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「改善報告書」の提出について 
 
 当社は過年度（平成１４年９月中間期から平成１７年９月中間期）の決算短

信等を訂正した件について、平成１８年７月１３日付で、株式会社大阪証券取

引所並びに株式会社名古屋証券取引所より「改善報告書」の提出を求められて

おりましたが、昨日別添のとおり提出いたしましたのでご報告いたします。 
 
 別添書類：改善報告書 
                                 以 上 



                      平成１８年 7 月２７日 

           改 善 報 告 書 

                             

株式会社大阪証券取引所 

取締役社長 米田 道生 殿  

株式会社名古屋証券取引所 

代表取締役社長 畔柳 昇 殿                

                                             フクビ化学工業株式会社 

                                             代表取締役社長 八木誠一郎            

     
弊社は、この度、連結子会社の元営業所長の不正行為により、過去４事業年度の

決算短信等の訂正をおこないました。 
訂正報告を開示するに当りましては、株主並びに一般投資家の皆様を始め、関係

各位に多大なるご迷惑とご心配をおかけ致しましたことに対して、改めて深くお詫び申

し上げますと共に、「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２３条第１項の規定に基づき、その経緯及び改善措置を記載した改善報告書を

茲に提出いたします。 
 

１． 経緯 

(1) 原因 
  平成１４年度から平成１７年度までの４事業年度に亘り、支配力基準による弊社の

連結子会社の元営業所長（以下「元所長」と致します。）が、不正な支払い決済、不

正な資金流出等を行なうために架空の商品を目的とする売買を仕組み、加えて架

空取引を隠蔽するため連結子会社、弊社および商社４社の合計 6 社を巻き込んだ

架空の循環取引を発生させていたことが判明致しました。 

  弊社並びに連結子会社において当該取引に関して調査し、詳細を確認した結果、

弊社に計上された架空取引の金額は４事業年度合計で、連結ベースでは１７８億９１

百万円、個別ベースで６０億１６百万円でした。 

 平成１７事業年度のみでは連結ベースで８５億４４百万円であり、取消前連結売上

げの１４．１％、個別ベースでは３２億９百万円で、取消前個別売上げの６．７％に相

当する額です。 

 社会的に公正・妥当な企業活動を行ない、有価証券報告書等、決算短信等およ

び IR 活動などを通して正しい情報を開示し、投資家の保護を図るべき上場会社とし

て全ての架空取引を取消すべきであるとし、会計監査人の見解を確認の上、訂正報
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告書を提出致しました。 

 
(2)原因となった取引の認識 

  

 A.原因発見の端緒 
     平成１８年２月、循環取引の一環であった商社の一社が、取引内容に疑問を抱き、

元所長から納品書、貨物受領書など商品の証拠書類を徴求しました。元所長は納

品書や貨物受領書を偽造して提出しましたが、当該商社における検討の結果、市

販の汎用的な帳票書類が使われていること、プラスチック製品としては単価が高すぎ

るものが有ること、商品の物量が膨大になることなど不自然な点を検出し連結子会社

に説明を求めました。 

      弊社の担当事業部長が元所長に説明を求めている最中に失踪したため、異常な

事態が発生していると認識するに至りました。 

  失踪後ただちに取引に関連する商品の存否確認のため、メーカーに擬せられて

いた成型業者ならびに、納入先に擬せられていた物流業者を訪問した結果、取引

の目的物とされていた商品は全くの架空であることが判明致しました。 

 
 B. 弊社及び連結子会社の認識 

   今回の架空取引は、搬送用機器の生産に必要な金型開発の立上げに失敗し、

肥大した費用を連結子会社が中心となり架空商品の循環取引で隠蔽しようとしたの

が端緒であり、結局その目論みが失敗したというのが大きな構図です。 
   架空の商品に用いられた搬送用機器部材は、実在する搬送用機器と密接な関係

にある物流資材であり、弊社グループとも別の商材で取引のある日本を代表する超

優良企業がユーザーとされたこと、元所長が積極的な偽装工作を続けたこと、売掛

金が滞りなく決済されていたことなどから、違法・不適切な取引であると感知するキッ

カケが得られませんでした。 
       特定ユーザー向けに開発した商品を納入する本件のような、弊社ならびに連結子

会社にとって比較的新しい事業に関する業務管理体制並びに内部監査体制が不

備で脆弱であったため、４事業年度に亘って不適切な会計処理を看過する事態を

招来したと認識しています。 
 
(3) 刑事告訴 

  去る４月２０日付けで、社外の弁護士・公認会計士等の専門家を招請して調査委

員会を立ち上げ、社内調査を実施いたしましたが、弊社及び連結子会社ともに、会

社が架空取引を指示あるいは黙認していたという組織的関与を裏付ける事実は全く

なく、両社ともそのような愚挙に出る動機も全くなしとの判断にいたりました。 
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  調査委員会の立上げ以前から、元所長の刑事告訴を決定いたしておりました連

結子会社は、その後手続きを進め、６月２７日に被告訴人を元所長、容疑を詐欺罪と

して、大阪府警本部に告訴状を正式に提出し、同日受理されました。  

 

 2.改善措置 

                                                
 (1) 事態の発生および発見が遅れた背景 

  弊社並びに連結子会社において、今回の事態の発見が遅れました背景には、①

商品仕入業務における職務分掌並びに決裁権限が不明確なために権限の集中行

使が発生していたこと、②相互牽制の意識並びに機能が低下していたこと、③内部

監査部門の監査機能が十分に働かなかったこと、④現品および商流確認という基本

動作が励行されていなかったこと、⑤法令・規則等の遵守の徹底を図る体制が十分

には確保されていなかったこと、⑥特注事業のリスク管理態勢に不備があったこと、

更には⑦人事が固定していたことあるいは固定化した人事に対するリスク管理態勢

が十分ではなかったことなどが挙げられるものと深く反省致しております。 
  就きましては、今般、貴所より監理ポストに割り当てられ、また、改善策の策定を求

められる事態に到りましたことを厳粛に受け止め、可及的速やかに以下の改善策の

実施、定着化を図ることにより再発防止に努める所存であります。 
 
 (２) 改善措置 

 
  ①業務分掌・決裁権限の明確化 

  
A. 職責毎の決裁限度額の設定 

 弊社では、従来仕入商品の取扱いに関する業務分掌並びに決裁権限が曖昧に

なっておりましたが、権限の明確化を図るとともに、その集中を排除するため、職責

別の売買決裁限度額を次のように設定し、既に実施に移しております。 
      
 【決裁限度額（１取引当り）】  

   職 責  決裁限度額 
部長・所長  100 万円未満 

事業部長  500 万円未満 

営業本部長  500 万円以上 

      （注）建材事業部においては、200 万円未満 100 万円以上を 
        ﾌﾞﾛｯｸ長決裁としています。 

    

 3 



 B. 低収益取引の稟議条件化 
  今回の事態では、粗利益率が３％から６％程度の商社的関与の取引が架空取

引の対象となりましたが、その反省から、粗利益率８％以下の取引を低収益取引と

位置付け、原則取引禁止の措置を実施致しました。但し、例外的に低収益取引を

実行しなければならない特段の事情がある場合には、営業本部長宛に稟議のうえ、

事前に承認決裁を取得することを条件と致しました。また、従来から制定されてお

ります建材事業部の特価申請基準の一部見直しも実施しております。    
 

C. 新規販売取引の稟議条件化 
  新規販売取引の開始に伴う与信限度額の新設あるいは増設は、全て商流を付

して稟議のうえ、限度額に応じ営業本部長あるいは社長の承認決裁を条件とする

手続きを徹底致します。このとき、信用リスクにつきましては、管理本部長宛に合議

を行うことと致しました。 
 与信限度額の設定方法並びに管理手続きについて、より精度を高め、８月から

の実施を予定しております。 
 

D. 新規仕入取引の稟議条件化 
  商品の仕入れにつきましては、従来は営業本部長の稟議決裁を条件としており

ましたが、今後は仕入商品につきましても、原材料仕入同様、管理本部長宛に、

商流を付して稟議手続きを行うものとします。 
 稟議決裁規程を改訂し、８月からの実施を予定しております。 
 

  E. 商品仕入業務見直し委員会の発足 
  今回の事態は、特注業務（主に CSE 事業部が担当）の商品分野で発生しました

が、同業務につきましては、担当者が仕入管理（仕入先選定、仕入条件の決定、

支払管理）、品質管理、販売管理（販売条件の決定、入金管理）を一手に実施して

おります。一方自社製品につきましては、建材問屋や大手専門商社を通じてのル

ート販売を基本として、仕入管理は管理本部資材購買部、品質管理は品質保証

本部というように各々業務分掌が確立され、相互牽制機能も働いています。 

 今後は、商品仕入業務につきましても、自社製品と同様の管理態勢に移行すべ

く、商品仕入業務見直し委員会を平成１８年６月２２日に立上げ、調査活動を開始

いたしました。特注業務という性格から克服すべき課題・問題も予想されますが、リ

スク回避を最優先に業務の見直しに取組んでまいります。 
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 ② 相互牽制機能の強化 
   

  A. 品番登録部門の一元化 
  新規仕入商品の品番登録申請は、商流を付して担当事業部長宛に行う一方、

登録手続きは営業本部営業企画業務部に一元化を図りました。 
 
  B. 得意先諸口口座の廃止 

  特注事業における取引相手先をシステム管理上も明確にすることにより、契約

口管理を厳格にするため、得意先諸口口座を廃止いたしました。 
 
  C. 雑品番の使用禁止 

 商品番号として雑品番を使用すると、取引実態の捕捉がシステム上不可能  

となるため、仕入商品の商品番号として雑品番を使用することを原則禁止致

しました。使用する場合は、一取引１０万円を上限として、完成品のアセン

ブリ部材・部品等についてのみ、完成品の名称を冠とする特定の雑品番（名

称雑番）の使用を限定的に認める手続きに変更致しました。 
   
  D. 休止口座の使用禁止 

 休止口座の使用による不測の事故の発生を防止するため、毎期末時点で、

当該期間中に販売実績がなく睡眠状態になっている得意先口座の使用を禁

止いたしました。取引が復活し、当該休止口座使用の必要性が生じた場合に

は、改めて新規得意先申請稟議を提出することにいたしました。 
 
 ③ 監査・監視態勢の強化 

 
  A. 内部監査室の充実 

 内部監査室は、直近は専任者１名を除き３名が兼任でしたが、今回の事態を踏

まえ、平成１８年６月２２日付けで室長に取締役を配置した他、業務に精通した専

任者４名（室長を含む。）の体制に移行いたしました。 
 内部統制システムの再構築を図るなかで、内部監査室に求められる監視機能を

一層明確にするとともに、並行して内部監査マニュアルを整備し、定期あるいは不

定期に業務監査を実施することによって、監視並びに牽制機能の強化を図ってい

きます。 
  更に、内部監査レベルの向上を図るため、監査法人からのアドバイス並びに指

導を受け、従来以上に監査法人との連携強化に継続して取組んでいく所存です。 
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B.『リスク統括部』の新設 

グループ各社のリスク管理の状況を統括管理する部署として、管理本部内 
に、１８年６月２２日付けでリスク統括部を新設いたしました。同部は、事 

業推進上対処すべきリスクとその対応策を、リスク管理委員会に上申のうえ

決定し、選定されたリスクに対する関連部門の対応状況を監視するとともに、

その効果の検証を担います。定着化・実効化には多少時間を要しますが、当

面は内部統制システム構築プロジェクトの後方支援の役割も果たしてまい

ります。 
 

  C. 関連会社統括部署の明定 
 当社社長室を、関係会社の統括部署と位置付け、各々の関係会社のグルー

プ内での役割を明確にするとともに、統括部署としての監督機能を担う態勢

に移行いたしました。但し、関連会社に対し、当社の営業本部、生産技術本

部、品質保証本部、管理本部は、各々業績管理、生産管理、品質管理、労務

管理等を実施することに致しました。今後は、管理態勢の強化と定着化を図

ってまいります。 
 
  D. 異常値の継続的監視 

  営業本部営業企画業務部は、各事業部が期首に販売先毎に設定した月別販

売計画に対する実績値を常時監視し、実績が 150%を超えた場合には、当該販売

部門に対し、書面報告を指示します。当該販売部門からの報告は、担当事業部長

を経由して、営業企画業務部長および営業本部長に回付され、その報告内容が

精査されることになります。このとき作成された報告書は、同時に内部監査室長に

も回付されることになっています。 

  一方、上振れの異常値監視とは別に、販売実績が月別販売計画に比し、50%

以上、下振れとなった場合も検知される態勢に変更致しました。 

  
  E. 与信管理態勢の強化 

  販売先の与信管理は、現在『主要販売先信用調査表』にて半期毎に実施して

おりますが、四半期毎に報告頻度を上げる一方で、内容および管理手法の一層

の充実も図る予定です。また、報告先を事業部長や営業本部長などの営業本部

に留めず、管理本部長、内部監査室長並びに監査役等にも拡大し、定着化を図り

ます。  
 また、リスク管理規程の整備を図る中で、与信管理規程の制定を８月に予

定しております。 
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  F. 連結子会社の業績報告の完全実施 
 今回の事態の発端となりました連結子会社は、支配力基準による連結子会社と

いうこともあり、当社の月例常務会での業績報告の対象としておりませんでしたが、

今回の事態を機に全ての連結子会社が月例常務会で業績報告を行う体制に移行

いたしました。 
 

  G 買掛金残高の定期的点検の実施 
 報告基準日を毎月２０日とし、仕入先からの請求金額と支払金額とに著しい差異

が発生している場合には、経理部長は当該部門長、営業企画業務部長、担当事

業部長および管理本部長に状況を連絡すると同時に、当該部門長から原因等に

つき報告を求める態勢に変更します。連絡を受けた当該部門長は、速やかに原因

を調査のうえ、営業本部（営業企画業務部長、事業部長、営業本部長）並びに管

理本部（経理部長、管理本部長）宛に書面報告をすることと致します。上記差異金

額について、より効率的な捕捉方法を確立し、８月から実施に移す予定です。 
 

 ④ 基本動作の厳守・励行 
 

  A. 商流確認の厳守 
  仕入商品の売買にあっては、取引相手方が例え商社であっても、製造業者およ

び最終需要家の把握に努めることとしました。 
 

  B. 現品確認の励行 
 仕入商品の売買取引においても、『注文書』、『発注書』、『納品書』という当事者

が発行する書類に加え、『貨物受領書』、『商品送り状』等の当事者以外の会社が

発行する書類の確認とともに、取引売買の目的物の確認（現品確認）という基本動

作の励行の徹底を図っております。 
  現品確認が売買取引時点で困難な場合には、貨物受領書、商品送り状等の後

日の取り受けを確認し、納品書に過度に依存する体質を改めました。 
     
 ⑤ 法令・規則等を遵守する経営風土の醸成 
 
  A. コンプライアンス規程並びにコンプライアンスマニュアルの制定 

  昨年６月にプロジェクト・チームを立上げ、コンプライアンス規程並びにコンプラ

イアンスマニュアルの制定に取組んでまいりましたが、平成１８年５月１７日の取締

役会を経て、正式に承認されました。コンプライアンスマニュアルは、連結子会社

を含むフクビグループの行動規範として位置付けられており、現在、定着化に向け

 7 



て鋭意努力致しております。 
  コンプライアンスマニュアルでは、社員にとって身近な法令・就業規則等の遵守

事項を中心に平易に解説いたしましたが、専門的な業務関連事項をなるべく簡明

に記載した解説書を、８月に、照会先担当者等を明示して社内 LAN に掲載する

予定でおります。 
 

  B. コンプライアンス研修 
 ５月８日に役員・理事を対象に、顧問弁護士を招請してのコンプライアンスセミナ

ーを開催するとともに、続いて、中堅幹部を対象とした研修会を開催するなど、法

令・規則等を遵守する経営風土の醸成に向けた具体的な取組みを開始しておりま

す。現在までの研修実績は、役員（関連会社役員を含む。）向け研修１回（２３名参

加）、中堅幹部向け研修２回（１３６名参加）、更に、全国の拠点を訪問のうえ、一般

社員向け研修１５回（６２５名）を開催し、遵守すべき主な具体的法令・就業規則、

法令遵守の重要性、内部通報制度等について、情報提供活動を展開致しました。 
 
  C. 業務規程等の整備 

  遅れておりました業務規程等の新設・改廃につきましては、昨年１２月よ

り内部統制システム構築プロジェクトを立上げ、その分科会の一つであるコ

ンプライアンス分科会において作業を開始し、整備に取組んでおります。 
 ６月２２日開催の定時株主総会で定款変更を終え、７月２６日の取締役会

で、新会社法の施行に伴う取締役会規程の改訂、執行役員規程の制定を終了

いたしました。更に、今回の事態を機に、基本的な組織規程（組織規程、職

務権限規程、業務分掌規程）並びに稟議決裁規程につきましても全面的な見

直しを実施し、稟議決裁事項の一層の明確化および職務権限の具体的内容に

ついて、明定する予定でおります。  
 業務規程につきましても、改訂作業の中で、併せて業務リスクを洗出  

し、内部統制システムの構築に向けた一助として作業を継続しております。 
  

 ⑥ 特注事業の管理態勢の整備 
 

  建材事業は、大手建材問屋や専門商社を通じて不特定多数のエンドユーザ

ーに、自社ブランド製品の販売を行うルート販売が中心であるのに対し、特

注事業は、直接に特定のユーザーに対して、OEM（Original  Equipment  
Manufacturing ）製品等を、個別の供給条件等に基づき開発・販売を行う

提案型セールスをその基本としております。 
 今後、特注事業における新規取引の開始は、稟議事項とし、販売見込額、
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収益予想、開発費用見込額、開発製品の供給義務（メンテナンス製品を含む）、

廃番等にかかる在庫補償の条件、販売条件、回収条件、供給条件、金型費用

の負担方法等につき、事前に確認のうえ、決裁権限者宛（事業部長、営業本

部長、社長、常務会あるいは取締役会）に稟議手続きを取ることにいたしま

す。決裁区分を確定のうえ、８月から実施の予定でおります。 
 
 ⑦ 人事政策 
 
 A. 大規模な人事異動 

 人事の固定化の解消と刷新を目的として、営業拠点長の半数以上を異動になる

という、近年にない大規模の人事異動を平成１８年６月２２日付けで発令いたしまし

た。 現在は、同一部署に１０年を超える継続勤務も珍しくはない状況ですが、特

に営業部門においては、今後は５~７年の転勤サイクルを一つの目処に、人事異

動を検討していく予定でおります。 
 
B. 本部を跨る人事異動 
  連結子会社における今回の事態発生の原因の一つに、特注業務を十分に担

えるだけの素養が担当者に不足していたことが挙げられていますが、同時に

会社としてもそのような人材の育成に十分に配意してこなかったのではな

いかと反省致しております。そのため、営業本部と他本部（生産技術本部や

開発本部等）との人事交流を深めるとともに、必要に応じて研修制度の導入

も検討し、特注業務の遂行に相応しい人材の育成に努めてまいります。  
               

C. 管理者研修の充実 
 管理者の管理能力が不十分であったことが、今回の事態の発覚が遅れた理

由の一つと反省いたしており、今後、先ず営業所長や支店長などの営業部門

の管理者を対象に、業績管理や労務管理とともに、リスク管理の観点からの

組織運営の要諦について、研修・教育の実施を検討してまいります。 
        

  上記の改善策の実施、定着化により再発防止に努めるのは勿論のこと、内部統制

の格段の強化を実現することにより、投資者保護の観点から、上場企業として、財務

情報等の適正かつ適時の開示を確保できる管理態勢の再構築に引き続き邁進致し

ます。 
                                 以上            
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