
 1

 
平成 19年 10月 12日 

 
各     位 

会 社 名 ヤマトマテリアル株式会社 

代 表 者 名 代表取締役社長  森川  香 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード７６２０） 

問合せ先 

役職・氏名 取締役企画本部長 森川 智 

電   話 ０３－５６３９－３０８５ 
 

 

過年度決算修正を踏まえた内部管理体制の改善措置について 

 

 
当社は、過年度における不適切な会計処理に伴い、当該決算について修正を実施した件につきまして、その経緯

及び改善措置についてご報告致します。 

 

1. 概要 
当社は、平成19年5月29日付で「過年度決算の修正及び平成19年3月期決算の公表に関するお知らせ」により、過

年度において不適切な会計処理により重要な修正を伴う決算内容を開示していたこと、及びこれに伴い過年度決算

の修正を実施する旨を発表し、平成19年6月12日付で、過年度決算短信等の一部修正を開示いたしました。具体的

な経緯は、次項のとおりです。 

 
2. 経緯 
当社は、過年度において主要な販売先として開示しておりましたＮＥＣエンジニアリング㈱（以下、ＮＥＣＥ社

と記載）との取引に関して、その親会社である日本電気㈱が、ＮＥＣＥ社の従業員による架空取引があったとして

過年度決算を訂正したことを契機として、当社の平成19年 3月期会計監査において、監査法人保森会計事務所よ

り、当該訂正期間に含まれる当社とＮＥＣＥ社との取引につき、当該架空取引に当社分が含まれていた可能性があ

り、その内容及び会計処理について再精査する必要があるとの指摘を受けました。 

これに伴い当社では、当社と利害関係のない社外の弁護士に、調査対象期間に当社に在職していなかった又は当

該取引の行われた部署に所属していなかった従業員3名を加えた計4名からなる調査委員会により調査を実施いた

しました。調査の結果、当社とＮＥＣＥ社との取引については、資金決済を含め、当事者間において全て有効に成

立し完了しているものと判断できましたが、当社が商社として商品直送の形態を取っていたため、実際の商品の動

きについては、明確な確認をできなかったものが相当数ありました。 

これらの取引については、調査委員会で把握できた範囲において、直ちに、上記の当該架空取引に含まれている

と断定しうる状況には至りませんでしたが、実際の商品の動きが確認できない状況において、営業取引として処理

していたことは、会計上、不適切であり、営業外取引とすることが適切であると判断いたしました。 
このような調査の結果及び判断を踏まえた、平成19年5月29日開催の取締役会決議に基づき、平成15年3月

期から平成17年 3月期までの期間における、実際の商品の動きについて明確な確認をできなかった取引について

は、従来の営業取引から営業外取引に表示を変更し、売上高及び売上原価を取り消して純額を営業外収益としてお

ります。 

この結果、平成15年3月期から平成17年3月期までの期間における財務諸表において、売上高、売上原価、売

上総利益、営業利益は後掲の通り減少しておりますが、経常利益以下の項目についての変更はありません。なお、

上記会計処理については、監査法人保森会計事務所より適正である旨の意見を得ております。また、有価証券報告

書及び半期報告書の訂正報告書につきましても、平成19年6月12日付で提出しております。 

 

 

各年度における修正額は、以下のとおりです。 
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平成15年3月期                                                         （単位：百万円，％） 

  修正前 修正後 減少額 減少割合(%) 

売上高 11,778 10,428 ▲ 1,350 11.5

売上原価 10,497 9,202 ▲ 1,294 12.3

売上総利益 1,281 1,225 ▲ 56 4.4

営業利益 336 279 ▲ 56 16.8

 

平成16年3月期 

  修正前 修正後 減少額 減少割合(%) 

売上高 15,590 10,162 ▲ 5,428 34.8

売上原価 14,113 8,915 ▲ 5,197 36.8

売上総利益 1,477 1,246 ▲ 231 15.7

営業利益 497 266 ▲ 231 46.5

 

平成17年3月期 

  修正前 修正後 減少額 減少割合(%) 

売上高 17,209 10,212 ▲ 6,996 40.7

売上原価 15,644 9,004 ▲ 6,639 42.4

売上総利益 1,564 1,207 ▲ 356 22.8

営業利益 595 238 ▲ 356 60.0

 

尚、平成18年3月期以降の各期においては上記修正対象となる取引はなく、今回修正による損益への影響はありま

せん。 

 
3. 調査内容と対応 
 監査法人からの決算内容見直し依頼という重要な指摘に鑑み、当社は、監査法人とも連携の上、ＮＥＣＥ社との

取引について遡及調査を実施すると共に、関係取引先への取引状況の照会、当時の担当者へのヒアリング、外部専

門家（公認会計士や弁護士等）への意見確認等を実施し、当社として取りうる確認作業を実施致しました。 

合わせて、調査の公正さを期すため、社内調査にとどまらず、当社と従来利害関係のない社外の弁護士を委員長

とし、調査対象となる期間に当社に在職していなかった又は当該取引の行われた部署に所属していなかった従業員

3名を加えた計4名からなる調査委員会を発足させ、調査を実施致しました。調査の過程においては、当該調査委員

会弁護士からも関係取引先への取引状況の照会を試みるも、社外情報の入手には限界もあり、調査は、当社記録（デ

ータ及び証憑書類等）の確認及び当時担当者へのヒアリングに限定されました。当該ヒアリングについては、各種

公判等の豊富な経験を踏まえた専門的ヒアリング方法を有する、調査委員会委員長の弁護士によって実施しました

が、それをもってしても、周辺の状況が無い中、監査法人からの指摘内容である、ＮＥＣＥ社の架空取引として開

示された内容に当社分が含まれていたかどうかについては、断定的な結論を得るには至りませんでした。 

本件は、取引当時においては、必要な書類等が整備され、入金も通常通りに実施されておりましたし、納品クレ

ームも無い等の点から、社内では問題として認識しておらず、会計監査においても同様の判断により通常の取引と

認識しておりました。しかしながら、今般改めて振り返ると、全てについては現物確認を実施したという形跡が見

当たらず、書類のみの確認による取引も含まれていたことも事実であります。よって、調査委員会で把握できた範

囲において、直ちに、上記の当該架空取引に含まれていると断定しうる状況には至らなかったものの、実際の商品

の動きが確認できない状況において、営業取引として処理していたことは、会計上、不適切であり、営業外取引と

することが適切であると判断した次第であります。 
尚、監査法人からの指摘に端を発した今回の決算修正でありますが、前述のとおり、本年 6月 12日付提出の有
価証券報告書及び半期報告書の訂正報告書における監査報告書では、当該修正について監査法人より適正である旨

の意見を頂いております。 
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4. 今回の問題、原因となった業務プロセス 
当社では、基本的な業務プロセスとして、商品直送という取引形態をとることが多く、その場合、仕入先より当

社が購入した商品は、直接、当社の販売先へ仕入先から納入され、実際の商品そのものが当社を経由することはあ

りません。その場合においても、通常では事前の段階で、当社がその責任において、実際の商品を確認する場合が

ほとんどでありますが、取引が多様化するなか、従来においては、まれに、取引先・仕入先の知名度や、社会的信

用度、取引経歴などの状況から、十分な確認を行わず、商流に参加するという状況もありました。 

今回の場合、外形的には、売上計上時に具備すべき証憑類が揃い、仕入・納品の基準を満たすと共に、資金決済

を含め、当事者間において取引が全て有効に成立し完了していたことから、上記の業務プロセスの構造的な問題点

を潜り抜けた結果として引き起こされたものと考えております。 

今回の事態を引き起こしたことについては、基本的な業務プロセスにおいて商品の動きをチェックする仕組みが

十分ではなく、業務における内部管理体制の整備が不十分であったことが最大の要因と認識しております。 

また、当社内部監査室においては、従来の監査対象項目及び方法は必ずしも十分なものであったとは言えず、ま

た要員等十分なリソースが配されていたとは言えない状態であったとも認識しており、これらの不備については早

急に改善が必要であると考えております。 

 

（参考） 

「商品直送」取引における基本的な業務の流れは次のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仕入業務 

①   見積：担当者が仕入先と価格交渉後、見積書を受領。上司による承認を経て仕入価格を決定。 
②   発注：発注書作成時には、承認された価格をシステム上で管理・制御。 
③④ 購入：納品と同時に納品書・送り状が仕入先から発行され、これを基に仕入計上処理。 
⑤⑥ 請求・支払：システムで管理された仕入及び先方からの請求書に基づき購買部門が処理後、経理部門が確認して

支払実施。 
販売業務 

(1)    見積：担当者が販売先と価格交渉後、見積書を作成。上司による承認を経て販売価格（見積書）を決定。 
(2)    受注：販売先からの受注は、必ず文書のかたちとし、確認を返信。また、受注入力時には、与信を管理。 
(3) (4) 販売：納品と同時に納品書・送り状が仕入先から発行され、これを基に売上計上処理。 

当社からは、販売先に納品書を発行し、販売先は受領書を返却。 
(5) (6) 請求・入金：システムで管理された売上を、月次集計処理して請求書を発行。入金は経理部門が確認・処理し、

遅延等の状況をチェック、各部門にフィードバックして責任管理。 
 
5.  業務プロセスの問題点 
（１）商品現物確認プロセスの不足 

上記の業務プロセスにおいて、仕入・販売とも価格決定プロセス（①②(1)(2)）及び代金決済プロセス（⑤⑥

(5)(6)）ではシステム上も含めて牽制機能を確保しているが、商品授受のプロセス（③④(3)(4)）では書類上の確

認は行うも、従来からの取引上で特段の管理が必要との認識はなく、格別な牽制機能は設けていませんでした。 

ただし、従来から、通常は、事前・事後の書類の流れとともに、各交渉の段階において商品現物の確認を実施し

ております。 

その一方で、昨今、取引内容が多様化し、仕入先・販売先の知名度、社会的信用度等がある一部の取引では、当

商品

 
 
仕入先 

 
 
当社 

 
 
販売先 ② 発注（注文書） 

④（物品受領書） 
⑥ 支払い 

(2) 受注（注文書） 
(4)（物品受領書・検収書） 
(6) 入金 

(1) 見積（見積書） 
(3) 販売（納品書） 
(5) 請求（請求書） 

① 見積（見積書） 
③ 購入（納品書） 
⑤ 請求（請求書） 
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事者間の書類確認のみで商品を確認しない事例もありました。その場合、事後に商品クレームや入金状況に問題が

なければ、商品現物確認等の追加的な確認は実施しておりませんでした。 

 

（２）不十分な内部監査の体制及び実施状況 

内部監査においても、業務面では、滞留売掛及び違算状況、また与信状況など結果面については逐次監査を実施

していましたが、１名体制という物理的な制約から、ある程度監査対象を限定せざるを得ないということもあり、

実際の取引過程の監査は実施しておりませんでした。 

 
6. 改善措置 
以上の原因と問題点を踏まえれば、今後は、従来からの基本的な業務プロセスについても、内部管理上の観点か

ら見直しを行い、とりわけ一件あたりの金額の大きな取引などについては取引先の知名度等に関わらず、従来以上

にコンプライアンスの徹底を図っていくことが必要と考え、次のとおり、具体的な改善措置を講ずるものでありま

す。 

 

（１）商品現物確認の徹底 

当社における商品取引については、内容的に大きく２つに分類することができます。 

ひとつは、容器部門でのガラス瓶やペットボトル等、またはエレクトロニクス部門でのＩＣソケットや搬送用ト

レー等に代表される、単価が数十円から数百円で数量にして千から万単位の出荷ロットとなる大量流通商材のリピ

ート取引です。これらは当社が従来から伝統的に扱っている商材であり、本来業務の根幹を構成するものであり、

当社業務の実質的な大部分を構成しています。 

もうひとつは、機械、設備等の商材で、対照的に単価が高くロットが小さい取引であります。一取引での金額が

数百万円から数千万円となるものもあり、今回決算修正する対象となった取引もこれらに属するものでありました。

当社においても、業容の拡大に伴い、取引内容が多様化する中で、件数に比して売上構成比は大きく、経営全体に

与える影響も大きくなることから、本来、その取引にあたっては十分な精査が必要となるものでありました。 

 今回決算修正する対象となった取引が後者に属していた状況を踏まえ、調査委員会弁護士、監査法人（今期より

従来の保森から太陽ＡＳＧ監査法人に変更）とも改善策を検討した結果、特に後者の分類について商品現物確認の

徹底をすることが妥当であるとの判断に至りました。 

このことについては、前述のとおり、取引内容の性質からも前者の分類からは今回のような事例が発生すること

は考えにくく、また、再発防止という最優先課題と共に、日々の業務運営の観点からは、少数運営の当社としてリ

ソースに限界がある中、現物確認徹底の工数面から効率の良い再発防止策をとることが最善であるとの判断も背景

としてあり、その点については監査法人とも十分な協議をした結果、認識を共有するものであります。 

 こうした前提を踏まえて、実際に現物確認の徹底をするにあたっては、さらに監査法人との協議を踏まえ、一取

引について一定金額以上の取引を対象とすることと致します。具体的な金額については、当社の現在の売上規模及

び売上全体に占める取引件数の割合、実施による防止効果等を勘案して、一取引につき10百万円以上とすることと

致します。その方法としては、（Ａ）当該案件担当の購買業務部門長において、仕入先のご協力を得て、実際の商

品の動きを示す運送業者の証憑類現物を新たに確認すると同時に、（Ｂ）当該案件担当の営業部門長において、顧

客のご協力を得て、物品受領書等の検収証憑類の入手にとどまらず、新たに実査を行った上で納品状況を都度確認

致します。 

 

（２）内部監査の体制強化と充実 

既に平成19年4月1日付で、内部監査室の人員配置を見直し、従前の1名体制から、専任取締役1名を含む2名体制

に増員しております。今期はその体制の下、内部統制システム構築の基本テーマに沿った形で、改めてコンプライ

アンスの状況を監査し、活動を取締役会に報告します。 
そしてこのように強化した体制のもと、今後は、滞留売掛及び違算状況、また与信状況など従来から実施してい

た結果面だけではなく、実際の取引過程についても新たに十分な監査を実施し、監査内容の充実を図ります。 
特に、今般の改善措置の一環としては、妥当性検証及び社内牽制のため、営業部門による上記（１）の商品現物

確認の方法及び結果についての監査を新たに都度実施すると共に、適宜、検収時の立会いも実施し、監査結果を代

表取締役社長に報告します。 
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さらに、上記２つの措置を補完し、その効果を十分なものとするためにも、基本的な業務体制の整備・強化策と

して次の２点について実施、徹底を行います。 

（３）監査役機能の強化 

監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する体制ならびにその

使用人の取締役からの独立性は、監査役と協議の上、監査役を補助すべき従業員を指定し、当該従業員は監査役の

指示に従い当該監査役による監査を補助します。 
 

（４）従業員教育の徹底 

 当社は、平成18年5月1日開催の取締役会において、会社法第362条及び会社法施行規則第100条に基づき、内部統

制システムの整備に関する基本方針について決議し、従業員にも周知を図っておりますが、今回の修正を契機とし

て、改めて、取締役及び従業員の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制として、取締役及

び従業員が法令、定款及び社会規範を遵守した行動の徹底を図るため、総務部においてコンプライアンスの取り組

みを横断的に統括することとし、同部を中心に教育を行います。 
具体的には、コンプライアンスに関連するテーマについて、新人研修、若手・中堅研修、管理職研修などを計画

的に実施することと致します。 
 

7. 今後の取り組みについて 
 前項で掲げた今回の改善措置４項目については、実効性のある取り組みとすべく、調査委員会弁護士、監査法人

とも幾度も打ち合わせをした後、当社取締役会で決議し、社内通達を実施しております。 

 全社員への周知徹底により、改善措置全項目に対する認識を共有することからはじめ、効果的な取り組みを進め

るにあたっては、「（１）商品現物確認の徹底」と「（２）内部監査の体制強化と充実」を重点項目と致します。 

とりわけ、商品直送取引が長年の商慣習となっていたために格別な牽制機能を設けていなかった「（１）商品現

物確認の徹底」は、今後の再発防止策の中でも最も効果的な最重点取り組み項目と考えております。 

 

この取り組みについての具体的な実施のプロセスは、監査法人とも十分に協議を重ねて、内容、方法等を確認し

たうえで、次のとおりと致します。 

 

① 営業及び購買部門での現物確認徹底 
当社で新たに定めた「商品現物確認票」に基づき、当該営業及び購買部門において、対象とする案件につい

て商品現物確認を徹底致します。その際、見積書・注文書・受注伝票・検収票等の基本取引書類を添付するだ

けでなく、商品の動きを示す運送業者証憑や、検収立会いに赴いた社員の旅費交通費精算書類等の添付も致し

ます。 

 ② 内部監査室による監査の実施 

①における確認プロセスを、内部監査室が都度監査すると共に、適宜、検収時の立会いを実施します。この

内部監査室による立会いは、今回からの新規プロセスであり、現物確認の方法についても可能な限り詳細な報

告を「商品現物確認票」に添付し、記録することと致します。立会い実施者と商品を一緒に撮影した写真、当

該商品が機械類である場合には商品型番を撮影した写真、立会い時に面談した取引先の氏名及び役職名等を記

録対象物と致します。内部監査室では、こうした記録を添付した上で、監査結果を社長に報告するフローも新

たに設けて社内での確認プロセスの遵守を徹底致します。 

 ③ 内部監査室による継続的な記録と事後検証可能性の確保 

内部監査室では、各種証憑や写真等を添付書類とした「商品現物確認票」をファイリングした上で常時閲覧

可能な状態とすると共に、事後の検証も可能な仕組みとし、効果の最大化を図ります。 

 ④ 監査法人による外部検証プロセスの導入 

更に、外部専門家（監査法人）による検証プロセスを導入することで、社内での確認プロセスの検証及び改

善を図ります。具体的には、監査法人のご協力を得て、会計監査時に、事後の検証も可能な仕組みとした「商

品現物確認票」を閲覧頂き、当社の商品現物確認の適切さを事後検証して頂くと同時に、内部監査室による監

査の方法及び結果に不十分な点が見出される場合には、適宜、方法改善の助言を得ることとします。 

⑤ 月例会議での報告実施による意識向上と継続的改善 

 加えて、課長職以上の役職者が出席する月例の経営会議において、内部監査室が、前月の現物確認実施の件
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数及び概況を定期的にフィードバックすることで、当社における現物確認の重要性について従業員ひとりひと

りの意識向上を図ると共に、商品現物確認体制の継続的改善を目指します。 

以上の具体的なプロセスの実施を通して、「（２）内部監査の体制強化と充実」においては、人員体制など物理

的側面の充実のみならず、監査の質的な面での向上も目指して参ります。 

 

（参考）商品現物確認の主なフロー 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

なお、内部監査室においては、年間の監査計画に基づき監査を実施しておりますが、上記監査については、随時、

継続的に実施して参ります。 

 

さらに、前項（４）従業員教育の徹底につきましては、コンプライアンスに関連するテーマについて、次の各項

目を順次実施する予定です。 

 

① 四半期毎の社長方針説明会、半期毎の各部門方針発表会：全社対象に、定期的に注意を喚起 
② 弁護士によるコンプライアンスセミナーの実施：全社員対象（今期は来年1月に実施予定） 

 ③ 階層別の教育実施： 
新卒及び中途採用研修時の総務部によるコンプライアンス教育（今期は4月・10月に実施） 
新任取締役就任時の外部研修による教育（今期は8月に実施） 
管理職に対する目標管理研修時の外部講師による教育（今期は8月に実施。下期にも実施予定） 

④ 主管となる総務部員の外部セミナーへの参加でのコンプライアンス知識向上： 
（今期は6・7・8月に実施。下期にも参加予定） 
 
 

以上のような取り組みにより、当社は従前にも増して内部管理体制を強化し、常に適切な財務開示のできる企業

であり続けるよう万全な体制の構築に努めます。これにより、今後は、疑義を生じ得る取引は発生しないものと確

信しております。 

 

今回、過年度において不適切な会計処理により修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

資家ならびに関係各位にはご迷惑をおかけしましたとともに、株式市場の信頼を損ねたことについて深く反省し、

今後このような事態を二度と繰り返さぬよう、チェック体制、社内牽制機能の強化、ならびにコンプライアンスの

徹底に向けた従業員教育の充実に努め、皆様からの信頼回復に全力を尽くして参ります。 

以上 
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