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「改善報告書」の提出に関するお知らせ 

 

当社は、過年度の決算短信等を訂正した件につきまして、平成 24 年 12 月 7 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号の規定に基づき、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、本日別添のとおり提出いたしましたのでお知らせいたします。 

 

別添書類：改善報告書 

 以 上 
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(1) 社内調査委員会の構成及び目的 

社内調査委員会の構成は以下のとおりです。 

委員長  大川 博美（代表取締役社長） 

副委員長 村上 周一（専務取締役マーケティング本部長） 

委員   早見 誠一（監査役） 

杉浦 福太郎（執行役員管理部長） 

鈴木 浩（管理部内部統制課次長） 

森 雅紀（管理部経理課次長） 

寺田 正主（浅沼・杉浦法律事務所、弁護士） 

 

なお、上記委員長及び委員のほか、調査補助者として、当社管理部、営業企画部

から 15 名余り、及び外部専門家チームとして株式会社アカウンティング・アドバイ

ザリー所属の公認会計士等 8名を加え、調査を行いました。 

 

調査の目的は、以下のとおりです。 

① 不正取引に関する事実関係の調査及び解明 

② 過年度決算への影響額の確定 

③ これら調査結果を記載した調査報告書の作成 

 

(2) 第三者委員会の調査体制及び目的 

第三者委員会の構成は以下のとおりです。 

委員長  加毛 修  弁護士   銀座総合法律事務所 

委 員  新井 宏明 弁護士   銀座誠和法律事務所 

委 員  藤原 憲一 公認会計士 公認会計士藤原憲一事務所 

 

なお、上記の委員長及び委員のほか、弁護士及び公認会計士各１名が補助者とし

て加わって調査を行っています。また、第三者委員会の各委員と当社との間におい

て、その独立性に影響を及ぼす関係や取引はありません。 

 

調査の目的は、以下のとおりです。 

① 社内調査委員会の調査の方法、結果の妥当性に対する検証 

② 不正行為の発生原因と問題点の調査分析及び再発防止策の提言 

③ 不正行為に関する取締役の責任に対する提言 

 

(3) 社内調査委員会の調査結果 

社内調査委員会による内部調査の結果、平成 17 年頃から当社医療福祉営業部にお

いて、元営業部長の主導の下、当社及び複数の関係取引先間で、以下の実体のない
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架空・循環取引の売上計上及び仕入計上が行われたことが判明いたしました。 

不正の手口は直送取引（外部発注の商品が当社を経由せず、仕入先から納入先に

直接発送される取引）を利用したもので、元営業部長が営業担当として、商品の発

注から販売、納品まで全てを担当していました。元営業部長は、医療福祉営業部を

統括する立場にあったことから、部下をこれらの取引に関与させず、仕入先への商

品発注、販売先への納品・請求書作成などは、事務職員に指示を出し、取引に関す

る社内処理を行わせることにより、証憑類を偽造し、単独で全ての業務処理を行っ

ていたものでした。 

すなわち、直送取引を利用し売上高・売上原価を計上するものの、出荷・納品・

設置が行われていないという事実を隠し、かつ、複数の関係取引先の協力を得て、

注文書、納品書、請求書等の証憑類に基づき入出金を行うことで、社内において架

空取引であることを隠蔽していたものでした。 

これらの取引を当社及び複数の関係取引先間で循環させ、関係各社においてそれ

ぞれ売上高・売上原価を計上するとともに、一定の利益を計上していました。 

調査の結果、当社におけるこのような架空・循環取引の過去 7 年間の計上額は、

売上金額が約 2,891 百万円、仕入金額が約 2,519 百万円であり、年度別の状況は以

下のとおりでした。 

 

 

(4) 第三者委員会の調査結果 

当社は、平成 24 年 12 月 3 日、第三者委員会から調査報告書を受領いたしました。

当該調査報告書では、社内調査委員会の調査の方法、結果の妥当性について、架空・

循環取引を主導したと認められる元営業部長が行方不明であり、全く事情聴取がで

きていないことに加え、社内調査委員会は任意の権限しかなく、調査方法には限界

があるものの、現時点においては、適切に調査された妥当なものであるとの判断を

いただくとともに、再発防止策として、下記の 5項目の提言を受けました。 

１．コンプライアンスの徹底とコンプライアンス・マニュアルの改定 

２．各種規程集の見直しと実務との整合性の確認 

３．成果主義及び昇進・昇給制度の改革 

４．取締役会及び監査役会の更なる活性化 

５．管理・コンプライアンス部門の充実化 

 

３．過年度決算訂正の内容 

前述２．の調査結果に基づき、第 41 期（平成 19 年 10 月期）から第 45 期（平成 23

架空・循環取引計上額 （単位：百万円、未満切り捨て）

第40期 第41期 第42期 第43期 第44期 第45期 第46期
(平成18年10月期) (平成19年10月期) (平成20年10月期) (平成21年10月期) (平成22年10月期) (平成23年10月期) (平成24年10月期)

売上高計上額 157 254 355 489 418 570 644 2,891

売上原価計上額 143 224 318 429 362 492 548 2,519

合計
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年 10 月期）までの 5年間の過年度決算を訂正の範囲とすべきと判断いたしました。決

算訂正を行うにあたっては、訂正に足る根拠と訂正数字の確認を行い、各決算期にお

いて訂正を行いました。また、第 40 期（平成 18 年 10 月期）は、第 41 期（平成 19 年

10 月期）訂正報告書の比較年度としての決算数値であるため、訂正の範囲の年度と同

様な訂正を行っています。なお、第 39 期（平成 17 年 10 月期）以前の事象による影響

は、第 40 期（平成 18 年 10 月期）の期首の利益剰余金に反映いたしました。 

決算訂正の主な内容は、以下のとおりです。また訂正による主要な財務諸表項目へ

の影響額については、別紙Ⅰ「過年度の連結財務諸表への影響額」のとおりです。 

 

(1) 過年度決算訂正による内容及び影響額 

前述の架空・循環取引に関連し、過年度決算訂正による純資産への負の影響額は

349 百万円となりました（第 40 期（平成 18 年 10 月期）期首から第 46 期（平成 24

年 10 月期）の第 3 四半期末までの損益への影響累計額で、第 39 期（平成 17 年 10

月期）以前の損益への影響額 15 百万円を含んでいます）。 

 

(2) 決算訂正の主な内容 

決算訂正の主な内容は、以下のとおりです。 

① 架空・循環取引に関する「売上高」及び「売上原価」の取り消しを行いまし

た。また当該取引に関連する「売掛金」及び「買掛金」の各期末残高及び関

連する消費税等についても取り消しを行いました。これら取り消し処理に伴

う貸借差額については、一連の循環取引に関するオリバーの受取・支払超過

差額であるため、未払金（「その他流動負債」）あるいは未収入金（「その他流

動資産」）として計上いたしました。なお、「売上高」及び「売上原価」の取

り消しに伴い、当該架空取引に関する各期の利益も減少しています。 

② 架空取引に関連する「受取手形」及び「支払手形」の各期末残高については、

通常の営業取引によるものではないため、営業外受取手形（「その他流動資産」）

及び営業外支払手形（「その他流動負債」）へ振替えました。 

③ ①及び②により消去された受取手形及び売掛金に関連し計上されていた貸倒

引当金も合わせて消去し、各期の貸倒引当金繰入額・戻入額の調整を行いま

した。 

④ 上記訂正による損益への影響に関連する税効果会計の適用による調整及び第

46 期（平成 24 年 10 月期）第 1 四半期～第 3 四半期における法人税等計上額

の調整（未払法人税等の減額）を行いました。 

⑤ 第 40 期（平成 18 年 10 月期）における期首利益剰余金に対し、第 39 期（平

成 17 年 10 月期）以前に認識された架空取引の訂正による損益影響累計額の

調整を行いました。 
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第２ 改善措置 

１．不適切な情報開示等を行った直接的原因 

今回の一連の架空・循環取引については、元営業部長が主導し、実行したものであ

りますが、社内調査委員会及び第三者委員会によるヒアリングや各種分析から、以下

のような元営業部長個人に対する動機的な誘因に加え、当社の社内風土において本来

ならそのような誘因をはねつけるべきコンプライアンス意識が低かったこと、またこ

れらの不正な取引を防止・発見するための各種統制行為に不備があったことが、今回

のような不適切な処理が発生した要因であると考えています。 

再発防止に向け、直接的原因となった背景事象を以下のとおり整理いたします。 

 

(1) 動機的誘因 

(a) 予算達成へのプレッシャー 

当社では、上場時より月次決算制度を導入し、毎月、売上高及び営業利益実績

を社内で公表しています。売上高もさることながら営業損益で赤字になることは

営業責任者として相応の責任を問われる結果となり、医療福祉営業部のとりわけ

元営業部長が推進する床頭台ビジネスは粗利益率が低く、売上高を拡大しないと

営業利益が赤字になるというプレッシャーが昇格する毎に強くなっていったもの

と推測されます。 

平成 14 年 10 月に新規事業として立ち上がったメディカルファニチャー事業部

に、元営業部長は事業部長として就任していますが、業績不振により翌平成 15 年

10 月には、第 4 事業部第 1 グループ長に降格となりました。その後、同年の実績

及び医療福祉市場の拡大に伴い、翌平成 16 年 10 月に再度医療・福祉営業部部長

代理に就任しています。この降格経験が、元営業部長の業績成果に対する意識を

非常に強くさせた原因と考えられます。 

 

(b) 昇進・業績評価 

業績評価制度として、四半期毎に売上高と営業利益の予算を 100％以上達成した

営業所に報奨金を出す制度が、創業後数年経過した後から今日まで継続して行わ

れています。半期毎に開催される全国所長会議において、成績優秀者は役員を含

めて社長表彰される等、成果主義が全社に徹底されています。 

また昇進について、 終的には人物評価を加味し取締役会で承認されるものの、

営業責任者において早期の昇進を目指すには、売上高と営業利益をいかに予算ど

おり達成するか（評価項目中における業績評価シェアが占める割合が 95％）が重

要となります。 

元営業部長は売上高と営業利益の予算達成回数による業績評価も高く、多忙で

在社時間は少ないものの部下からの評価も良好であったため、同期入社の中では、

も早く執行役員に就任しました。 



 

6 

 

(2) コンプライアンス意識、社内体制・統制の不備 

前述の架空・循環取引の実行に対する動機的誘因に加え、一方で、当社における

業績重視の風土の中、これら架空・循環取引を未然に防止すべきコンプライアンス

意識が希薄化し、またこれら架空・循環取引を防止・発見するための各種内部統制

の仕組みも必ずしも十分ではなかったことが、長期に及ぶ一連の架空・循環取引の

実行につながったと考えられます。 

以下ではこれらの視点から整理いたします。 

 

(a) コンプライアンス 

コンプライアンス・マニュアルが平成 15 年 4 月に制定・社内掲示されています

が、役員及び社員に対する研修も十分ではなく、必ずしもコンプライアンス意識

が浸透しているとは言えない状況にありました。そのため、営業成績や営業実務

優先による管理業務の簡略化が行われ、遵法意識や管理意識が十分ではありませ

んでした。 

 

(b) 内部統制の不備 

今回、架空・循環取引の温床として利用された直送取引については、①取引開

始時・取引承認時、②仕入・売上計上時、③代金回収・支払時の大きく 3 つの段

階において、以下のような（ア）規程の不備、（イ）運用上の例外的取扱い・不備

及び（ウ）内部監査等のチェック機能の不備が存在したため、一連の架空・循環

取引が長期間にわたり見逃されてきました。 

 

① 取引開始時・取引承認時 

規程の不備として、与信管理規程においては、継続的取引の場合に、営業担当

者が得意先申請書を起案する旨も定められていましたが、「継続的取引」が厳密に

定義されていませんでした。そのため運用上、仕入（購買）において、会社の定

めた支払い条件の範疇であれば、単発の取引としてのスポット取引として金額的

な制限もなく仕入処理することが可能となっていました。 

取引の承認においても、スポット取引においては継続的取引で定められた決裁

権限よりも緩い規程となっており、仕入取引の場合、継続的取引であれば、元営

業部長の決裁権限が 20,000 千円以下であり、それを超える仕入取引については、

営業統括本部長の決裁承認が必要となる一方、スポット取引では当社所定の支払

条件内である場合には、部長・支店長（階層的には元営業部長（担当役員）の下）

に決裁権限が付与されていました。 

このような規程の不備に加え、運用面においても、一連の架空・循環取引につ

いては、多くの場合、スポット取引の申請書の提出が徹底されていませんでした。 
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また、このような運用上の例外的取扱い・不備については、内部監査でも検出

されておらず、チェック機能が十分に働いていませんでした。 

 

② 仕入・売上計上時 

受注入力時における取引先からの注文書の確認については、指導は行っていま

したが、規程上では必須とされていませんでした。また実際の運用上も注文書が

なくても受注システムへの入力が行われており、また後日に注文書を確認するこ

とも徹底されておらず、今回の一連の架空・循環取引においても元営業部長の指

示により、営業事務職員によって手書きのメモ等による入力処理が行われていま

した。 

次に、仕入・売上計上時における納入商品の現品移動確認について、自社工場

の生産過程において組み込まれる外注部品については、外注管理規程において社

外における工程管理や納品管理に関する定めがありますが、今回の直送取引にお

ける外部からの購入商品に適用される購買管理規程においては、外注管理規程に

みられるような、納品管理に関する規程が存在していません。実際の運用上、商

品が仕入先から 終ユーザーへの直送となっている場合、当社においては仕入先

からの納品書をもって納品としていますが、その際に、取引の実在性を担保する

終ユーザーへの納入事実の確認がルールとして十分網羅的に行われていません

でした（具体的には運送会社による受領書や、 終ユーザーからの受領書などに

よる確認）。 

当該規程の不備は今回の一連の架空・循環取引を防止できなかった大きな要因

の一つと判断しています。 

 

③ 代金回収時・支払時 

直送取引に関する仕入については前述のとおり継続的取引であっても 20,000 千

円超の取引については、組織規程（職務権限事項）において、営業統括本部長に

よる承認が定められていますが、元営業部長は 20,000 千円超の仕入代金の支払に

ついて、営業統括本部長の承認がないまま、部下に仕入取引の入力処理を行わせ

ていました。 

次に、直送取引の売上に関する請求書の発行について、管理部電算課での作成・

発行が原則となっていましたが、業務用家具市場における物件締めという商習慣

により、各営業所で客先要望に応じた請求書を発行できるようにするため、申請

を受けた取引先への請求書については、営業所において、その作成及び発行が認

められていました。 

このことも今回の不正の手口に利用され、具体的には元営業部長により、循環

して当社に戻ってきた架空商品の販売取引に係る請求書において納品先の改竄が

行われていたことが判明しています。 
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さらに、営業部からの得意先申請書に基づき、各取引先との支払時期等の支払

条件が定められていますが、営業部からの申告に基づく支払条件等の変更を認め

ていたため、元営業部長は、通常では手形による回収と登録されている取引先の

回収条件を、あたかも納品トラブルで検収が遅れたような工作をし、現金回収に

変更することで、延滞が発生していなかったかのように装い、架空・循環取引に

かかる資金の回収時期を調整していました。 

組織規程（職務権限事項）上、直送取引については、通常の自社製商品販売と

は異なり、営業部において販売管理（受注、購買等の決定、納品の確認）だけで

なく、取引先管理（与信管理等）も行われ、他部署からの牽制が効きにくい状況

にあり、元営業部長が申請した不正な取引条件変更についても、管理部では取引

が客観的で妥当なものであるかの判断や、納品の事実についての確認が行われて

いなかったため、実質的なチェックが実施されていませんでした。 

また、このような運用上の例外的取扱い・不備については、内部監査でも検出

されておらず、チェック機能が十分に働いていませんでした。 

 

(3) 監査役監査の不全 

監査役会設置会社である当社には監査役監査規程があり、各監査役の職責として

取締役の職務執行監査を行い、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立する

責務を負うことになっています。しかしながら、監査役会は 3 ヶ月に 1 回以上招集

されているものの、四半期決算の報告がされるのみであり、監査状況の共有等は行

われていませんでした。また、代表取締役との定期的な会合、経営及び監査の方針

の確認や、適正な経理処理などの監査上の重要課題の意見交換も行われていません

でした。 

 

２．再発防止に向けた今後の改善措置 

当社は、上記１．に記載された問題点及び現状を踏まえ、今後類似の不適切な情報

開示が二度と発生しないよう、以下の再発防止に向けた改善措置を実施してまいりま

す。 

 

(1) 予算設定方針の見直し 

予算の設定時において営業担当役員は、各部門が設定した営業予算が過度のノル

マとならないように、予算が事業環境や市場状況等も勘案した妥当性・健全性のあ

る予算となるように、一連の予算設定プロセスについても管理指導することといた

します。 

具体的には平成 25 年 1 月までに予算設定指針を作成し、当該指針について予算設

定に携わる部店長向け研修（平成 25 年 2 月予定）、及び所長向け研修を実施します

（平成 25 年 5月予定）。また、今後（平成 26 年 10 月期予算より）、単年度の予算組
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成だけでなく、各部門長が設定した中期営業目標を基にした次年度の営業予算案を、

従来よりも早い時期より経営会議において複数回協議し、各部門の納得感のある予

算組成を実施してまいります。 

なお、これによる平成 25 年 10 月期の業績予想に与える影響はありません。 

 

(2) 人事評価制度・人事政策方針の見直し 

当社には年 2 回賞与支給時に行われる成果評価と、年 1 回昇給・昇格時に行われ

る能力・総合評価がありますが、ともに売上高及び営業利益に関する予算達成とい

った営業数値面に重点を置きすぎた評価方法について見直しを行います。 

具体的には、営業部門における賞与支給時の成果評価については売上・利益予算

の達成評価のみならず、部下の指導、自己研鑽、新規開拓など将来に対する取組み

など当期の業績に直結しない項目についても高い評価点を与えることを検討いたし

ます。また昇給・昇格時に行われる能力・総合評価についても、営業数値以外に統

率力、判断力、折衝力などの管理能力や人物評価を組み入れ、部門長ヒアリングな

どを経て人事評価を行うことといたします。 

次に、本事案は元営業部長が同じ部署で 10 年以上その責任者として従事し、また

その部下もほぼ固定されていたことが不正の背景にあったと考え、部門利益優先の

人事政策を改め、定期的なローテーション人事の仕組みを構築いたします。 

管理部の人事データベースより、同一部署、同一業務の担当者としての在職期間

が一定年数を超える社員を抽出し、当該業務のリスク評価を行い、管理部長と当該

所属部門長の協議により、業務の健全性を保持するために異動が必要と判断された

場合は、当該業務担当の社員について、人事ローテーションの優先的な異動対象者

として配置転換を検討いたします。 

人事評価制度については、平成 25 年 2 月までに検討を行い、同年 3月に人事関連

規程の改定・社内掲示を行うとともに、来年度よりの新制度での運用に向けて平成

25 年 5 月～6 月に管理者向けの評価者研修及び全社員向けの新評価制度についての

説明会を実施いたします。 

 

(3) コンプライアンス委員会の設置 

社長（経営会議）の諮問機関としてコンプライアンス委員会を平成 25 年 1 月に設

置し、次項に記載するコンプライアンス・マニュアルの改定や各種講習会・研修の

検討・実施に加え、法令遵守の実施状況の定期的モニタリングや、当社社員からの

コンプライアンスに関する相談窓口、問題発生時の初期対応を担うことで、コンプ

ライアンス体制を拡充いたします。 

 

(4) コンプライアンス・マニュアルの改定とコンプライアンスの徹底 

コンプライアンス委員会主導の下、平成 25 年 1 月にコンプライアンス・マニュア
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ルを改定（運用は平成 25 年 2 月予定）するとともに、経営幹部も含めた全社員に対

し、改定後のコンプライアンス・マニュアルの周知徹底を図るため、今後、年に一

回以上の講習会を実施します（平成 25 年度は 2月に開催予定）。 

さらに、コンプライアンス・デーを制定し、今後毎年全社員がコンプライアンス

について再確認を行う機会を設けるとともに、社員へのコンプライアンスに関する

継続教育のための e-ラーニングによる研修制度（理解度を確認するためのテストも

含む）の導入（平成 25 年 5 月予定）も行い、コンプライアンス意識の向上を目的と

した社内教育プログラムを充実させます。 

 

(5) 与信管理規程の改定及びスポット取引の見直し 

スポット取引についての例外的な取扱いが不適切に利用されることがないように、

与信管理規程において継続的取引とスポット取引の定義を明確に定めるとともに、

スポット取引については利用要件について取引金額及び取引頻度で制限する等、取

扱い方針について見直しを行い、併せて関連規程（与信管理規程）の改定（平成 25

年 1 月予定）を行います（運用は平成 25 年 2 月予定）。 

また、内部監査においても、その遵守状況について、重点的に事後チェックを行

います。 

 

(6) 直送取引に関する物品受領確認 

今回の架空・循環取引の背景には、直送取引につき、取引の実在性を担保する客

先への納入事実の確認が十分網羅的に行われていなかったという事実があったこと

を踏まえ、関連規程（組織規程（業務分掌事項・職務権限事項））を改定（平成 25

年 1 月予定）の上、搬入設置を伴う全ての直送取引に関し、物品の受領の確認を徹

底することといたします。実務上の運用については、上記にあわせ一部営業所にお

いて先行的に試験運用し、状況を確認した上で、平成 25 年 3 月より全営業所におい

て運用を開始する予定です。 

具体的な受領確認方法としては、施設案件について営業担当者が 終ユーザーへ

の納入時に商品の納入状況を確認し検収を行うこととし、新築案件など納入時に検

収が行えない場合であっても納入後、販売店や 終ユーザー立ち合いのもと事後的

に検収を頂くこととし当社営業部門でこれらの証憑の回収管理を徹底させます。 

また、内部監査においても当該手続きを重点的にチェックすることで、新ルール

の徹底を図ります。 

 

(7) 請求書発行業務の見直し 

請求書の発行については、各営業所での発行を禁止し、本社管理部での一元管理

を行うように関連する社内ルールの整理・改定を早急に行ってまいりますが、請求

業務については、得意先への状況確認等が必要となるため、先行的に平成 24 年 12
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月 21 日以降請求分について一部営業所より順次試験運用を行い、必要となるシステ

ム対応等を行った上で、関連規程（組織規程（業務分掌事項））の改定を行い（平成

25 年 3 月予定）、平成 25 年 4 月 21 日以降の全営業所の請求書について例外なく全て

管理部電算課で作成し、直接送付するものといたします。 

また、客先要望に応じた請求書を発行する場合は、営業部から電算課への書面に

よる請求書作成依頼に基づき、電算課において商品名・金額・数量に誤りのないこ

と等、担当者による依頼内容の確認、電算課長による照合・承認がなされた後、発

送する手順に変更いたします。 

さらに、管理部電算課において増加する請求関連業務に対応するため、必要に応

じ人員の増強も行います。 

 

(8) 直送取引に関する営業部の権限縮小及び購買部門の新設による職務分掌の再構築 

今回、架空・循環取引の温床となった直送取引については、通常の自社製商品販

売とは異なり、一定の決裁金額の上限の設定はあるものの営業部に権限が集中し、

他部署からの牽制が効きにくい状況にあったため、今後、営業部における発注権限

を廃止し、マーケティング本部内にカタログ外製商品の購買を管轄する購買部門（第

二購買部）を新たに設置し（平成 25 年 1 月 21 日予定）、受注部署と発注部署との職

務分掌を再構築いたします。 

具体的には従来直送取引として営業部で発注がなされていた取引について、関連

規程（組織規程（業務分掌事項））を改定し（平成 25 年 1 月予定）、今後営業部は、

指定様式による収支案件管理表、得意先からの発注書、製品図面や仕様書を添付し

た上で、金額基準に応じた管理者の承認後、第二購買部に発注依頼を行い、第二購

買部がそれを受け発注管理及び支払に関するチェックを行うという社内業務手順に

変更いたします。 

第二購買部の実働部隊として、既に平成 24 年 10 月 21 日付の組織変更により発足

している東日本業務センター及び西日本業務センターを、その権限を強化したうえ

で、第二購買部の所属といたします（平成 25 年 1 月 21 日予定）。 

また、上記 2業務センターに加え、今後平成 24 年 11 月 21 日に新設した中部業務

センター、平成 25 年 4 月に新設予定の北海道、東北地区を統括する仙台業務センタ

ー及び中国、四国、九州地区を統括する福岡業務センターをもって、全国をカバー

する予定です（平成 25 年 4 月 21 日予定）。 

内部監査においても、直送取引に関する購買取引の承認状況や、支払い時の承認

状況について、重点的にチェックを行い、新ルールの徹底を図ります。 

 

(9) 規程の改定に対する社員向け研修会の実施 

業務に関する規程の運用面でも不備があったことを踏まえ、規程遵守の再徹底を

促すとともに、今回の規程の各種改定について、研修計画を策定の上（平成 25 年 1
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月予定）、本社及び全営業所の社員に社内研修会を実施し（平成25年 2月～3月予定）、

関連する社内規程及び関連業務手順の理解とその遵守を徹底させます。 

 

(10) 内部監査体制の充実と内部監査の強化 

今回の架空・循環取引については、結果として当時の内部監査において発見でき

なかったという事実に鑑み、今後、内部監査の独立性を担保し、その権限をより強

化するため、平成 25 年 1 月より内部統制課を社長直轄の内部監査室として、内部監

査の結果を社長・マネジメントにタイムリーに報告し、必要な対策を検討・実施す

るとともに、東京本社にも内部監査室の分室を設置、人員増員も含め内部監査体制

自体も拡充させます。また内部監査の充実に向け、特に新しく補充された内部監査

要員に対しても、外部専門家の支援を受けて、内部監査に関する教育・研修を行う

とともに、会計監査人との連携も強化の上、監査の実施頻度の向上、実施対象範囲

の拡大等を図る予定です。 

また、内部監査時には今回の架空・循環取引の再発防止に向け、前項までに記載

した各種対策のフォローアップ（下記の重点項目含む）を確実に行い、今後継続的

にチェックすることにより、改定後の各種規程やルールの運用確保にも努め、モニ

タリング機能の強化にも努めてまいります。 

 

【当年度内部監査重点項目】 

スポット取引の運用状況（承認状況を含む） 

購買取引の承認状況 

直送取引に関する物品受領確認 

直送取引に関する支払時の承認確認 

 

(11) 取締役会及び監査役会の更なる活性化 

(a) 取締役会の監督機能の強化 

当社における実質的な意思決定を担っている経営会議に対し、取締役の業務執

行を監督するという取締役会の機能を活性化するため、両会議それぞれの権限を

会議規程及び取締役会規則の改定（平成 25 年 1 月予定）により明確にするととも

に（運用は平成 25 年 2 月予定）、役員及び執行役員を対象にこれら規程の改定内

容について研修を実施いたします（平成 25 年 2 月予定）。 

また、取締役会が取締役の業務執行について十分な管理監督機能を果たせるよ

うに月に 1 回の開催を目途に開催頻度を増やすと同時に審議事項の充実も図りま

す。 

 

(b) 監査役会の機能向上 

監査役会についても開催頻度を増やすとともに、より実効的な監査役機能を果
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たしていただくため、監査役にはより多くの取締役会への出席を要請いたします。

社外監査役の機能面においても、見識のある専門家を選任し、協議の充実化を図

ります。 

また取締役の職務執行について十分な監査を行うため、監査役会は、内部監査

室と四半期毎に定期ミーティングを実施するほか、内部監査室より常勤監査役へ

の定期報告を毎月行うなど、連携を強化することで監査の範囲や頻度の拡大を図

るとともに、会計監査人とも四半期毎に連絡会等を行うことでより一層の情報の

共有化を図る予定です。 

 

(12) 改善措置の実施スケジュール 

改善措置項目につきましては、すみやかにその効果を検証しながら実施してまい

ります。なお、実施項目によっては、時間を要するものもありますが、その場合で

もスケジュールを明確にして、二度とこのような事態を起こすことがないように着

実に実施してまいります（別紙Ⅱ「改善措置の実施スケジュール」ご参照）。 

 

３．社内関係者の処分について 

一連の架空・循環取引を主導的に行ったと認められる当社元営業部長は現在行方不

明であるため、当社は平成 24 年 9 月 28 日開催の賞罰委員会において、不法な架空取

引をしていたこと及び無断欠勤等を理由として懲戒解雇手続きを開始し、翌日の 9 月

29 日開催の取締役会において執行役員から解任いたしました。 

社内調査の結果、関係部署の他の社員については一連の架空・循環取引への直接的

な関与は認められませんでしたが、同じ部署にいながら長年にわたって当該架空・循

環取引を見逃してきた点及び関連取引に関する納入の確認が十分徹底されていなかっ

たことなど、一定の責任が認められたため、関係部署の社員については、社内規程に

従い厳正な処分をいたしました。 

さらに、管理監督責任を負う当社取締役については、今回の事態の重要性について

厳粛に受け止め、その経営責任を明確にするため、平成 24 年 12 月 4 日開催の取締役

会において、以下の処分を行いました。 

代表取締役社長 大川 博美 月額報酬の 30％を三ヶ月減額 

取締役副社長 中根 研吉 月額報酬の 30％を三ヶ月減額 

常務取締役 大川 和昌 月額報酬の 30％を三ヶ月減額 

常務取締役 福岡 博之 月額報酬の 30％を三ヶ月減額 

その他の取締役  月額報酬の 10％を一ヶ月減額 

 

なお、常勤監査役から報酬の自主返上の申し入れがあり、同じく 12 月 4 日に開催し

た監査役会で了承されました。 

常勤監査役 早見 誠一 月額報酬の 5％を一ヶ月返上 
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４．不適切な情報開示等が投資家及び証券市場に与えた影響についての認識 

今般、当社におきまして不適切な取引により、過年度の決算を訂正するという事態

になり、株主、投資家、取引先及びその他関係者の皆様には多大なご迷惑とご心配を

おかけしましたことを重ねて深くお詫び申し上げます。 

上場企業としての重大な責任があると反省するとともに、今後二度と本件のような

不適切な処理が発生しないように、上記のとおり役員に対して処分を行うとともに、

当社全役職員が一丸となり、本報告書でお約束いたしました再発防止策を確実に実行

し、信頼回復に向けて鋭意努めてまいります。 

 

以 上 
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（別紙Ⅰ）「過年度の連結財務諸表への影響額」 

          (単位：百万円、未満切り捨て)

      連結損益計算書 

      売上高 売上原価 営業利益 経常利益 当期純利益

第 40 期 平成 18 年 10 月期 

訂正前 22,588 16,100 2,335 2,461 1,120

増 減 △157 △143 △14 △15 △15

訂正後 22,431 15,957 2,321 2,446 1,105

第 41 期 平成 19 年 10 月期 

訂正前 22,735 16,045 2,622 2,670 1,405

増 減 △254 △224 △29 △30 △30

訂正後 22,480 15,820 2,593 2,639 1,375

第 42 期 平成 20 年 10 月期 

訂正前 22,377 15,981 2,384 1,986 △1,064

増 減 △355 △318 △37 △39 △39

訂正後 22,022 15,662 2,346 1,946 △1,103

第 43 期 平成 21 年 10 月期 

訂正前 18,306 13,151 1,484 1,580 244

増 減 △489 △429 △59 △62 △62

訂正後 17,817 12,721 1,424 1,518 181

第 44 期 平成 22 年 10 月期 

訂正前 19,023 13,871 1,462 1,538 689

増 減 △418 △362 △55 △58 △58

訂正後 18,605 13,508 1,406 1,480 630

第 45 期 平成 23 年 10 月期 

訂正前 20,445 14,958 1,802 1,938 858

増 減 △549 △492 △56 △60 △69

訂正後 19,896 14,466 1,745 1,878 789

第 46 期 

平成 24 年 10 月期 

（第 1四半期） 

訂正前 4,722 3,422 379 438 202

増 減 △138 △99 △39 △39 △23

訂正後 4,583 3,323 339 399 179

平成 24 年 10 月期 

（第 2四半期） 

訂正前 12,524 9,008 1,579 1,738 752

増 減 △387 △311 △75 △75 △45

訂正後 12,136 8,696 1,504 1,662 706

平成 24 年 10 月期 

（第 3四半期） 

訂正前 17,563 12,652 2,004 2,200 920

増 減 △525 △428 △96 △96 △58

訂正後 17,037 12,223 1,908 2,104 861
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(単位：百万円、未満切り捨て)

訂正前 5,578 26,674 32,253 5,258 5,375 10,634 21,618 6,095 

増　減 △96 53 △42 △66 54 △12 △30 △30 

訂正後 5,482 26,728 32,210 5,191 5,430 10,622 21,588 6,065 

訂正前 5,692 26,501 32,193 5,448 4,634 10,082 22,111 7,099 

増　減 △114 20 △94 △123 90 △33 △61 △61 

訂正後 5,577 26,521 32,099 5,325 4,724 10,049 22,050 7,038 

訂正前 4,857 23,943 28,801 4,608 4,922 9,530 19,270 5,818 

増　減 △87 22 △65 △102 137 34 △100 △100 

訂正後 4,769 23,966 28,735 4,505 5,060 9,565 19,169 5,718 

訂正前 4,150 23,551 27,702 3,593 5,107 8,700 19,001 5,835 

増　減 △104 23 △80 △51 134 82 △163 △163 

訂正後 4,045 23,575 27,621 3,541 5,241 8,783 18,838 5,672 

訂正前 4,560 23,732 28,293 4,029 5,197 9,227 19,066 6,305 

増　減 △120 0 △120 △132 233 101 △221 △221 

訂正後 4,440 23,732 28,172 3,897 5,431 9,328 18,844 6,083 

訂正前 4,251 25,371 29,622 4,214 5,726 9,941 19,681 6,945 

増　減 △103 △8 △112 △30 209 178 △290 △290 

訂正後 4,147 25,363 29,510 4,184 5,935 10,120 19,390 6,654 

訂正前 4,538 24,366 28,904 4,357 4,693 9,050 19,853 7,038 

増　減 △122 0 △123 △83 275 191 △314 △314 

訂正後 4,415 24,365 28,780 4,273 4,968 9,241 19,538 6,724 

訂正前 7,255 25,345 32,600 6,521 5,302 11,824 20,776 7,588 

増　減 △267 △1 △269 △224 292 67 △336 △336 

訂正後 6,987 25,343 32,331 6,297 5,594 11,891 20,440 7,251 

訂正前 6,095 25,915 32,010 6,312 4,971 11,284 20,726 7,647 

増　減 △304 △1 △306 △278 321 42 △349 △349 

訂正後 5,790 25,913 31,704 6,033 5,293 11,327 20,377 7,297 

平成24年10月期

（第3四半期）

第45期 形成23年10月期

第46期

平成24年10月期

（第1四半期）

平成24年10月期

（第2四半期）

第43期 平成21年10月期

第44期 平成22年10月期

第41期 平成19年10月期

第42期 平成20年10月期

総負債
内、

利益剰余金

第40期 平成18年10月期

受取手形

及び売掛金

その他の

資産
総資産

支払手形

及び買掛金

その他の

負債

連結貸借対照表

資産 負債 純資産
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（別紙Ⅱ）「改善措置の実施スケジュール」 

 

平成24年

～12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月～

（1） 予算設定方針の見直し

① 予算設定方針及びプロセスの見直し 検討
予算設定指針の

策定

② 管理者研修の実施
予算設定指針
研修（部店長）

予算設定指針
研修（所長）

（2） 人事評価制度・人事政策方針の見直し

① 人事評価制度の見直し 検討 → → 方針決定

② 人事ローテーション方針の策定 検討 → → 方針決定

③ 人事関連規程の見直し、改定 検討 改定・社内掲示

④ 管理者向けの人事評価研修の実施

⑤ 人事制度の従業員向け説明会の実施

（3） コンプライアンス委員会の設置

① 委員選定及び委員会の設置 検討 設置・社内掲示

② 定期ミーティング 初回ミーティング
(以後、

定期的に実施)

（4）

① コンプライアンス・デーの制定 検討 社内掲示

② コンプライアンス・マニュアルの改定 検討
改定・

社内掲示
運用

③ コンプライアンス講習会の実施 検討 講習会
(以後、毎年

定期的に実施)

④ ｅ-ラーニングによる社員研修制度の導入 検討 → 導入

（5） 与信管理規程の改定及びスポット取引の見直し

① 与信管理規程の見直し、改定 検討
改定・

社内掲示
運用

（研修会）

② 内部監査による運用状況テスト 内部監査

（6） 直送取引に関する物品受領確認

改定・
社内掲示

（研修会）

② 内部監査による運用状況テスト 内部監査

（7） 請求書発行業務の見直し

検討 →
改定・

社内掲示

（8）

① 規程の見直し、改定 検討
改定・

社内掲示

② 組織改編（購買部門の新設）
組織改編
STEP1

組織改編
STEP2

STEP1：都市部（東京・名古屋・大阪）、
STEP2：地方（仙台・福岡等）

都市部運用 地方運用

③ 内部監査による運用状況テスト 内部監査

（9） 規程の改定に対する社員向け研修会の実施

① 規程改定に関する担当者研修の実施 検討 研修計画策定

（10） 内部監査体制の充実と内部監査の強化

①
組織改編（内部統制課を社長直属の内部監
査室に）

検討 組織改編

② 内部監査人員の増強及び分室の設置 検討 増員配置 分室設置

③ 内部監査人への教育・研修

④ 内部監査の実施
監査計画の
再策定

以後、監査
計画に従い
継続実施

→ →
→

（重点項目
監査）

→ →

（11）-a 取締役会の監督機能の強化

①
取締役会規程、経営会議規程の見直し・改
定

検討 規程改定 運用

② 役員研修の実施
役員・執行役員

研修

③ 社外監査役の取締役会出席の要請 実施

（11）-b 監査役会の機能向上

① 社外監査役の選任 選任

②
会計監査人との情報共有の強化・定期的会
合の実施

定期連絡会の
実施

定期連絡会の
実施

(以後、四半期毎
定期的に実施)

③ 内部監査室との連携強化
月例ミーティング

の実施
→ → → → → →

社員向け説明会

平成25年

役員・管理職社員研修

①
組織規程（業務分掌事項・職務権限事項）の
見直し、改定

検討 全面運用

試験運用・状況確認

コンプライアンス・マニュアルの改定と
　コンプライアンスの徹底

① 組織規程（業務分掌事項）の見直し、改定
試験運用・状況確認→順次導入

直送取引に関する営業部の権限縮小及び
　購買部の新設による職務分掌の再構築

全面運用検討

検討

研修会実施

勉強会実施


	「改善報告書」の提出に関するお知らせ
	バインダ1
	バインダ1
	調査報告書表紙
	改善報告書_2012.12.21_Final

	「改善報告書」の提出に関するお知らせ


