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株式会社東京証券取引所への「改善報告書」の提出について 

 

当社は、連結子会社において経理システムによらず誤った財務報告が作成され、過年度の

決算内容に関して重要な訂正を伴う不適正な開示が行われていたことが判明した件に対し、

平成 19年１月 26日付で、株式会社東京証券取引所より「改善報告書」の提出を求められて
おりましたが、本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 





および株式会社エース・オートリース（以下、「エース・オートリース」という。）の売

掛金の差異について調査するよう指摘を受けました。 

 

  ２）初期調査と中間決算開示 

     当社は、指摘を受けた事項に関し、東京日産およびエース・オートリースに確認

する一方、カーネット車楽とともに調査を開始し、同社の経理担当者に対するヒア

リングなどによって事実関係の確認を行いました。その結果、カーネット車楽にお

いてシステムに不具合があり、中古車システムから会計システムへのデータ連携が

適切に行われておりませんでした。 

貸借対照表、損益計算書への影響額の調査は継続することといたしましたが、同

社の経理担当者が手作業で中古車システムの売上・原価データをそのまま損益計算

書に取り込んでいたため、この不具合による損益計算書への影響は少ないと判断い

たしました。 

     これらの事実を同年 11 月 14 日、17 日に監査法人に報告し、平成 18 年 11 月 22

日に平成 19 年３月期中間決算を発表いたしました。 

 

  ３）その後の調査の進展と訂正内容の開示 

その後、平成 18 年 11 月 24 日に監査法人よりカーネット車楽の自動仕訳連動用

システム（以下、「連動システム」という。）の不具合対策手続きの確認の実施およ

び貸借対照表の各勘定残高の前期との増減内容についての説明を要請されたこと

を受け、平成 18 年 11 月 25 日にグループ各社の経理担当メンバーを含んだグルー

プ横断的な人選による調査チームを招集し、調査項目および調査方法、作業分担の

確認を行い、即日作業に着手いたしました。 

約１週間に亘り調査を実施し、平成 18 年 12 月初旬に監査法人に対し調査状況の

報告を行いました。報告内容は以下のとおりです。 

①システムの不具合はシステム導入時の平成 16 年度下期から発生している。 

②平成 16 年度下期時点でも一部不具合が表面化しており、その部分についてはシ

ステム的な対応を行ったが、潜在的な不具合については解消されず、その後、平

成 17 年度、平成 18 年度上期も問題が継続した。 

 

また、不正な資金流出の有無を確認する観点から、平成 16 年度下期から平成 18

年度上期までの支払相手先等のデータのチェック、預金口座残高の確認を実施いた

しましたが、その結果、不正な資金の流出や簿外の預金口座の存在は確認されませ

んでした。 

 

調査の結果、カーネット車楽の会計帳簿等は内容的に不完全であるとの認識であ

りましたので、すべての入出金についてあらためて内容を調査、検証いたしました。 
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調査・検証の目的は不正な支出がないかどうかの確認と会計帳簿の復元であり、

具体的には次の手順で実施いたしました。 

①まず、対象期間の現金出納帳および預金通帳の支払額について請求書等の証憑

（以下、「証憑等」という。）をチェックし、証憑等のない支払いはないか、また

支払漏れがないか、支払ったものは原価なのか経費なのか、それとも固定資産の

購入になるのか等を一件ごとに検証いたしました。 

   ②他方、入金につきましては、現金出納帳および預金通帳での入金額を、売掛金の

回収による入金であるか、保険料の還付等による入金であるか等、一件ごとに確

認を行い、架空売上等がないことを検証いたしました。 

    ③また、車両在庫の確認を実施するため平成 18 年 12 月 11 日にカーネット車楽の全

店舗で一斉に実地棚卸を行いました。 

 

この結果、各期において原価を訂正するものと経費を訂正するものとを確認いた

しました。この内容に基づき、簡易な形（多桁式仕訳帳の形式）ではありますが訂

正後の会計帳簿等を作成いたしました。 

 

     上記会計帳簿等の作成過程において、金額としては未確定ながら多額の損益影響

が発生する可能性が高く、最終的な決算数値の確定に更に時間を要すること、損益

影響見込み額に重要性があることと判断し、平成 18 年 12 月 20 日付で関東財務局宛

に半期報告書の提出遅延に関する届出を行い、あわせて「業績に影響を与える事象

の発生について」の開示を行いました。 

 

会計帳簿等の作成後、財務数値の損益影響の総額を算定し、この数値データを基

に、平成 19 年 1 月４日付で「業績に影響を与える事象の発生について（追加）」と

して概算値の開示を行いました。 

 

その後、最終的に訂正が必要となる各決算期に対して与える影響額を算定し、平

成 19 年３月期の半期報告書、平成 18 年３月期及び平成 17 年３月期の有価証券報

告書の訂正報告書、平成 18 年３月期の半期報告書の訂正報告書を平成 19 年 1 月

15 日付にて開示いたしました。 

 

２．本件の内容 

   本件は連結子会社においてシステムの不具合を契機に手作業による修正等、不適切な

経理処理から誤った財務諸表が作成・報告され、不適正な開示が行われていたものです。 

  １）本来の処理内容 

    ① カーネット車楽では市販の汎用ソフトである会計システムを使用しております。

会計システムには、ａ）中古車システムから連動システムを介して自動的に売  
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上高、売上原価を連動させて作る連動用会計システム、ｂ）店舗の経費等を入力

して作る店舗用会計システム、ｃ）連動用と店舗用を統合し、会社としての会計

帳簿等を作成する３つのシステムが含まれており、この会計システムから出力さ

れる残高試算表等の会計帳簿（以下、「会計帳簿等」という。）に基づいて、損益

計算書、貸借対照表を作成します。 

    ② 正しい会計帳簿等が出力される前提として、すべての取引について正しく伝票

が起票され、すべての取引が正しく入力されているかどうかの確認、検証を行い

ます。 

 

  ２）本件にて行われた処理内容 

    平成 16 年 10 月に前述の新たな中古車販売システム、会計システムを導入したこと

により、複数のシステムへデータを入力したうえで、システム間で連携・統合するフ

ローとなったため業務処理工数が増大したうえに、システムに一部不具合が発生した

ことにより、当初より会計システムへの入力が追いつかず、財務諸表作成の実態は以

下のような状況でありました。 

    ① すべての取引が正しく入力されているかどうかの確認、検証を行わないまま会

計帳簿等が作成されておりました。 

    ② 平成 16 年度に連動用会計システムの不具合が表面化して以降、カーネット車楽

経理担当者は損益計算書を作成するにあたり、この会計システムから出力される

会計帳簿等の一部を利用し、さらに貸借対照表の作成につきましては経理担当者

が会計帳簿等をあまり使用せず、推測値（理論値）に手作業で修正して当社に提

出する月次決算書を作成しておりました。 

 

経理担当者の考えではこのような手法でもほぼ正しい結果が出ており、本決算ま

でにシステムへの入力が追いつけば、その出力結果とあわせて再検証、補正を行う

ことにより、完全に正しい本決算ができるものと考えておりました。 

しかしながら、月次の未処理作業が膨れ上がり、決算締めにおいても会計システ

ムへの入力が相当数滞ったままとなり、月次の補正処理を行わないまま誤った決算

処理をしてしまったものであります。 

 

  ３）経理担当者が今回の処理を継続した理由 

     このような処理が継続された理由として、経理担当者へのヒアリング等より以下

のような背景が明らかになりました。 

平成 16 年 10 月に新しいシステムが導入された当時、担当者には直接の部下が 2

名おりましたが、経理業務に習熟しておらず、ほとんどの業務を経理担当者で抱え

込む状況になっておりました。また、経理担当者は通常の経理業務以外にも、社会

保険関係の人事労務業務も一時期担当しており、日程的な余裕がなかった上、経営
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者からは全社の損益だけでなく、各営業拠店ごとの損益資料の作成についても要求

があり、恒常的に仕事量が過大な状況にありました。 

     このような中で担当者は月次決算役員会に間に合うようにと手作業での決算資料

の作成を毎月繰り返してきました。ただ、担当者個人ではこの手法で実施している

ことでもほぼ正しい結果が出ているという認識があり、時間に余裕が出来たら更に

詳しく調べ完全に正しい状況に戻そうと考えておりましたが、結果的には補正を行

うことができないまま、不適切な経理処理が継続されてしまいました。 

 

３．本件がこれまで発見できなかった理由 

  1）当社における原因 

従来より、連結財務諸表作成過程において、カーネット車楽と東京日産やエース・

オートリースとの取引高および債権・債務の不一致は発生しており、平成 18 年３月

期末にも不一致がありましたが、その時点における調査の結論は、当該差異は期末

の社用車の代替に伴う未達取引（期ずれ取引：東京日産やエース・オートリースは

出庫伝票の起票ベースで売上計上するが、カーネット車楽側は現車入庫ベースでの

仕入計上としているため、取引額がずれる）によるものである、というものでした。

当社は当時、この内容を監査法人に連絡し、連結上の仕訳、連結消去を行いました。 

     このような経緯から平成 18 年９月末の債権･債務の差異についても、前回同様の

理由であろうと軽信し、差異の原因を究明せず、連結決算を行いました。 

     ところが、監査法人の指摘を受けて調査したところ、未達取引だけではすべての

差異の理由が説明できず、さらに調べたところ本件が判明いたしました。 

 

     このように、連結財務諸表作成過程において本件の判明が遅れた直接的な理由は、

前記債権・債務の不一致が平成 18 年３月末と同じ原因によるものであろうと考えて

いたことでありましたが、それは過去において同様の事象に対し差異が説明できた

ことによる思い込みでありました。 

このことは、連結決算における債権･債務の差異に対する重要性の認識が低く、不

一致が出てもその差異をきちんと分析することなく処理を急ぎ、根本的な要因追求

を先延ばしにしたことが大きな原因であると認識しております。 

 

  ２）カーネット車楽における原因 

カーネット車楽の担当取締役および直接の上司に経理の知識が不足しており、経

営上の関心が営業面の業績に関する損益項目にあって、資産・負債項目のチェック

が十分でなかったため、当該事象および付随する兆候を異常事態として認識するこ

とができませんでした。 

     また、労務管理上、経理担当者に作業が集中して負荷が過大となっていることを

早期に把握し、適切な人員配置に努めなかったことや、組織運営上も個々人のスキ
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ルに過度に依存した処理体制を放置し、組織として継続的に一定の業務水準を維持

できる体制を作り上げるための具体的なアクションを起こさなかったことも原因の

ひとつであると認識しています。 

 

４．グループ管理を含めた社内管理体制上の問題認識 

今回の事象を受けて、当社および連結子会社において、十分なチェック体制が整備さ

れていなかったと認識しております。 

当社は、平成 16 年４月以降、持株会社体制を取っておりますが、当社グループ全体

の内部監査体制およびコンプライアンス体制の整備が十分とは言えず、連結子会社の業

務執行および月次決算内容についてその適法性、妥当性を検証した上で、しっかりと把

握する持株会社としてのガバナンスが十分ではなかったことは否めません。 

また、カーネット車楽においても、個人レベルでは管理監督する立場の人員の担当業

務に関する知識が不十分であり、組織レベルでも経理数値を二重チェックする体制が取

られておらず、役員、部署長、担当者の一連の業務の流れの中での各自の権限と責任が

明確になっておりませんでした。 

 

５．今回の訂正が投資家および証券市場に与えた影響について 

   当社は過年度において不適切な会計処理により訂正を必要とする決算内容を開示して

いたことにより、株主、投資家ならびに各関係者の皆様に対しご迷惑をおかけしたこと

とともに、株式市場の信頼を損ねたことについて深く反省いたしております。 

   今後二度とこのような事態を繰り返すことのないよう、社内およびグループ間のチェ

ック体制、牽制体制を強化し、適時開示規則の遵守徹底に努め、コンプライアンスの徹

底に向けたグループ全体の社員教育を計画的、継続的に実施し、皆様からの信頼回復に

全力を尽くしてまいります。 

 

 

 

 

Ⅱ．改善措置 

 

１．不適切な情報開示を行った原因・問題点 

   今般のカーネット車楽の平成 16 年度下期以降の決算において誤った財務諸表が作成

され、不適正な開示が行われたことの原因について当社としては、カーネット車楽並び

当社における業務プロセスおよび組織体制につき、それぞれ以下のような問題点があっ

たためと認識いたしております。 

   グループ会社全体について検討いたしましても同様の傾向が認められることより、今

後の再発防止のため、グループ全体として以下の改善措置を実施してまいります。 
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 業務プロセス上の問題点 組織体制上の問題点 

カーネット車楽 ・二重チェックを確実に行うため

の業務フローが不明確 

【２．１）項】

・人員配置が適正でない 

・権限と責任の規定が不明確 

【２．２）項】

当社 ・決算作業時の業務集中を平準化

し、チェックや検証をしっかり

行うための業務フローが不明

確       【２．３）項】

・人員配置が不十分であり、他

の業務との兼務体制になって

いるなかで、業務負荷が過大

なため、チェックが行き届か

ない     【２．４）項】 

グループ全体 ・グループ全体で業務プロセスが

標準化されていない 

【２．５）項】

・兼務体制になっており、チェ

ックが行き届かない 

【２．６）項】

   また、本件がシステムの不具合を起因としてスタートしていることから、システム運

用体制にも問題があると認識いたしており、これに対しても改善措置を実施してまいり

ます。【２．７）項】 

 

２．再発防止に向けた今後の改善措置と実施スケジュール 

改善措置の具体策は以下のとおりです。 

１）カーネット車楽の業務プロセスの改善 

     システムの不具合部分の修正作業は既に終了しており、この修正手続につきまし

ては監査法人による確認を受けております（平成 18 年 12 月 12 日）。 

今後の対策として下記の視点で改善を図るべく、カーネット車楽の新社長をプロ

ジェクトリーダーとして３つの合同対策チームの体制で作業を進めております。 

目的 構成 

財務諸表対策チーム カーネット車楽 3名、当社 3名、システム会社 1名 

業務改善チーム カーネット車楽各部署リーダー、当社 3名 

システム改善チーム カーネット車楽 1名、当社 1名、システム会社 2名 

 

①各勘定科目の照合方法の改善 

 従来、中古車システムでは原価費目のみ入力していましたが、同一伝票にある

経費科目もすべて入力して、会計システムへ連動させるようにいたします。 

中古車システムで入力される科目について照合内容を明確化し、入力画面、使

用帳票、チェック担当者および承認者、チェックタイミング（日、週、月）等を

決め、必要なシステム追加を行います。（平成 19 年１月から科目ごとに順次実施。

平成 19 年 4 月末に完了し、5月から本番予定） 
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   例 買掛金のチェック 

買掛金発生の照合 

店舗の仕入担当者が中古車システムに入力した仕入データを基に会計

システムの合計残高試算表に表示される買掛金発生額を、本部の経理担

当者とその直属の上長が中古車システムから出力される「仕入一覧表」

と照合することによって二重チェックを行った上で、当月発生（仕入）

額を確定する。 

「仕入一覧表」は中古車システムの帳票として追加開発する。 

買掛金消込の照合 

請求書到着時に請求額と買掛計上額を照合するため中古車システムの

入力画面として「買掛金消込入力」画面を追加開発する。 

店舗の仕入担当者は画面に表示された買掛額と請求書の金額を突合し

て先方との金額認識に相違がないかを確認し、支払い予定日を入力。 

本部側では支払予定日の 2営業日前に「支払予定一覧表」を出力する

ように中古車システムの追加開発を行う。経理担当者があらかじめ出金

伝票を起票し、直属の上長のチェックを受ける。 

出金日当日に経理担当者は会計システムに入力し、入力が正しく行わ

れたことを、直属の上長が「仕訳日記帳」と出金伝票を突合して二重チ

ェックする。 

このシステム改定と運用方法のルール化により毎月の買掛残を検証する。 

 

②入力データのミスを防ぐための確認作業の改善 

会計システムに連動する店舗でのデータの入力（仕入、売上、入金等）に対し

て、中古車システムから「当日入力明細表」をシステム追加して出力し、入力者

以外の人がシステムからの明細票と伝票を照合、入力ミスがないことを確認する

運用ルールを定め、入口時点の入力ミスを防止いたします。（平成 19 年 1 月から

業務プロセスごとに順次実施し平成 19 年 3 月末までに完了予定） 

 

③業務マニュアルおよび業務フロー表による社内教育体系の構築 

業務マニュアルおよび業務フロー表を作成し、社内教育を実施することにより、

適切な業務フローの定着を図ってまいります。（平成 19 年 1 月から順次作成、教

育を行い、平成 19 年 4 月末完了予定） 

 

  ２）カーネット車楽の社内体制の再構築 

    ①人員配置の適正化 

      経理数値に対するチェック機能が十分でなかったことへの対策につきましては、

実務の管理体制として、専任の経理担当部長を任命いたしました（平成 18 年 11
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月実施済）。また、これまで非常勤で当社と兼任となっている監査役について、

常勤監査役を選任・配置いたしました（平成 19 年 1 月 15 日付）。これによって、

今後は管理監督および監査体制を強化してまいります。さらに、経理処理担当者

についても業務が集中していることを踏まえ、増員してまいります（平成 18 年

11 月 1 名増員を実施済、平成 19 年 4 月にさらに増員予定）。 

 

    ②権限と責任をより明確にする業務規定の再構築 

      経理担当者が、責任者の決裁を受けずに独断で経理処理を行なっていたことに

対する是正策としましては、既存の規程について権限と責任という観点から見直

しを行い、責任者である経理担当部長と担当者の権限と責任を明確に再規程化し、

徹底を図ってまいります。業務マニュアルおよび業務フロー表を活用して担当者

の処理の誤りや管理者の決裁漏れの出ない体制を整備し、内部統制機能を一層強

化してまいります（平成 19 年 4 月末完了予定）。 

 

  ３）当社の業務プロセスの改善 

     連結決算に関する業務は四半期ごとに集中し、時間的な余裕を持って差異や異常

値をチェックすることが難しいため、月次決算内容の把握を強化します。 

    ①月次決算処理状況の把握方法の強化 

担当者 ：会社ごとに担当者を決定 

承認者 ：マネージャー職および部長 

確認方法：貸借対照表、損益計算書の推移表を毎月作成 

  滞留債権債務の有無、要処理項目の処理状況を確認し、月次段階で

財務諸表の作成に問題がないかのチェックを行います。 

     また、この業務フローは内部監査室の監査項目とし、毎月確認いたします。 

（平成 19 年１月分より月次で実施） 

 

    ②異常値への対応力強化 

      連結決算時の連結子会社間の債権債務差異の照合についても、月次業務プロセ

スの中に組み込んで作業の平準化を図ります。具体的には毎月末の各社認識数値

を確認して、差異がある場合はその発生要因を把握し、必要な対応を行います。 

担当者 ：当社経理担当者内から責任者を選定 

確認方法：責任者がグループ内の債権債務、取引高の照合を行い、差異が発生

している場合は確認ミーティングを招集し、発生要因の把握と対応

を行います。 

ミーティング出席者：全経理部員および内部監査室 

（平成 19 年１月分より月次で実施） 
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  ４）当社の社内体制の再構築 

     グループ全体の管理を行う部署の兼務状況を解消し、役割および責任の明確化を

行います。 

具体的には、財務・主計部を財務部と主計部に分割し、財務部はグループ全体の

資金調達や財務戦略に特化し、主計部はグループ各社の指導とグループ全体の決算

運営に専念できる体制といたします。 

また、内部監査室にも人員増強を行い、体制の強化を図ります。業務監査チーム

と会計監査チームを設置し、より高頻度で各社の状況を把握できる体制を整備し、

異常が認められる場合は、迅速に当該会社にフィードバックを行ってまいります。

（平成 19 年 4 月実施予定） 

 

  ５）グループ全体の業務プロセスの改善 

     グループ内各社で使用する会計システムを現在当社で使用しているネットワーク

版の会計システムに統一してまいります。 

     勘定科目の整理、統合を行い、平成 19 年度上期中に順次移行を実施し、これによ

りグループ全体での業務プロセスの標準化を進めてまいります。 

 

  ６）グループ全体の監査体制の再構築 

     子会社監査体制の強化のために、現在兼任としております監査役体制の見直しを

行ない、今後、主要子会社については専任化を実施いたします（平成 19 年４月配置

予定）。 

 

  ７）システム運用体制の強化 

当社経営企画部システム企画グループにＩＴ担当部長を配置（平成 18 年４月実施

済）し、当社グループ全体のＩＴ関連業務全般の担当とすることで、体制を強化し、

グループ内のＩＴに関しての情報を一本化させ、集中管理を行っております。 

今後、当社グループにおけるＩＴ統制を重視する観点から役割を見直し、子会社

のシステム改定等個々の案件にも改定実施前に仕様を確認しながら重要度および他

への影響度合いを判断し、本番前にテストの妥当性およびテスト結果の検証をおこ

なって、導入にあたっての不具合の発生を防止してまいります（平成 19 年１月以降）。 

さらに定期的なシステム監査についてもあわせて実施してまいります（平成 19

年５月以降実施予定）。 

 

３．今後の取組み課題 

  １）対策委員会の設置 

    ①設置の目的と位置付け 
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      再発防止およびグループ全体の内部監査体制強化のための検討課題の抽出と対

策検討を行い、平成 19 年３月末までに当社取締役会に答申を行います。 

 

    ②構成メンバー 

      委員長    当社代表取締役社長 

      委員     子会社の代表者 

              東京日産 

              ジャガー東京 

              エース・オートサービス 

              エーススタッフ 

             当社取締役 

      アドバイザー 弁護士（社外監査役） 

      事務局    当社経営企画部 

 

    ③設置日     平成 19 年１月 15 日 

 

    ④第１回開催日  平成 19 年２月１日 

 

    ⑤対策課題 

以下の項目と委員およびアドバイザーからの新たな課題を加えて検討し、対策

を講じてまいります。 

     ａ）社外（第三者）の視点でコンプライアンスの現状を分析し、定期的に取締役

会への報告をさせることで経営への反映を行うため、弁護士等の外部のメン

バーも含めたコンプライアンス委員会の設置を検討いたします。 

 

     ｂ）コンプライアンスの徹底のために、従来より実施しておりますグループ会社

全体の社員教育については、業務に関連する法令や社内規程の遵守を再徹底

するため、子会社であり、グループ内教育を担当しております株式会社エー

ススタッフにおいて教育体系の見直しの検討を行い、社員各層（新入社員、

若手、中堅、管理職）に対して計画的、継続的に実施してまいります。 

 

     ｃ）当社グループにおける会計処理に限らず不適切な事項に対処するため、社内

通報制度を早期に制定することを検討してまいります。 

 

  ２）運用・定着状況の確認と評価 

    ①システム対応面 

     プロジェクトの各チームごとに月次での進捗状況の報告を、プロジェクトリーダ
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ーであるカーネット車楽の代表者と当社経営企画部システム企画グループあて

に行います。 

 

    ②運用面 

    前記２.３）「当社の業務プロセスの改善」の①「月次決算処理状況の把握」の

項に記載のとおり、月次段階で財務諸表の作成過程に問題がないか、毎月の運用

面の状況を評価し、運用面においてもＰＤＣＡサイクルの観点から必要なフィー

ドバックを実施してまいります。 

 

  ３）財務関連の業務知識向上への対応強化 

     各連結子会社の経理業務の担当者および経理担当役員を対象に、体系的な教育を

実施し、グループ全体での業務知識の向上を継続的に行ってまいります。 

 

  ４）適時開示規則の理解向上への対応強化 

     各連結子会社の役員を対象に、定期的に適時開示に関する勉強会を実施し、理解

の向上と規則の遵守を図ってまいります。 

 

 当社およびグループ全体として、今回改善報告書の提出を求められることになった事態を

真摯に受け止め、今後適正な連結決算処理および適切な情報開示を行い、二度とこのような

事態を起こさないように万全を期してまいります。 

 

以上 
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