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平成24年3月30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状況報告書の提出及び 

当社株式の特設注意市場銘柄の指定に関するお知らせ 

 

 当社は、平成23年８月16日付で提出いたしました「改善報告書」について、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（以下、「適時開示等規則」といいます。）

第49条第１項の規定に基づき、改善措置の実施状況及び運用状況を記載した「改善状況報

告書」を、本日、添付のとおり提出いたしましたので、お知らせいたします。 

また、本日、平成24年3月31日付で、株式会社名古屋証券取引所（以下、「名証」といい

ます。）より、当社株式を特設注意市場銘柄に指定する旨の通知を受領しましたので、合わ

せて下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

1.改善状況報告書の提出 

当社は住友不動産株式会社より、平成 23 年 3 月 29 日付にて東京地方裁判所にて、訴訟

の提起を受け、同年 5 月 31 日付で原告との間で和解が成立しましたが、この件に関し、こ

れらの事象を確認できた時点で速やかに開示していなかったことから、名証より、適時開

示を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との指摘をうけ、平成 23 年 8

月 16 日に適時開示等規則第 48 条第 3 項の規程に基づき、その経緯及び改善措置を記載し

た改善報告書を提出しました。その後、当該改善報告書の提出から 6 か月を経過したこと

から、適時開示等規則第 49 条第 1項の規定に基づき、改善措置の実施状況及び運用状況を

記載した改善状況報告書を名証に提出しました。 

 

2.特設注意市場銘柄への指定 

 上記 1 のとおり、改善状況報告書を提出したものの、改善報告書提出以降における当社

の改善報告書記載の改善措置の実施・運用状況を全体的に評価すると、依然として適時開

示業務フローの軽視が見られ、個々の改善措置においても、適時開示チェックシート、社
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内勉強会、内部監査、コンプライアンス・リスク管理委員会などの実施・運用の不備が目

立っており、改善措置の実施・運用状況が十分ではありませんでした。 

 このことから、名証より、当社の改善措置の実施状況及び運用状況に改善が認められ

ず、かつ、内部管理体制の状況について改善の必要性が高いと判断され、適時開示規則第

47 条第 1 項第 2 号の規定に基づき、当社株式を特設注意市場銘柄に指定されたものであり

ます。 

 

 株主及び投資家の皆様をはじめご関係の皆様に多大なご心配をおかけしましたことを改

めて心より深くお詫び申し上げます。 

 

 今後とも、適時開示体制などの内部管理体制の更なる強化に努め、当社グループの全役

員及び全社員が一丸となって信頼回復に努めてまいる所存でございます。何卒、引続きご

理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。 

 

以上 































添付資料6：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勉強会スケジュール(平成23年8月～12月）

予定日 実施日 担当者 出席者 条文 項番
① 8月22日 8月22日 小野 小野、角、鈴木、篠崎、田辺、内田 第1条 　 目的等

② 8月29日 8月29日 角 角、小野、鈴木、篠崎、田辺、内田 第2条 　 会社情報の開示

③ 9月5日 鈴木 第3条 　 子会社等の情報の開示

④ 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

⑤ 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

⑥ 9月26日 10月11日 内田 小野、角、篠崎、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

⑦ 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

⑧ 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

⑨ 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 10月31日 予備日

⑪ 11月7日 篠崎 第37条 角 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

⑫ 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
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

⑬ 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

⑭ 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

⑮ 12月5日 小野 総括

＊勉強会実施記録
8月22日 小野が適時開示規則第1条「目的等」に読み上げ、改善報告書の提出理由とその対応について全員に確認した上で、適時開示規則の閲覧を指示する。
8月29日 角が適時開示規則第2条「会社情報」の該当項目全てについて読み上げ、実際の例を挙げて説明して全員が認識したことを確認する。

10月11日 内田が適時開示規則第15条「会社情報に係る照会事項の報告及び開示」についての第13回新株予約権の実例を挙げて説明し参加者が認識したことを確認する。

項　　　目



添付資料：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勉強会スケジュール(平成24年3月～7月）

予定日 実施日 担当者 出席者 条文 項番
① 3月27日  小野  第1条 　 目的等

② 4月10日  角  第2条 （1） 会社情報の開示（決定事項）

4月17日 角 第2条 （2） 会社情報の開示（発生事項）

③ 4月27日 鈴木 第3条 　 子会社等の情報の開示

④ 4月24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

⑤ 5月8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

⑥ 5月15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

⑦ 5月22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

⑧ 5月29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

項　　　目



予定日 実施日 担当者 出席者 条文 項番
⑨ 6月12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 6月19日 予備日

⑪ 6月26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

⑫ 7月10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
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

⑬ 7月17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

⑭ 7月24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

⑮ 7月31日 小野 総括

項　　　目




