績への影響も最小鰻に持えられそうなこと、などに

より開示の!必要尽性はないと勝手に判断してしまいました。

経常管理部で訴状を受領した時点で、情報取扱責任者、取締役経営管理部長、代表取締

投社長CEOのいずれもが事館はこれ以上深刻化する可能性は低いとの認識で一致し

さらにこの後弁護士を鴻じて先方と披触した結果、和解の可能性が十分あることがわかり、

適時開示に対して こすにはヨまりませんでした。

和解の成立時点 も、和解金の支払いについては中国・韓国から

可能と判断し、 う事で事態の幕引きをはかろうと考え、適時開示

泣患い翠り

~社におし 関L-、窓口である情報取扱責任者の一次判断が重興視され、
》齢


」
 いと、それ以降の取締役および、監査役に護る

しごとう体寄せになっていたと認めざるを得ません。適時間

認、識の甘さとf町二グレ}ゾーンの可龍性がある場合iこi士、適時開示規則

不明な点がある場合;こは必ず内外関連部署iこ開示の要否を問い合わせて相談寸るという� 

w とが今回の事慈を結く結果に至ったと反省、しており仇� 7 
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また、情報取扱責任者からの報告を受けて判断すべき経営陣及び常勤監査役の適時開示

に対する理解が不十分で、適時開示の意義、制度の基本理念への理解が欠けており、適時

開示への取組姿勢や意識が消極的で、あったことから、情報取扱責任者が誤った判断を下し

ているにもかかわらず、誰もそれを矯正することができませんでした。

情報取扱責任者の誤った判断を矯正すべきタイミングとしましては、もし、取締役及び

常勤監査役の適時開示に対する理解が十分、かつ、適時開示への取組姿勢や意識が積極的

で、あったなら、取締役及び常勤監査役への報告時に、本件に関して適時開示が必要と気付

くことは可能で、あったと考えられます。

今回の開示遅延は、情報取扱責任者及び取締役全員の適時開示に対する認識の甘さ、開

示業務において情報取扱責任者への依存度が高く、その仕組み上チェック機能が存在しな

かった点、内外関連部署に対する照会努力不足といった適時開示を適切に行うための体制

が整備されていなかったことから発生してしまったと考えられます。

また社内に設置している内部監査室(取締役経営管理部長と経営管理部員の2名)は本来

適時開示体制が適切に機能しているか否かについて監査すべき役割を担っていますが、内

部監査実施時点で十分な検証は行われていませんでした。

今後は、関係者全員の適時開示規則に対する認識を高めると同時に、疑うべくは必ず内

外関連部署に連絡してそのアドバイスを得る、ということを基本姿勢にして適切な適時開

示が行われるように改めます。� 

3. 改善措置


今後当社は、再発防止のため以下の具体的対応策を採ってまいります。
 

a. 1 R責任者(情報取扱責任者(経理部長))は、上場企業として有価証券の投資判断に

重要な影響を与える会社の業務・運営・業績に関する情報を適時・適切に投資者に開示

するということを心掛けるようにします。さらに、適時開示要件に該当するか否かの判

断に迷った際には必ず関連部署に連絡してアドバイスを求めるようにして、開示漏れを

防ぐように心掛けます。具体的には、以上の適時開示に対する基本姿勢を踏まえ、事業

担当部門長、情報取扱責任者、情報取扱副責任者及び取締役会の各段階において、適時

開示の要否・内容を意識的にチェックすることを目的とした適時開示シートを作成し、

全社的に運用を徹底することにより閣示漏れを防止致します。� 

b.適時開示の実効性を確保するため 代表取締役専務CFO(経営管理部長)を情報取扱責

任者、代表取締役社長CEOを情報取扱副責任者とし、経営管理部員の� 2名がこれを補佐

して随時、適時開示を促させる組織体制とします。

適時開示業務フローを「発生事実JI決定事実JI決算情報」に3つに分けて整備し対応し

ます。

発生事実:今回の提訴のように当社の経営状況に影響を与える事態が生じた場合、情報� 
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取扱責任者が適時開示規則を態会、 アドバイスを

求め、開示の要否を判断した上で、 と協議します。開示す

る場合は、代表取締役社長CEO協議、 、講報室支援責{壬

者が開示します。

決定事実:契約の締結等当社の経営戦略に影響を与える について取締設会等に付議

される場合、情報取扱責任者が繭時開示規則 、必嬰な場合は外部宥議

者にアドバイスを求め、開示の要否を判断 、最報取識語IJ寅長者と協

議します。取締役会等で開ポすべき� された場合、代表耳元締設社長

CEO協議、取締役会求認、を純た上で、情報取級責任者が開示します。

決算棲報:決算情報は、適持開示の必須事項で、あるため、経理部門長が監査法人に開示

内容を相談し、この結果を情報取扱資任者が情報取扱副責任者と協議します。

その後、代表敬締設校長CEO協議、取締役会主主認を経た上で、開示します。

最報車設費{壬者はそ るかどうかについて適時開示規則を副責

任者と協議しさらにその斡艶に諮っ 名言屋証券敢引所に照会してその指導を

抑ぐようにします。これと も必ずその情報を伝えて、その判断を� 

求めるようにしま-90

*添付→ f適時開示体制ブロ

C.適時開示の実効性を確保するため、常勤監査設は遣時開示iこ関むる官報取扱費任者と静j

責任者の業務執行の監査を徹戒することとします。

この件に関し、監査役(会)としては平成23年9月より各月第3火曜ヨ需鑑の定時監査

役会にて前月の情報開ボチぉツクシ…トを確認し、適時開示内容が適切に開示されてい

るかの確認、を行います。この織認をと有効化させるには各担当部署の適時開示チェツクシ

ートの漏れなさ活用が大前提となるため、平成23年9丹より毎週適時開示チェツクシー

トの記載状抗の擁認、も行っていきます。

*器付→?対話時開ボシ…ト� J 

d.経営陣{車競役及び臆査役) が適時開示規則について学習し理解を深めることとし

ます。そのため として、今後� 5ヶ月間、� 8月22日より毎週月曜日� (8: 30 

からお分間報茂L を含む取締役全員と常勤監査役、経営管理部社員

樟成する を開催し研舗を積みます。

教 材: 上場有様証券の発行者の会社電報の適時間ポ等に関する規則� 

i議持関手ガイドブック� 
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レポーター: 輪番制

勉強会の進め方: レポーターを中心としたフリー・ディスカッション

*添付→「適時開示勉強会スケジュール表」� 

e. 内部監査室が実施している業務監査において、適時開示体制が十分機能しているか否か

について平成23年9月より実施する計画であり、法令に基づいて業務を行っている部署

(主に経営管理部)については、適時開示チェツクシートの確認を始め、適時開示業務

が適時開示業務フローどおり運用されているかを確認します。

f.情報取扱責任者、情報取扱副責任者、常勤監査役、経営管理部員によって構成されるコ

ンブライアンス・リスク管理委員会は、� 2カ月� lこ1回開催し、法令順守状況を中心に会社

運営の適正性について検証を行っていますが、今後適時開示体制についても開催毎に適

宜聞き取り調査によって検証を行うように改めてし、く計画です。� 

4.社内関係者の処分について

今回の適時開示の不備に加えて、業績の低迷、契約交渉の不備などを招いたことから、

経営陣の入れ替えを実施し、月額役員報酬の返納を予定しております。経営陣の入れ替え

につきましては8月10日に行った適時開示の通りですが、月額役員報酬の返納についても追

って別途開示する予定です。なお、平成22年8月から役員報酬は未払いとなっておりますの

で、実際の返納につきましては未払金の解消ができ、役員報酬の支払いが再開された際に

実施することとします。� 

5.改善・再発防止策の実施スケジュール


改善・再発防止策について、以下のスケジュールにて、実施してまいります。


項目� 8月� 9月� 10月� 11月� 12月� 1月� 2月� 3月~

卜適時開……よる運用

規定整備 一惨


周知 一惨


運用
 " 
ト及び� a~ l~fÞf，業務…改善c. 1lW 
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--J砂

期知 一+

.. 


①窃� 

@Gじ� 

@@  

合命� 

@@  

0砂� 

⑬ 

適時間話業務の検証� O O O O 

i臨時開示業務の検証 O O 

このたび培、株主の皆諜に多大なるご心配をおかけしましたととにつし は深く反省して

ります。今後はこのよう と繰り返さぬよう、上記の 的擁に実施

るよう務め、苦惑から め全力を尽くしてまいる所蒋であり求す。� 

以
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適 時 開 示 体 制 フ ロ ー(発生事実）

事業担当部門長

IR担当取締役

（情報管理責任者）

社長

（情報管理副責任者）

弁護士、監査法人、

名古屋証券取引所、

関東財務局等

取締役会

開示の

必要なし

適時開示

IR担当取締役

（情報管理責任者）

Ⅰ.開示文書受付、開示の要否判断後、共有

Ⅱ外部に開示の要否参照後、社長と協議

Ⅲ.開示を要する場合、ドラフト作成

Ⅳ.開示資料作成・説明、開示決議

Ⅴ..開示資料最終確認



適 時 開 示 体 制 フ ロ ー(決定事実）

事業担当部門長

IR担当取締役

（情報管理責任者）

社長

（情報管理副責任者）

弁護士、監査法人、

名古屋証券取引所、

取締役会

開示の

必要なし

適時開示

IR担当取締役

（情報管理責任者）

Ⅰ.取締役会付議議案報告、共有

Ⅱ外部に開示の要否参照後、社長と協議

Ⅲ.開示を要する場合、ドラフト作成

Ⅳ.取締役会付議

Ⅴ..決議、開示資料最終確認



適 時 開 示 体 制 フ ロ ー(決算情報）

経理部門長

IR担当取締役

（情報管理責任者）

社長

（情報管理副責任者）

監査法人、

名古屋証券取引所

取締役会

適時開示

IR担当取締役

（情報管理責任者）

Ⅱ.決算開示資料受付

Ⅲ最終的な数字を社長に報告

Ⅳ.決算開示資料作成・付議・決議

Ⅴ..開示資料最終確認

Ⅰ外部に決算の内容相談



管理番号：

取締役会 社長 IR担当取締役 担当部門長

１．開示内容

２．開示文書チェック

確認者 日時 校正 内容確認

３．事前参照　（名古屋証券取引所・関東財務局・監査法人・弁護士・その他）

日時 参照相手方

開　示　予　定　日 ：

担　当　部　門 開　示　理　由開　示　内　容

適時開示チェックシート

開 示 予 定 時 刻 ：

開    示    種    別  ：

最　終　文　書　確　認　印

開示文書作成提案日 ：

訂正の有無、訂正内容確認書類（証憑）

参　　照　　内　　容



＊適時開示勉強会スケジュール表

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

月日 担当者 条文 項番
8月22日 小野 第1条 　 目的等

8月29日 角 第2条 　 会社情報の開示

9月5日 鈴木 第3条 　 子会社等の情報の開示

9月12日 篠崎 第4条 　 決算短信等
第5条 予想値の修正等
第7条 上場外国会社による情報の開示
第8条 上場廃止等に関する開示
第9条 投資単位の引き下げに関する開示

9月20日 田辺 第9条 　 財務会計基準機構への加入状況等に関する開示
第10条 ＭＳＣＢ等の転換または行使の状況に関する開示
第11条 支配株主等に関する事項の開示
第12条 適時適切な会社情報の開示の実践
第13条 会社情報の当取引所への説明
第14条 会社情報の開示の方法

9月26日 内田 第15条 　 会社情報に係る照会事項の報告及び開示
第16条 開示内容の変更または訂正
第17条 情報取扱責任者の届出
第19条 コーポレート・ガバナンスに関する報告書

10月11日 小野 第20条 　 書類の提出等
第21条 第三者割当により割り当てられた募集株式の譲渡の報告等
第22条 株式事務代行機関への委託
第23条 適切な株式事務及び配当金支払事務の確保
第24条 会社の代理人等の選定
第25条 株式分割の効力発生日等

10月17日 角 第26条 　 単元株式数の変更等
第27条 公告に係る情報の広範な周知
第28条 権利確定のための期間又は期日の届出及び公告
第29条 書面による議決権行使等
第30条 上場外国会社における議決権行使を容易にする環境整備
第31条 （1） 上場内国会社の機関
第31条 （2） 独立役員の確保

10月24日 鈴木 第32条 　 公認会計士等
第33条 業務の適正を確保するために必要な体制整備
第34条 第三者割当に係る遵守事項
第35条 株式分割等
第36条 ＭＳＣＢ等の発行に係る遵守事項

10月31日 予備日

11月7日 篠崎 第37条  買収防衛策の導入に係る遵守事項
第38条 （1） ＭＢＯに係る遵守事項
第38条 （2） 支配株主との重要な取引等に係る遵守事項
第39条 内部者取引の禁止
第40条 反社会的勢力の関与の禁止
第41条 流通市場の機能又は株主の権利の毀損行為等の禁止

11月14日 鈴木 第42条 （1） 投資単位の水準
第42条 （2） コーポレートガバナンスの充実に向けた取り組み
第43条 議決権行使を容易にするための環境整備

項　　　目



月日 担当者 条文 項番 項　　　目
第44条 上場会社監査事務所等による監査
第45条 内部者取引の未然防止に向けた体制整備
第46条 （1） 反社会的勢力排除に向けた体制整備等
第46条 （2） 会計基準等の変更等への的確な対応に向けた体制整備
第46条 （3） 決算内容に関する補足説明資料の公平な提供

11月21日 田辺 第47条 特設注意市場銘柄の指定及び指定解除
第48条 適時開示等に係る改善報告書の提出
第49条 改善状況報告書等の提出
第50条 書類の提出等に係る開園報告書の提出
第51条 解約等に係る改善報告書の提出

11月28日 内田 第52条 開示注意銘柄の指定及び指定解除
第53条 講評措置
第54条 本国等の法制度等の勘案
第55条 上場会社以外の上場有価証券の発行者に係る適用

12月5日 小野 総括




