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内部統制システムの基本方針の一部改定に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、平成 18 年 5 月 10 日に開示しました「内部統制システム
の整備に関する基本方針」について、下記のとおり、その一部を改定することを決議しましたので
お知らせいたします。
記
（下線＿は、改定部分）
改定前

改定後

１． 基本理念

I． 基本方針

会社法に基づき内部統制システムの整

当社は、持続的成長により株主利益およ

備・構築を図ることは勿論のこと、企業

び企業価値の最大化に努めることを目標

倫理を重視し、公開会社としての社会的

とし、質の高い商品とサービスの提供を通

責任を意識した行動をする。

じて社会に貢献していきます。
そのために、業務の適正を確保する体制
を整備し、それを適切に運用することに
より、法令および定款などを遵守すると
ともに、上場企業としての社会的責任、
使命を果たします。
II． 内部統制の体制の整備に関する方針

２． 取締役および従業員の職務の執行が法

1． 取締役および従業員の職務の執行が法

令および定款に適合することを確保するた

令および定款に適合することを確保する

めの体制

ための体制
（1）当社は、法令、規則およびルールの遵守

（1）取締役および従業員の職務の執行が、法
令および定款に適合し、かつ企業倫理の

を定めた「行動規範」や各種社内規程を、

遵守および社会的責任を果たすため、
「基

社内のグループウェアを通じて、全役職

本理念」を当社の行動規範とすると同時

員に継続的に周知徹底をはかり、啓蒙教

に、その関連社内規程を整備し、全役職

育や研修を行います。
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員に周知徹底させる。
（2）監査役は、取締役会および経営会議に出

（2）監査役は、取締役会および経営会議に出

席し、会社の決議事項のプロセス・内容

席し、会社の決議事項のプロセス・内容

等が法令・定款・規程に基づき不備がな

などが法令および定款などにもとづき、

いかを確認する。

適合しているかを確認します。

（3）従業員が、法令・定款・規程に基づき職

（3）内部監査室は、従業員が、法令、定款お

務を遂行しているかどうかを確認する機

よび社内規程などにもとづき、適正に職

関である内部監査室の機能充実を図る。

務を遂行しているかどうかを「内部監査

内部監査室は、その監査結果の重要事項

規程」にもとづき監査し、その監査結果

を代表取締役に報告する。

を代表取締役に報告します。

（4）法令上疑義のある行為等については、従

（4）当社は、法令、定款および社内規程など

業員が代表取締役若しくは常勤監査役宛

に疑義のある行為について、従業員が代

に直接情報提供を行うことのできるホイ

表取締役もしくは常勤監査役に直接情

ッスルラインを設置する。

報提供を行うことのできる「ホイッスル
ライン」を設置し、内部統制システムの
強化をはかります。
2． 取締役の職務の執行にかかる情報の保

３． 取締役の職務の執行にかかる情報の保

存および管理に関する体制

存および管理に関する体制
（1）取締役の職務の執行に関する情報の保存

（1）取締役の職務の執行にかかる情報の保

および管理に関しては、関連社内規程を

存および管理については、「取締役会規

整備し、適切に管理、保存する。

程」およびその他の関連規程にもとづき、
文書または電磁的媒体に記録し、適切に
行います。
（2）取締役および監査役は、これらの情報

（2）取締役および監査役は、これらの情報を

を常時閲覧できます。

常時閲覧することができる。
４． 損失の危険の管理に関する規程その他

3． 損失の危険の管理に関する規程その他

の体制

の体制

（1）リスクマネジメントの対象となるリスク

（1）当社は、リスクマネジメントの対象と

の分類を行い、各リスクに関する社内規

なるリスクおよび会社内における対策、

程を整備する。

組織、責任、権限などを規定した「経営
危機管理規程」にもとづき、未然防止、
リスクの解消、事故などの再発防止に努
めます。
（2）当社の各部門は、あらゆるリスクに対

（2）組織横断的なリスク状況の監視および対

応するため、所管業務に付随するリスク

応体制を構築する。

の管理に必要な体制（リスクの発見、情
2

報伝達、対応など）を構築し、その整備・
運用を行うとともに、組織横断的なリス
ク状況の監視および対応体制を構築し
ます。
５． 取締役の職務の執行が効率的に行なわ

4． 取締役の職務の執行が効率的に行なわ

れることを確保するための体制

れることを確保するための体制

（1）取締役会は、毎期、全役職員の共通目標

（1）取締役は、責任と権限に関する基本事

となる事業計画書を策定し、その進捗状況

項を定めた「職務権限規程」および「職

を適宜レビューする。

務権限明細表」にもとづき、適正かつ効
率的に職務を執行します。
（2）業務執行の監視・監督範囲を明確化す

（2）担当取締役は、その目標達成のために権
限委譲を含めた効率的な達成方法を定め、

るため、代表取締役以外の常勤取締役を

定期的な進捗状況を取締役会に報告する。

統括取締役とし、担当部署および執行役
員の監視・監督ができるようにしていま
す。
（3）取締役会は、毎期、全役職員の共通目
標となる「事業計画」を決定し、その進
捗状況を適宜チェックします。
（4）担当取締役は、目標達成のために権限
委譲を含めた効率的な業務運営の方法を
定め、定期的な進捗状況を取締役会に報
告します。
（5）当社は、重要事項の意思決定において、
慎重な審議を重ねた上で決議が行えるよ
う経営会議、取締役会を設置しています。
取締役会は、原則として毎月 1 回以上、
経営会議は、原則として毎月 2 回以上開
催し、意思決定のプロセスを遵守し、職
務執行状況における牽制機能を強化して
いきます。
5． 当社および子会社から成る企業集団に

６． 企業集団における業務の適正性確保の
ための体制整備

おける業務の適正を確保するための体制

（1）企業集団としての「行動規範」を策定し、

（1）当社は、
「関係会社管理規程」にもとづ

全役職員への浸透を図る。

き、グループ会社に対する適切な経営管
理を行います。
（2）当社は、グループ会社全体で、コンプ

（2）代表取締役および監査役は、グループ会
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社の適切な内部統制システムの整備を行

ライアンス体制を構築するために、当社

うよう指導する。

の「行動規範」の遵守をグループ会社に
も徹底します。そのために、グループ会
社においても、継続的に周知徹底をはか
り、必要に応じて啓蒙教育や研修を行い
ます。

（3）グループ会社の取締役、従業員はグルー

（3）当社の監査担当部署は、
「関係会社管理

プ各社における重大な法令違反、その他コ

規程」にもとづき、グループ会社の監査

ンプライアンスに関する重要な事実を発

を実施し、監査報告書を当社代表取締役

見した場合には、当該会社の代表取締役ま

社長へ提出します。なお、問題があると

報告を受けた代表
たは監査役に報告する。

きは、適宜改善を行います。

取締役または監査役は、適切な対応を行
う。
（4）グループ会社においても、複合的なリ
スクに対応するため、業務に付随するリ
スク管理に必要な体制（リスクの発見、
情報伝達、対応など）を構築し、その整
備・運用を行います。
（5）グループ会社の取締役および従業員は、
グループ各社における重大な法令違反、
その他コンプライアンスにかかわる重要
な事実を発見したときは、当該会社の代
表取締役または監査役に報告します。報
告を受けた代表取締役または監査役は、
適切な対応を行える体制を構築します。
７． 監査役がその職務を補助すべき補助者

6． 監査役がその職務を補助すべき補助者

を置くことを求めた場合における当該補助

を置くことを求めた場合における当該補

者に関する体制

助者に関する事項

（1）監査役会から職務補助のための補助者を

（1）監査役会から職務補助のための補助者

求められたときは、独立した補助者を任

を求められたときは、独立した補助者を

命する。その際、取締役等からの独立性

任命します。その際、取締役などからの

を確保するため、補助者の人事評価は監

独立性を確保するため、補助者の人事評

査役会が行い、補助者の人事異動および

価は監査役会が行い、補助者の人事異動

懲戒に関しては、監査役会の事前の同意

および懲戒に関しては、監査役会の事前

を得るものとする。

の同意を得るようにしています。

（2）監査役補助者は、業務の執行に関わる役

（2）監査役補助者は、業務の執行に関わる

職を兼務しない。

役職を兼務しません。
4

7． 取締役および従業員が、監査役会に報告

８． 取締役および従業員が、監査役会に報告

をするための体制

をするための体制
（1）取締役および従業員は、会社に重大な損

（1）取締役および従業員は、会社に重大な

失を与える事項が発生し、または発生す

損失を与える事項が発生し、または発生

る恐れがあるとき、役職員による違法ま

する恐れがあるとき、役職員による違法

たは不正な行為を発見したとき、および

または不正行為を発見したとき、その他

その他監査役会が報告すべきものと定め

監査役会へ報告すべきものと定めた事項

た事項が生じたときは、監査役会に報告

が生じたときは、すみやかに監査役会に

する。

報告します。

（2）監査役は、主要な稟議書その他社内の重

（2）監査役は、必要がある場合には、稟議

要書類、および要請する関係書類・資料

書その他社内の重要書類、資料などを閲

等を閲覧することができる。

覧できるようにしています。

９． その他監査役の監査が実効的に行なわ

8． その他監査役の監査が実効的に行なわ

れることを確保するための体制

れることを確保するための体制

（1）代表取締役は、役職員の監査役監査に対

（1）代表取締役は、役職員の監査役監査に

する理解、およびその環境の整備に努め

対する理解およびその環境の整備に努め

る。また、監査部門との定期的な意見交

ます。

換会を開催するなどの連携を図り、適切
な意思疎通および効果的な監査業務の遂
行を図る。
（2）監査役は、必要と認めたときは、特定の

（2）代表取締役は、
「監査役会規程」にもと

事項について、内部監査室およびその他

づき、当社の経営上の対処すべき課題、

の部署に、監査の協力を求めることがで

その他監査上の重要課題などについて、

きる。

監査役と定期的な意見交換を行います。

（3）監査役は、監査業務の充実と効率化を図

（3）監査役は、必要と認めたときは、特定

るため、定期的に会計監査人と情報・意

の事項について、内部監査室およびその

見交換等の緊密な連携を図る。

他の部署に、監査役監査に対し協力を求
められるようにしています。
（4）監査役は、定期的に会計監査人と財務
および会計に関する事項などの協議・意
見交換をするなど、緊密な連携をはかり、
その監査業務が実効的に行えるようにし
ています。

以上
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