
平成 19 年１月 16 日 

 

各   位 

会 社 名  株式会社 東日カーライフグループ

代表者名  取 締 役 社 長 炭竈 紘樹 

(コード番号  8291  東証第 一 部) 

問合せ先  財務・主計部長 杉山 義治 

(TEL．03 － 5496 － 5205 ) 

 

 

(訂正)「平成 17 年３月期 第３四半期業績の概況（連結）」の一部訂正について 

 

 

 平成 18年 12月 20日付の｢業績に影響を与える事象の発生について｣及び平成 19年１月４日付の「業

績に影響を与える事象の発生について（追加）」において、過年度の決算短信(連結・個別)を訂正する

旨を発表いたしましたが、この度、平成 17 年３月期 第３四半期業績の概況(連結)の具体的な訂正内

容が確定しましたのでお知らせいたします。 

なお、訂正箇所につきましては、訂正前と訂正後をそれぞれ添付し、訂正箇所には＿＿を付して表示

しております。 

 

記 

 

１．訂正を行う決算短信(連結)の概要 

  決算期 ： 平成 17 年３月期 第３四半期(平成 16 年４月１日～平成 16 年 12 月 31 日) 

  発表日 ： 平成 17 年１月 31 日 

 

２．訂正の経緯 

平成 19 年３月期中間決算における監査法人による会計監査において、当社の連結子会社である

㈱カーネット車楽(以下、「カーネット車楽」という。)の債権債務の残高内容について調査するよ

う指摘がありました。 

これを受けて、当社はグループ内事業会社の経理担当者から選抜した内部調査チームを設置し、

監査法人とも連携して調査を実施してまいりました。 

具体的には、カーネット車楽の経理担当者が行った処理方法、帳簿の状況を個別データに遡っ

て検証し、また、システムにつきましても新中古車汎用パッケージシステムと新会計パッケージ

システムの連動について調査を行いました。この結果、システム連動状況の問題点、会計帳簿記

録内容の不備が発見されました。 

さらに、不正な支払や不透明な取引の有無についても出金状況、支払記録等のチェックなどの

他、経理担当者等への聴取を行うなど調査を実施いたしましたが、不正な処理や作為的な粉飾に

類する処理は発見されませんでした。 

カーネット車楽において、これらシステム連動の不一致及び会計帳簿類の不備を修正した結果、

営業費用等の計上漏れが発生していることが判明し、平成 17 年３月期から平成 19 年３月期中間

における損益に影響を及ぼすこととなりました。 
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３．原因と問題点 

従来、カーネット車楽では、当社の連結子会社である東京日産自動車販売㈱(以下、「東京日産」

という。)と同じシステムを共用しておりました。 

平成 17 年４月より東京日産が「日産ディーラー標準システム」を新たに導入することとなった

ため、カーネット車楽では平成 16 年 10 月から独自に中古車販売管理のための汎用パッケージシ

ステムと会計汎用パッケージシステムの採用を余儀なくされました。 

今回の調査において、システムの導入時からの不具合が次のとおり判明いたしました。 

導入時より売上原価処理が一部のケースで行われない等の不具合が発生したため、平成 17 年１

月にシステム上の対策を実施いたしましたが、新たに仕入が二重計上されるといったシステムの

不具合が発生しました。 

このような状況下、カーネット車楽の経理担当者は、システム連動のデータを使用せず、手作

業による経理修正処理を繰り返し、結果として個人の処理能力を超え、会計システムによらず決

算処理を行いました。加えて、平成 19 年３月期中間につきましては、平成 18 年４月の会計シス

テムのバージョンアップに伴う不具合が発生したことにより、手作業による工数の増加を来たし、

混乱を増幅することとなりました。 

この結果、従前より手作業により修正していた販売諸掛などの経理処理を適切に、また、継続

的に出来なくなる状況に陥りました。さらに、カーネット車楽内における経理数値へのチェック

機能が充分でなかったため担当者の誤った経理処理が是正されませんでした。 

本件の影響額の多くは、システムの不具合を契機とした不適切な経理処理から生じたものであ

り、当社としてはカーネット車楽において、これを管理、チェックする体制が不充分であったこ

とが本件に至る主たる要因であると判断しております。あわせて、当社による内部監査が充分機

能していなかったと反省しております。 

 

４．再発防止へ向けての今後の対策 

当社は、既に本件判明直後より、グループ内経理部門とシステム部門の合同対策チームをカー

ネット車楽に設置し、システム面及びチェック体制面の両面から平成 18 年 10 月以降の経理処理

に影響を及ぼさないよう対応しております。 

当社グループは、平成 18 年 10 月からスタートさせた経理部門の集中化をより有効に機能させ

ることにより、各事業会社の経理処理体制の強化を図ってまいります。 

また、社外監査役である弁護士にもアドバイザーとして参画を要請し、社長を委員長とする対

策委員会を平成 19 年１月より設置稼動させ、根本的な再発防止の対策を講ずるとともに、当社グ

ループ全体の内部監査体制を強化いたします。 

なお、カーネット車楽は、本件判明直後より直ちに経理部門に専任の部長を任命するとともに、

経理業務を明確にした上でスタッフの増員を実施し、再発防止に向けた体制強化を図っておりま

す。 

 

５．四半期業績概要（連結）の訂正状況 

上記の訂正の経緯等にかかる「四半期業績概要（連結）」の訂正資料は以下のとおりであります。 

訂 正 資 料 発 表 日 訂正日 

平成 17 年３月期 第３四半期業績の概況（連結） 平成17年１月31日 平成19年１月16日

平成 18 年３月期 第１四半期業績の概況（連結） 平成17年７月27日 平成19年１月16日 
平成 18 年３月期 第３四半期業績の概況（連結） 平成18年１月31日 平成19年１月16日 
平成 19 年３月期 第１四半期業績の概況（連結） 平成18年７月28日 平成19年１月16日 

 

 

以  上 
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平成17年３月期 第３四半期業績の概況（連結）  平成17年1月31日 

 

上場会社名 株式会社東日カーライフグループ （コード番号：8291東証第１部） 

（ＵＲＬ http://www.tn-carlife.co.jp）  

問合せ先 代表者役職名 取締役社長 氏名 炭竈 紘樹  

 責任者役職名 取締役 氏名 荒木 修一 （ＴＥＬ：03-5496-5205） 

 

 

２．平成17年３月期第３四半期業績の概況（平成16年４月１日～平成16年12月31日） 

 

【訂正前】 

 

(1) 売 上 高               注）百万円未満切捨て表示。 

17年３月期 第３四半期 90,004百万円 △1.3％ 

16年３月期 第３四半期 91,161百万円 ― 

  （注）パーセント表示は、対前年同期増減率 

 

【訂正後】 

 

(1) 売 上 高               注）百万円未満切捨て表示。 

17年３月期 第３四半期 90,008百万円 △1.3％ 

16年３月期 第３四半期 91,161百万円 ― 

  （注）パーセント表示は、対前年同期増減率 

 

 

【訂正前】 

 

［売上高に関する補足説明］ 

＜事業のセグメント別売上高実績＞ 注）百万円未満切捨て表示。

 自動車関連事業 不動産関連事業 その他の事業 連  結 

17年３月期 第３四半期 77,977 1,380 10,646 90,004

16年３月期 第３四半期 80,877 1,339 8,944 91,161 

対前年同期増減額 △2,900 40 1,702 △1,156

（増減率） ( △3.6％) (  3.0％) (  19.0％) ( △1.3％)

 

【訂正後】 

 

［売上高に関する補足説明］ 

＜事業のセグメント別売上高実績＞ 注）百万円未満切捨て表示。

 自動車関連事業 不動産関連事業 その他の事業 連  結 

17年３月期 第３四半期 77,981 1,380 10,646 90,008

16年３月期 第３四半期 80,877 1,339 8,944 91,161 

対前年同期増減額 △2,896 40 1,702 △1,152

（増減率） ( △3.6％) (  3.0％) (  19.0％) ( △1.3％)

 

 

以  上 
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