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平成 26年４月４日 

各  位 

会 社 名 株式会社エル・シー・エーホールディングス 

代表者名 代表取締役 桑田 正明 

 （コード：4798 東証第二部） 

問合せ先 取締役 田中 英男 

   （ＴＥＬ（ＩＲ専用）：03-3539-2587） 

 

当社の内部管理体制再構築計画についてのお知らせ 

 

当社は、平成 26年２月７日付「特設注意市場銘柄の指定および上場契約違約金の徴求についてのお知

らせ」にてお知らせしたとおり、証券取引等監視委員会等からの有価証券報告書等の虚偽記載に係る勧

告・命令を受けたことを原因として、平成 26 年２月８日付で東京証券取引所より｢特設注意市場銘柄｣

に指定されることおよび上場契約違約金の徴求を受けることとなりました。 

当社は、この事態を深く反省し、内部管理体制の再構築を行うべく、以下の方針・改善策を作成いた

しましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１．過年度決算訂正に至った経緯 

    平成 25年２月頃から証券取引等監視委員会の調査が行われ、同年 11月 15 日には当社は第三者

委員会を設置して調査を開始しました。その後、12月４日に証券取引等監視委員会より課徴金納

付命令勧告及び訂正命令勧告が行われ、同12月19日に関東財務局より訂正命令が行われました。

この一連の過程において、以下の事実が判明しました。  

 

当社は、平成 20 年５月期末に 1,051 百万円の債務超過に転落しており、平成 21 年５月期末も

債務超過となった場合には上場廃止基準に該当する状況でした。当社は、これを回避するため、

現物出資増資を柱として取り組んでいました。 

    当社は、現物出資増資を行うにあたり、多数の候補の中から、株式会社オナーズヒル軽井沢（以

下、「オナーズヒル社」といいます。）より軽井沢の不動産の提供を受け、不動産鑑定士に不動産

鑑定を依頼しました。不動産鑑定士は、まず原価法による不動産鑑定を行い、クラブハウスにつ

いて 253 百万円と評価しました。その後、当社はオナーズヒル社との間でクラブハウスに係る賃

貸借契約を締結し、その賃料を月額４百万円と設定しました。不動産鑑定士は、この月額４百万

円の賃料収入を前提として、収益還元法によりクラブハウスを 655百万円と評価し、平成 21年４

月 27日付で受領しました。 

一方で、当社は、オナーズヒル社の社長が代表取締役社長を兼務していた株式会社扇パートナ

ーズ（以下、「扇パートナーズ社」といいます。）との間で、扇パートナーズ社社長の蓄積された

ノウハウを活用し、リゾート地等開発コンサルティングを主軸とした月額３百万円の業務委託契

約を締結しようとしていました。当時、当社は上記業務委託契約書に捺印をしましたが、扇パー

トナーズ社側の弁護士が、「この契約を締結すると、現物出資増資が架空増資に見られかねないの

で、扇パートナーズ社の捺印はすべきでない」との意見を述べたと聞いており、契約は不成立に

終わっていたと思っておりました。 
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ところが、双方捺印のある業務委託契約書が、扇パートナーズ社に存在していることが判明し、

加えて、関係者の証言等では、鑑定評価の前提となった賃料の設定や上記業務委託契約の締結に

ついても、当社からの提案により成立しているという事実が明らかになりました。 

 

さらに、当該業務委託契約は、具体的な業務支援の実態がなく、クラブハウスの賃料を補填す

る目的で締結された契約であることも分かり、収益還元法の評価の基礎となる賃料収入は４百万

円から３百万円を差引いた１百万円であり、これを基礎とすると、655 百万円のクラブハウスの

評価は過大であり、253百万円の評価に妥当性があると当社では最終判断しました。 

 

このように、現物出資を受けた不動産の一部については、過大な賃料収入を算定の基礎とした

鑑定評価が行われており、当社の財務諸表における投資不動産及び純資産が過大に計上されてい

たことが判明したことから、当社は、平成 25年 12 月 26 日に有価証券報告書等の訂正報告書を提

出し、平成 26年２月６日にこれらを再提出いたしました。 

 

 

２．有価証券報告書虚偽記載から得た当社の課題 

   今回の不祥事から、明らかになった当社の課題は以下の通りだと認識しております。 

 

（１）債務超過の解消のための施策として現物出資という重大な決定事項であるにも拘わらず、例

えば、クラブハウスの賃貸料契約の妥当性の検証やクラブハウス収支の確認などといった基本

的なことが、取締役会で十分な説明や議論がなされた記録もなく、議論がされた跡も不明であ

ること。 

  ・・・取締役会の強化 

 

（２）監査役会にも情報の共有がなされたような跡がなく、監査役会からも、当時或いは後からで

も疑問、指摘を投げかけるような、確認を取るような記録が監査調書等から見ても残っていな

いこと。 

  ・・・監査役会の強化 

 

（３）一部の取締役と一部の部長で現物出資増資に係る手続が進み、しかも隠匿されて牽制機能が

効かないように仕組まれていたこと。 

  ・・・内部監査室の強化 

 

（４）契約捺印管理の問題、すなわち、評価の元となったオナーズヒル社との賃貸借契約は正当な

手続を踏んで捺印処理がされているにも拘わらず、扇パートナーズ社との業務委託契約、実質

的な補填契約は、現物出資が終了してから代表者印捺印申請が起案され、過去日付の契約書捺

印が実施されていること。 

  ・・・稟議制度の変更 

 

（５）当初出たとされる原価方式での評価額（253 百万円）と、その後に出されたＤＣＦ方式での

評価額（655 百万円）とが大きく乖離しているにも拘わらず、その差異・妥当性の検証がなさ
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れず、弁護士の意見書に頼り切っており、決定プロセスも曖昧なこと。 

即ち、現物出資増資に関し、出てきた資料、データに関し、社内でその妥当性の検証などを含

めた検証過程が後々分かるようになっていないこと。 

後々検証すれば、不変であるはずの再調達価格まで数字が大きく変わっており、一見しただけ

で妥当性に疑念が生じるが、当時はその当初原価方式での鑑定評価書がなかった。 

    ・・・稟議制度の変更 

 

（６）不動産鑑定士選定や評価の依頼内容の妥当性があったのか、後々でも検証できる記録が残っ

ていないことや、経営陣に交じり、役員でもない人間が陣頭指揮を執っていたような跡が見え

ることから、増資・借入・投資など経営上重要な社内外の面談・会議は、記録を取り、あとか

ら検証できるようにする必要があると思われること。 

  ・・・面談記録作成・外部者との関係 

 

（７） 不動産鑑定士に対して不法に鑑定評価額を高くせしめるような依頼の仕方、不法契約の締結

などコンプライアンス精神の欠如 

  ・・・法令遵守 

 

   上記の内容は、以下の４．で記載する具体的施策により解決して参ります。 

 

 

３．不祥事に対する責任追及と経営体制の変更 

   具体的な施策の前に以下の対応をまず行います。 

（１）旧経営陣ほかに対する責任追及 

今回証券取引等監視委員会等から、過去の有価証券報告書等虚偽記載（以下、「今回事

案」といいます。）の指摘を受けた不祥事は、旧経営陣の現物出資増資における出資不動

産の鑑定評価額を不法に吊り上げ、債務超過解消を目的に、過大な賃貸収入を評価の基礎

とさせながら、一方でその賃料の補填契約を締結するというコンプライアンスを無視した

杜撰な対応が原因であり、当社として、現物出資をした旧経営陣ら及び当時の不動産鑑定

士、不動産出資者等の責任を厳しく追及していく所存です。既に、弁護士にはあらゆる法

的責任の追及を依頼しており、準備ができ次第、速やかに法的手段を取る所存です。 

 

（２）経営体制の変更 

当社は、今回事案の関与者あるいは関与者の親族が、現在役員として経営に関与してい

ること、また、必ずしも取締役会や監査役会、事象の担当部署に対しても、十分な情報が

開示されているとは言えず、特に取締役会では、定例の報告がなされ、都度決裁必要な事

項が上程されても、喧喧諤諤の議論がなされないことから、会社運営上十分機能を発揮し

ているとは言えないと判断されること、さらに今回事案の初動の遅れなど危機管理上の問

題もあると考えることから経営の透明性、ガバナンスに問題があると考え、人を変える必

要性もあると考えております。 

 

そこで、根本的に役員人事を見直す必要があると考え、平成 26 年５月中旬を目処に臨

時株主総会を開催して、現経営陣との人脈ではない方の役員の選任を行う予定でおります。 
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社長笹部は、今回の特設注意市場銘柄指定を受けた責任を取って、平成 26年３月 19日

付をもって代表取締役社長を辞職し、取締役に降格し、５月に開催予定の臨時株主総会で

取締役も辞任いたします。また、取締役田中は、現物出資当時は取締役ではありませんで

したが、常務執行役員・管理本部長という立場で関与していたため、けじめをつけて同様

に５月の臨時株主総会で取締役を辞任いたします。 

       

常勤監査役川口からは、親族が今回の事案に関わったことで、職務を継続することは常

勤として相応しくないことを考慮し、辞意表明もなされたことから、社長笹部同様、平成

26 年３月 19 日付をもって、非常勤監査役に退いた後、同様に５月の臨時株主総会で監査

役を辞任します。 

 

上記の方針で進めますと共に、臨時株主総会までには日数もあるため、速やかに役員候

補者を確定して役員就任前に顧問等の肩書で会社の実態を把握してもらい、臨時株主総会

後に直ちに業務執行を担うことが出来るようにするなど内部管理体制再構築の歩みを停

滞させることなく進めて参ります。 

 

以上のように、５月開催予定の臨時株主総会で経営体制を刷新していく方針ですが、万

一、臨時株主総会で選任されなかった場合、あるいは定足数が確保出来なかった場合は、

８月に予定している定時株主総会で再度人選をし、株主の皆様に諮る所存です。この場合

は、現経営陣が責任を持って定時株主総会までの対応をして参ります。また、人選等に難

航し、臨時株主総会そのものが招集できないような事態が生じた場合は、その旨開示する

所存でおります。 

 

 

４．内部管理体制再構築に向けての具体策 

   今回事案については、単に提出した有価証券報告書等の信憑性や信頼性といった出口だけの問

題ではなく、作成に至った情報取集過程、相互牽制体制など内部管理体制の構築と運用が不十分

であったと認識しております。 

   そこで、２．に記載した点を含めて、改善策を以下に記載いたします。 

 

（１）取締役会の強化 

    今回の現物出資の事案では、代表者等の一部の暴走を許し、取締役会が有効に機能していな

かったことが大きな問題と認識しており、加えて各取締役が代表取締役をチェック出来ていな

かったこと、各取締役間の牽制機能が働いていなかったことが問題でした。そこで、取締役会

の機能をさらに強化するため、取締役の人選、取締役会の運営方法について、見直しを実施い

たします。 

 

① 取締役の人選 

社外取締役に検察官ＯＢまたは裁判官ＯＢの弁護士、または過去・現在の経営陣とは関

連のない会社運営に明るい経済人に入って頂き、コンプライアンス重視の体制を構築して

参ります。 
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社外取締役に検察ＯＢや裁判官ＯＢを起用したいとの考えは、今回事案には法的な問題

が多々含まれていると認識していること、さらに法律に深い見識のある人物を社外取締役

会に選任することで、当社に対する信頼性を少しでも向上させたいとの意図があります。 

また、従来の役員は、内部昇格など必ずしも会社経営に明るかったとは言い難く、経験

のある方の役員就任も重要な要素と考えております。現在、人選に関しては、当社や当社

の債権者及び株主から独立・中立的立場の水野晃氏（みなつき法律事務所）、小林公明氏

（みなつき法律事務所）、丹羽厚太郎氏（ＩＰＡＸ総合法律事務所）の委員３名からなる

弁護士らで「役員人事委員会」を構成してもらい、人選を検討して頂いております。 

 

「役員人事委員会」の役割は、次期経営を託せる取締役候補の選任を主題とし、現役員は

上記のような人選対象の要望を出したのみで、具体的人選には関与していません。これに

より人事の透明性を確保しております。現在数名の候補者が出ておりますが、報酬額と当

社の資金事情との問題があり、最終決定に至っておりません。当社としましては、係る人

選により、従来余り活発な意見交換が行われなかった取締役会の意識改革を行うと共に、

問題点や疑問点を指摘し合い、活力のある取締役会にしていきたいと考えております。 

従来からの会社経営に明るい目黒取締役や、会計に明るい西村監査役、厳しい統制が引か

れている銀行出身の白津監査役の意見が出、さらに新たな役員選任により活性化が図れれ

ば、より有意な取締役会に改革できると考えております。 

取締役の人選は、４月上旬には終わらせ、5 月中旬開催予定の臨時株主総会開催に臨み

ます。 

 

② 取締役会の運営方法の見直し 

これまでも取締役会規程に則り運営されて参りましたが、取締役による活発な意見交換

や提案・指摘などが少なく、業績等の定例報告に終わるなど、形式的な審議や報告に留ま

る傾向もありました。この状況を改善するために、まず取締役会規程等を見直し、特に、

取締役会に付議すべき内容及び金額基準を当社の現状に合うように改訂しました。 

このことにより取締役会への付議のルールが明確化され、改訂した取締役会規程に則り、

社内稟議を終えた案件が付議されることとなります。また、従来疎かになっていた取締役

会開催前に付議されるべき案件資料を回付することをルール化し、各取締役、監査役に十

分検討できる時間を与え、各人の意見、疑問点を整理して頂いた上で、取締役会に臨んで

頂き、積極的に意見や質問を出して頂ける会議の運営方法をとすることとしました。 

 

また、会議で喧喧諤諤の議論を取締役会議事録とは別に、会議メモとして残すと共に録

音もし、誰が、どのような発言をし、どう決定したのか、後々検証できるようにするとと

もに、その発言及び決議の実施結果についても検証できるようにいたします。 

      上記会議メモについては、取締役会議事録と同様に、記載内容について発言者の了解を取

り、証跡も残すようにいたします。 

なお、平成 26年３月３日開催の定時取締役会から実施済です。 

 

（２）監査役会の強化 

     監査役会についても、監査役会規程に基づき運営されて参りましたが、問題点の指摘や改善

意見が少ないなど、やや形式的な運営がありました。今後は監査役の人選、運営方法の見直し
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を実施し取締役牽制機能の強化を図ります。 

 

① 監査役の人選 

今回の事案は、有価証券報告書等会計面での問題点指摘も多々あると認識しており、更

なる会計面における取締役及び取締役会への牽制機能の強化、事後チェックの強化を目的

として、第三者委員会で活躍頂いた公認会計士の山田幸平氏（山田幸平公認会計士事務所 

代表）を社外監査役に就任して頂くことで承諾を得られました。会計面に対し専門家とし

ての見識を発揮してもらい、監査役会の強化を図ります。 

 

② 監査役会の運営方法の見直し 

監査役会でもその会議の内容を監査役会議事録とは別に、会議メモとして留めると共に、

録音もし、誰が、どのような発言をしたのか、後々検証できるようにします。 

      上記会議メモについては、監査役会議事録と同様に、発言者の了解を取り、証跡も残すよ

うにいたします。 

なお、平成 26年３月３日開催の定時監査役会から実施済です。 

 

また、従来、取締役会に対しての意見表明を口頭など紙面に残していないケースも多々

あることから、取締役会において、どのような指摘、意見が出されたかを残すため、監査

役会において文書による意見書の作成をし、それに対し取締役会がどう対応したのか紙面

により監査役会に報告し、監査役会でそれを記録として残し、監査役会でも確認、検証し

てもらうこととします。これらのルールについては、取締役会規程、監査役会規程に織り

込みました。 

さらに、四半期に一度の連絡会議を設置し、内部監査室、監査法人とも情報を共有して、

会社のガバナンスの確立、コンプライアンス重視を推進していきます。 

 

（３）内部監査室の強化 

     現物出資当時より、組織編成上は、内部監査室が設置されておりましたが、現実的には退職、

業務兼務の人員不足から活動が出来ていませんでした。 

従って、今後は社外から内部監査に精通した方と業務委託契約を締結し、本来の内部監査活

動を実施していきます。内部監査実施要領にもとづき活動し、計画、実施結果、報告内容を改

善指示書、改善報告書などに纏め書面に残します。 

具体的実施要領については、監査役、監査法人と頻繁に打合せを行い、当社のリスク認識を

共有し、項目を設定し監査内容の共有化を行いながら、日本公認会計士協会提供の全社統制内

部監査実施要領に基づき、形式監査である各種規程や業務フローのエビデンス監査を実施し、

実質基準である当該書式が現状の業務体制などにマッチしているかの妥当性チェックを実施し

て内部監査機能を充実させて参ります。 

また、顧問弁護士とはコンプライアンスの強化について協議し、監査役、監査法人とは、四

半期に一度の連絡協議会で情報共有を図ります。内部監査室の強化策については、既に具体的

な進め方等の協議に着手しており、３月より実施しております。 

 

（４）稟議制度の変更 

① 当社の稟議制度の見直し 
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今回の現物出資当時は、オナーズヒル社との賃貸借契約書、扇パートナーズ社との業務

委託契約書の契約において、その金額根拠・妥当性、契約の必然性・妥当性、コンプライ

アンス面を含め、何をもって、どう判断し、承認、締結されたのかが、後に全く分からな

い状況でした。この問題を解決するためには、稟議制度を大きく修正する必要があると考

え、以下のとおり改善しました。 

 

従来の稟議制度では、決裁権限者により、甲（常勤役員全員の決裁が必要）、乙（担当

役員決裁）稟議と区分されており、甲、乙の違いは金額基準により区別されていました。

現物出資当時、支払のあるなしに拘らず、この甲、乙稟議が正しく運用されていませんで

した。例えば、当時のクラブハウス賃貸借契約の締結については、この制度が正しく運用

されていれば、毎月の賃料を支払うことの可否と賃貸借契約を締結することの可否に係る

審議が甲稟議として審議されることになります。そして、その決裁がなされた後、契約書

への代表印押捺申請という別の申請制度に則り、契約書への捺印がなされる流れとなるべ

きでした。 

しかしながら、当時は、後段の契約書に捺印をする代表印押捺申請はなされているもの

の、前段の支払金額の妥当性やそれに至った経緯などが審議された稟議書がどこにも残っ

ていません。こうなった理由は、前段の甲、乙の稟議制度とは別に、後段の代表印押印申

請制度が併存し、本来なら甲、乙稟議によって決裁されて初めて代表印押捺申請により押

印手続に進むべきものが、いきなり経営判断手続もないまま、且つ稟議決裁もない状態で

あるにも拘わらず、代表印押印申請制度の決裁により処理が進められたことに起因してい

ます。この代表印押捺申請は、契約等の最終局面で、代表者が単に追認するに等しい状況

となってしまいます。しかも、この代表印押捺申請制度では、申請内容も、単に代表印を

押印するための内容しか記載されず、背景や交渉経緯、決定経緯の記載などはなく、審議

におけるチェック機能が働かず、あとから検証不能なケースが多々存在していました。 

 

そこで、会社経営に関わる重要事項は元より取締役会規程を流用し、承認が必要な事

項を明確化し、それらのものついては全て稟議形式に落とし込むことをルール化しまし

た。また、稟議決裁権限を見直し、稟議を３つの区分（甲、乙、丙）に分類しました。

担当部長決裁（稟議丙：３万円以下）、担当取締役決裁（稟議乙：10 万円未満）、常勤役

員全員の決裁（稟議甲：10 万円以上）と金額基準に応じて、決裁権限者も明確化しまし

た。さらに、事後チェック、牽制機能の観点から、回付済稟議を、最終常勤監査役のチ

ェックも受けることが可能なように回付ルールを修正しました。 

また、稟議時に、締結相手方の属性や与信等のチェック資料の添付をするなど、何を

ベースに判断したかを後々明確に分かるようにルール化もしました。加えて、稟議決裁

において、決裁者各人ごとにコメントが記入できるようにし、何時、誰が、どのような

理由等に基づいて可否を判断したかが分かるようにも修正しました。 

具体的に上記の事例では、賃貸借契約を締結するにあたり、その金額の妥当性、交渉

経緯等をまず甲稟議により審議、決裁し、その申請に添付された契約書のまま変更がな

ければ、代表印押捺手続に沿って契約書への捺印がされるようにしました。一方、審議

回付時に添付した契約書と実際に捺印する契約書に変更がある場合は、その旨を記載し

た甲稟議を再回付することで初めて契約書に捺印がされるようになります。つまり、稟

議制度を一本化し、旧代表印押捺申請制度は、廃止し、単なる捺印手続の位置付けとい
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たしました。 

        稟議制度の改正は３月に行いその運用を３月より試行しており、運用上の問題点など

を確認した上で、４月より本格的に実施いたします。同時に運用ルールも明確にしてい

きます。 

 

② 子会社の稟議制度の見直し 

子会社においては、子会社が当社に報告すべき事項、当社の決裁が必要な事項を中心に、

関係会社管理規定を昨年改訂いたしましたので、それらの規程の運用を実施していきます。 

そして、さらにその実施状況を、内部監査（子会社の場合は、当社の総務、法務、経理）

の中でモニタリング出来る仕組みを導入し、子会社管理いたします。 

      子会社の稟議制度も、４月より試行し、問題点など確認した上で、５月より本格運用を実

施して参ります。 

 

   ③ 稟議決裁状況の共有化 

       従来は、稟議の決裁状況の共有化・可視化が図られておらず、今回の現物出資のように

契約未締結であるにも拘わらず、会計上未収計上したり、経理部門と法務部門の連携が取

れていないケースや稟議の承認が担当者以外の関係部門で確認出来ないなど課題がありま

した。係る事態を解決して、システムを通じた稟議情報の共有化を図ります。係る共有化

も３月より実施済です。 

 

（５）面談記録作成・外部者との関係 

   ① 当社の面談記録の徹底 

平成 22年３月 17日付開示した「証券取引等監視委員会による当社役員からの情報受領者

による内部取引に対する課徴金納付命令の勧告に関する対応策について」でお知らせした内

部者取引問題が発生した際、「面談記録」を作成すると開示しました。しかし運用がきちん

と出来ておらず、今回１枚の記録も確認できませんでした。 

     当時作成を明言していながら、面談記録作成に係る規程や運用ルールも定められてはおらず、

役員、社員への周知徹底もなされた跡も見当たらない状況でした。 

そこで、今回は、面談記録作成に関する規程、社外面談記録作成規程を新たに制定するこ

とといたしました。作成義務者は、当社常勤役員、部長とし、作成対象は、取締役会規程に

基づき取締役会に付議、報告すべき事項（例えば、増資案件、借入案件、出資案件、外部と

の提携案件、外部人材等の活用案件など）についての外部者との面談、電話での対応を記録

作成の対象としてルール化いたしました。 

面談記録作成後の回付ルールは部長、常勤役員への基本回付ルートを定め、あとは必要に

応じて面談した内容が必要な部署や当該案件に係わる社員へも追加回付可能なように設定

出来るようにシステムを組みました。そして、全員に回付が終わったことを総務において確

認後、総務において紙ベースで保存、管理することとしました。 

面談記録の作成にあたっては、相手方（外部者も含む）の了解を取り、証跡も残るように

し、外部者とのやりとりを的確に会社として把握・管理出来るようにいたします。更にメー

ルのやり取りについても会社として把握・管理出来るような体制を６月末までに構築する方

針で検討しております。 

   面談記録が作成されたかどうかの確認は、常勤役員間及び役員・部長間では、相互のスケ
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ジュールの共有化を行い、部長は自らの部署の社員のスケジュール管理を行うことで、スケ

ジュールと記録作成の整合性が確認出来るようにしました。さらに、面談記録の作成状況に

ついては内部監査により事後にモニタリングができるようにもしました。 

   本件は、既に 2 月より試行済ですが、システム化することにより一連の管理をより効率よ

くさせるべく、更なる改良・改善を重ね、４月より本格運用を始めます。 

 

   また、反社会勢力との接触についても、この面談記録を活用し、係る勢力の排除を行える

ようにします。 

 

② 子会社の面談記録の徹底 

子会社については、まず各子会社の役員は、子会社の重要事項（関係会社管理規程に沿

った当社宛報告等が必要な事項）に関して作成する面談記録については、相手方（外部者

も含む）の了解を取り、証跡も残るようにして外部者とのやりとりを的確に会社として把

握・管理出来るようにいたします。 

社員については、日常の仕事内容を簡記した業務日誌の作成を義務付け、その中に、外

部面談した場合は、何時、何処で、誰と、どのような面談をしたのか記載させることとし

ました。また、その記載された内容に応じて、追加で更に詳しい面談内容を、社長・役員

が提出するよう指示し、業務日誌に添付する形で保管することといたします。 

 更にメールでのやりとりについても、会社として把握・管理出来るような体制を６月末

までに構築する方針で検討しております。 

子会社については、４月から試行し、問題点などを確認した後、５月から本格運用できる

ようにいたします。 

   

③ 社外の方への対応について 

今回の事案において、当社は不動産鑑定士の選別方法、不動産鑑定士への鑑定依頼方

法・内容、業務委託先の選別など社外の方への依頼事項等に関して、どのような経緯、方

法で選別したのか、相手方の十分な調査がなされたのか、その結果として適切な選別であ

ったのか、依頼内容も妥当な内容だったのか、打合せ内容の記録もなく、稟議として残っ

てもいないため分からない状況でした。 

   そこで、今後は、社外の方々への依頼について、次のようにして参ります。 

   まず、帝国データバンク等の専門機関の情報やネット情報などを活用して、相手方の調

査を行います。上記稟議制度の変更を機に、稟議制度を活用し、紹介経緯や契約の目的の

記載、何故そこと契約するのかなど決定のプロセスが分かり、残るようにします。また、

内容によっては、複数社で相見積もりを提出させるなどして選択の妥当性、透明性も高め

ます。 

また、稟議の前段階では、面談記録として記録が残っているので、それを稟議に添付す

るなどして、より選択の経緯が分かるようにします。本件は稟議制度と同様のスケジュー

ルで進めて参ります。 

 

また、既存の契約関係も当初経緯が不明なものも存在するので、見直し、弁護士の協力

も得て、顧問契約、業務委託契約等の内容を精査・整理いたします。 

本件は、３月中に方法を明確化でき、４月より運用して参ります。 
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（６）法令遵守 

     今回事案では、代表者がコンプライアンスを無視した行動を行ないました。 

そこで、役員のみならず、社員教育も含めて、改めてコンプライアンス意識を植え付けるた

め、毎月の第一月曜日に実施される全社員が集合する全社朝礼において、コンプライアンス・

法令遵守の重要性について担当者を選任して研修を実施して参ります。 

また、半年に 1回、弁護士を講師に招いて社内全役職員に教育を施すとともに、上場会社とし

て法令遵守の姿勢を励行して参ります。 

社内勉強会については、３月３日の全社朝礼から実施済です。 

 

（７）その他の内部管理体制再構築への改善策 

① 社内規程の整備 

          当社の現在の規程は、平成 21年５月の会社分割前に整備されたものが、そのまま残存して

いるものが多く、会社規模や法令の変更などに即した内容になっていません。そこで取締役

会規程、監査役会規程、稟議規程、関係会社管理規程、権限規程など日常業務に関する主要

規程を３月末までに全面的に見直し、実態に即した形で運用出来るようにいたします。その

後、さらに全体の規程見直しを行い、弁護士にも検証をしてもらい法律に則りかつ実態に沿

った規程体系にいたします。          

     

また近年、親会社は純粋持株会社になり、子会社は事業会社の役割分担となっております。

そこで、子会社の規程類についても整備し、グループ全体の規程運用の適正化、効率化を図っ

て参ります。 

    これらを５月末までに整備し、６月より運用して参ります。 

 

② 子会社管理 

（Ａ）子会社の業績管理 

       子会社の業績管理は月１回のグループ戦略会議（業績管理のための会議、出席者は事務

職員を除く全員）での各社毎既往業績報告のほか、予実報告、受注残の状況、今後の業績

の見通し、足許課題・問題点などを打ち合わせることとしておりました。しかしながら、

実際には、実績数値の確認、各社業績の共有化に重点が置かれ、子会社毎の実態把握や管

理は十分になされていませんでした。 

従って、今後はグループ戦略会議で各社情報の共有化は勿論、各社毎に本来行われるべ

き、上記各項目の把握を行って参ります。この精度を高めることにより、業績予想など開

示する数字の信頼性を高めて参ります。 

   

（Ｂ）監査役による子会社監査 

    当社監査役は、子会社監査については、認識不足から監査対応ができておりませんでし

た。今後は、当社監査役は、親会社の監査役の権限に則り、子会社に対しても子会社監査

方針、監査計画を立案し、計画的に監査を実行し、子会社に対する監査を実施して参りま

す。 

 

③ 外部専門家の活用 

法務面では、契約書等のリーガルチェックは外部の弁護士に依頼する体制を既に整えており



11 

 

ます。会計面については、今回会計原則上適切な処理となっていなかったことから、非常勤監

査役ではありますが、会計の専門家に就任頂く予定であり、事後チェックではあるものの、会

計原則に沿った透明性のある明快な会計を目指して参ります。 

 

（８）今回内部管理体制・内部統制制度再構築のアドバイザーについて 

当社は、今後の内部管理体制再構築に向けて、外部アドバイザーに対し就任の要請、面談を

行いました。数社面談した中から、具体的な進め方、報酬面など総合的に判断し、株式会社ア

イピービー（本社：東京都目黒区青葉台、代表：柿本謙二氏）とアドバイザー契約を交わすこ

とと致しました。就任いただくアドバイザーのご支援をうけ、実態を確認頂き、さらに追加の

改善策を実施していく所存でおります。 

当社は、多額の債務を抱え、資金の問題もありますが、株主の皆様のご期待に応えるため、

株式会社アイピービーのご支援を受け、特設注意市場銘柄指定の解除に向け、全力で取り組む

所存ですので、引き続きご支援をお願い申し上げます。 

                                      以 上 

 

 【 別紙添付資料 】 タイム・スケジュール 
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【別 添】 

本頁は、前述した具体的な再構築の内容、スケジュールを一覧化したものです。 

 

タイム・スケジュール 

実 行 課 題 実施目処 備  考 

不祥事に対する責任追及と経営体制の変更 

 （１）旧経営陣ほかに対する責任追及 

 

 

 4月 

 

 （２）経営体制の変更  5月 

  

※臨時株主総会で選任 

 できない場合の対応（8月定時） 

内部管理体制再構築に向けての具体策 

 （１）取締役会の強化 

    ①取締役の人選 

    ②取締役会の運営方法の見直し 

 

  

4 月 

3月上旬 

 

※臨時株主総会で選任 

できない場合の対応（8月定時） 

継続 

（２）監査役会の強化 

    ①監査役の人選 

    ②監査役会の運営方法の見直し 

 

3 月 

 3月 

 

 

継続 

 （３）内部監査室の強化  3月 継続 

（４）稟議制度の変更 

    ①当社の稟議制度の見直し 

   ②子会社の稟議制度の見直し 

    ③稟議決裁状況の共有化 

 

 3月 

 5月 

 3月 

 

 

継続 

継続 

 （５）面談記録作成・外部者との関係 

    ①当社の面談記録の徹底 

    ②子会社の面談記録の徹底 

    ③社外の方への対応について 

 

 3月 

4 月 

 4月 

 

継続 

継続 

継続 

 （６）法令遵守 3月 

 

 

 （７）その他内部管理体制再構築への改善策   

①社内規定の整備 

    ②子会社管理 

     （Ａ）子会社の業績管理 

     （Ｂ）監査役による子会社管理 

  

5 月 

  

 4月 

 5月 

 

 

 

 

継続 

  ③外部専門家の活用  5月 継続 

 

  以 上 

 


