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平成 20 年 1 月 29 日 

 

各 位 

会 社 名 
サカイオーベックス株式会社 
(コード番号 3408 東証第 1部) 

代 表 者 代表取締役社長 松木伸太郎 

問合せ先 
取締役総務部長 北 嶋 和 明 
(TEL：0776－36－5800) 

 

 

当社元社員による不正行為に関する社内調査委員会の最終報告について 

 

 平成 19 年 12 月 17 日付「業績に影響を与える可能性のある事象の発生について」で

公表いたしました当社元社員による不正行為（架空売上等）につきまして、社内調査委

員会による最終調査内容をとりまとめましたので公表いたします。 

なお、平成 19 年 12 月 25 日付で「当社社員による不正行為に関する社内調査委員会

の中間報告について」及び「（訂正）平成 20 年 3 月期第 1 四半期財務・業績の概況の訂

正について」並びに「（訂正）平成 20 年 3 月期中間決算短信の訂正について」を公表し

ております。 

また、本最終報告につきましても、中間報告と同様に、社外調査委員会に詳細な説明

を行い、調査内容とその結果等に関して妥当かつ相当であることの確認をいただき、こ

の旨を記載した調査報告書を受領しております。 

この度の不正行為に関しましては、株主および投資家の皆様はじめ、関係各位に多大

なるご迷惑とご心配をおかけすることとなり、深くお詫び申し上げます。 

 

記 

 
１．経緯 

（１）不正行為が判明した経緯 

当社の事業部門としては、コア事業の染色加工事業部門のほか、販売事業部門、

水産資材事業部門の計 3 部門があります。このうち販売事業部門には、テキスタ

イル販売部、アパレル販売部、特注推進販売部、産業資材販売部の 4 部がありま

す。 

今般、不正行為が行われたアパレル販売部は、コア事業である染色加工事業の

ノウハウを活かし、繊維商品等の企画から、素材調達、パターン作成、縫製、納

品までの全工程を担う販売事業を展開しております。 

その営業拠点は、大阪営業所を主たる営業拠点とし、東京営業所にも営業拠点

を構えております。 

    不正行為を行ったアパレル販売部の元社員は、平成 7年 4月の入社以来、同部

に所属し、大阪営業所での勤務を経て、平成 19 年 4 月から東京営業所で勤務し

ておりました。 
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11 月 30 日、元社員は取引先に直行する旨を申し出ており、当日朝の出勤はあ

りませんでした。当日に回収を予定していた売掛金（後日、調査の過程において

架空と判明する売掛金）について元社員に確認するため、携帯電話で連絡をした

ところ、連絡がとれない状態が続き、ようやく夕刻になり、元社員より同僚に送

信されてきたメールの内容から、失踪と判断したため、家族を通じて警察署へ捜

索願を届け出ました。 

 

元社員が失踪したことを受け、元社員の業務の執行が適正に行われているか否

かを調査するため、平成 19 年 12 月 3 日、社長を委員長とする総計 9 名の社内調

査委員会を設置いたしました。 

この社内調査の過程で、架空売上、未計上仕入等の不正行為が判明し、平成

19 年 12 月 17 日、「業績に影響を与える可能性のある事象の発生について」を公

表するとともに、本件の全容と詳細の解明を急ぐため、社内調査委員会を総勢

19 名体制に増員いたしました。 

 

また、平成 19 年 12 月 21 日には、社内調査委員会の調査内容及び結果につい

て、独立の第三者の立場から、その妥当性、相当性を検証いただくため、弁護士、

公認会計士、社外監査役等で構成される社外調査委員会を設置いたしました。 

なお、社外調査委員会のメンバーは以下のとおりであります。 

委員長  野村 直之 （弁護士） 

委 員  増田 仁視 （公認会計士） 

委 員  松葉 光司 （当社社外監査役） 

     事務局  坂井 幸雄 （当社常勤監査役） 

  

    平成 19 年 12 月 25 日、社外調査委員会から社内調査の中間報告に関する検証

結果について答申を受け、「当社社員による不正行為に関する社内調査委員会の

中間報告について」及び「（訂正）平成 20 年 3 月期第 1 四半期財務・業績の概況

の訂正について」並びに「（訂正）平成 20 年 3 月期中間決算短信の訂正について」

を公表いたしました。 

なお、平成 19 年 12 月 28 日には、北陸財務局に平成 19 年 9 月半期報告書を提

出いたしました。 

    

（２）社内調査の方法 

社内調査は、下記の方法により実施いたしました。 

① 架空計上取引、未計上取引を洗い出すため、当該元社員が担当する全ての取

引先に対して買掛金及び売掛金の残高を照会し、精査いたしました。 

② 対象をアパレル販売部の取引先に拡大し、ここ 1 年間に支払実績のあった全

ての取引先を含む約 250 先の取引先に対して売掛金及び買掛金の残高照会を

行い、精査いたしました。 

③ 入金の確認・督促を窺わせるような外部からの照会の有無を調査いたしまし

た。 

④ 平成19年11月末と平成19年9月末の商品在庫の実際在高を確定させるため、

当社が契約している外部倉庫において、実地棚卸を行いました。 

⑤ 業務の適正性を確認するため、会計伝票、請求書、納品書、入･出庫履歴、売

掛金滞留明細等の関係帳票類を精査いたしました。 

特に、取消、返品、相殺等の取引記録を重点的に精査いたしました。 
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⑥ 背景、原因、手口等を調査するため、当該元社員が関与した書類等を調査い

たしました。 

⑦ 関係情報を入手するため、取引先及び家族等との面談を実施しました。 

 

（３）調査により判明した不正行為 

不正行為の概要は、在庫の適正性を偽装するため、外部倉庫から商品を不正に

入出荷するとともに、売上の架空計上、商品仕入計上の繰り延べを行い、在庫の

調整を行っていたものです。 

売上の架空計上にあたっては、この偽装が露見しないように、残高確認書など

の証憑類を捏造しておりました。 

 

Ａ．架空売上の計上 

  （ａ）Ｄ株式会社 

同社に対して売掛金の確認を行ったところ、同社から売掛金の詳細につい

ての照会があったため、支払意思と債務を確認するために同社から徴求して

いた「支払明細」をＦＡＸしました。これに対し、「支払明細」に用いられ

ている署名判と社印は同社のものではなく、実在する取引ではないとの回答

があったため、12 月 6 日に同社を訪問・面談し、文書を捏造した架空の取

引であると判断するに至りました。 

後日、契約している外部倉庫において商品出荷のない取引であることを確

認しております。 

     

（ｂ）株式会社Ｍ 

売掛金について確認を行うため、社名から判断して同社関連の会社と思わ

れる会社へ照会したところ、同社は 4月 1 日付けでＫ株式会社に事業譲渡し

ていることが判明し、当該取引が架空の取引であるとの疑義が発生いたしま

した。 

12 月 7 日にＫ株式会社を訪問・面談し、「支払明細書」に用いられている

署名判・社印の確認を求めたところ、旧株式会社Ｍのものではないとの回答

であり、文書を捏造した架空の取引であると判断するに至りました。 

本件につきましても、後日、契約している外部倉庫において商品出荷のな

い取引であることを確認しております。 

 

  （ｃ）Ｋ株式会社 

      後記のＫ株式会社の請求書の中に、5月と 8 月に発生した同社に対する売

上に相当する金額が含まれていたことから、当該架空取引の反対取引を行う

ことにより、商品仕入の繰り延べを行っていることが判明いたしました。 

    

    ＊前記「（２）」の調査の結果、上記「（ａ）～（ｃ）」以外に架空売上の計上は

ありませんでした。 

 

Ｂ．商品仕入の未計上 

     商品仕入先への照会と倉庫への商品入荷履歴を調査した結果、商品が倉庫に

入荷されているものの、当社の在庫表及び仕入元帳には記載されていない次の

取引が判明いたしました。 
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 （ａ）Ｋ株式会社 

同社から 7 月以降に納められている商品について、支払が繰り延べられ、

在庫表及び仕入元帳に記載されていないことが判明いたしました。 

   

（ｂ）株式会社Ａ 

同社から 7 月以降に納められている商品について、支払が繰り延べられ、

商品在庫表及び商品仕入元帳に記載されていないことが判明いたしました。 

  

＊前記「（２）」の調査の結果、上記「（ａ）～（ｂ）」以外に商品仕入の未計上

はありませんでした。 

 

（４）財務諸表への影響額 

    調査の結果、本件不正行為は、平成 19 年 5 月から失踪する 19 年 11 月までに

行われ、同期間の会計処理が不適切な処理となっておりました。 

したがって、既に開示済の「平成 20 年 3 月期中間決算短信」並びに「平成 20

年 3 月期第 1 四半期財務・業績の概況」の訂正が必要となり、平成 19 年 12 月

25 日、「（訂正）平成 20 年 3 月期第 1 四半期財務・業績の概況の訂正について」

及び「（訂正）平成 20 年 3 月期中間決算短信の訂正について」を公表いたしまし

た。 

なお、訂正の要因と金額は下記のとおりです。 

 

Ａ．架空売上の計上 

     商品の出荷がないにもかかわらず、売上元帳に記載されている架空取引は

77 百万円であり、全て当中間期に発生しております。 

     架空取引の取消により、連結・個別とも、当中間期の売上高は 77 百万円減

少、売上原価は 68 百万円の減少、売上総利益は 9 百万円の減少、営業利益、

経常利益、当期純利益はそれぞれ 8 百万円の減少となります。 

 

Ｂ．商品仕入の未計上 

      商品が倉庫に入荷しているにもかかわらず、商品仕入に係る買掛金が計上さ

れていない取引は 197 百万円であり、全て今期中に発生しております。 

このうち当中間期においては、52 百万円であります。 

なお、商品は指定倉庫に入荷しているため、買掛金を計上するとともに、商

品在庫を計上することになり、仕入未計上による損益への影響はありません。 

 

Ｃ．商品在庫に係る会計処理 

     上記「Ａ」及び「Ｂ」により、隠蔽していた商品在庫の不正入出荷による特

別損失は 347 百万円であります。 

 

（５）過年度決算への影響 

    本件不正行為の影響は、前記「（４）財務諸表への影響額」のとおりであり、

過年度への影響はありません。 

また、前記「（２）社内調査の方法」による調査の結果、長期滞留の売上債権

が存在しないこと、何れからも仕入債務の請求がないことを確認するとともに、

取引先と売掛金残高及び買掛金残高の照合を行い、平成 19 年 3 月期以前におい

て売上の架空計上や仕入の未計上等の不正行為はないと判断いたしました。 
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（６）組織的な関与 

アパレル販売部においては、取引先ごとに営業担当者を配し、各担当者が業務

量に応じて複数の取引先を担当しており、各種の管理表により、担当者別の業績

の把握が可能となっております。 

近時、元社員は、アパレル販売部長及び販売管理室長より、在庫量の適正化を

指導されていたため、在庫の圧縮を図り、且つ売上実績も上がる本件不正行為に

及んだものと判断しております。 

    また、各取締役、担当部長及び同部営業社員並びに事務担当者より事情の聴取

を行いましたが、会社はもとより営業所及びアパレル販売部としての組織的な不

正は発見されず、会社としての組織的な関与はないものと判断しております。 

 

２．不正行為の動機と原因 

（１）不正行為の動機 

    元社員は、通信販売やテレビショッピング向けの商品を取り扱い、企画がヒッ

トしたことにより、売上実績を上げてきました。売上実績を上げることにより、

会社が自身に寄せる期待や役割を実感するようになり、自己存在感を高めてきた

ものと判断されます。このような実感が更に売上拡大への意識を強めることとな

り、十分な需要分析も行わず、取扱品を高価格帯商品へシフトするほか、追加注

文を見越して過大な仕入を行うなど、売上拡大に傾斜し、在庫の肥大化を加速さ

せたものと判断しております。 

このような状況の中、アパレル販売部長及び販売管理室長からの在庫適正化に

関する指導・管理が厳しくなり、架空売上により帳簿在庫を減らす一方、商品仕

入の未計上により、商材を確保するといった不正行為に及んだものと判断してお

ります。 

社内調査の結果、今回の一連の不正行為において横領・着服といった事実は確

認できてないことから、会社の期待に応え、自己存在感を高めていきたいという

動機による不正行為と判断しております。 

 

（２）不正行為の原因 

不正行為の原因としては、東京営業所アパレル販売部は、本社やアパレル販売

部の本体が拠点とする大阪営業所から離れ、営業担当者 3 名、事務担当 1名の少

人数態勢であること、取引先の業態に応じて業務取扱いが異なること、販売管理

室及び内部監査室への十分な経営資源の配分がなく、牽制機能、監視機能が十分

に働いていなかったこと等々の要因により、不正行為を誘発したものと認識して

おります。 

とりわけ、「財・サービスの移転のときに取引を認識する」という基本事項に

関する統制が働いていなかったことが最大の原因であり、その結果、商品在庫に

係る多額の損失発生につながったものと認識しております。 

また、繊維業界の取引慣行として、取引内容、取引条件を明文化することなく、

口頭での取り決めにより取引が行われるケースが多いため、発注数量と引取数量

の不一致や、引取期限、支払期限、支払方法、サンプル・配送に係る費用負担等々

について事後的に調整が必要となるといった実態があり、このことが営業担当を

管理監督するうえで課題となっていることも要因のひとつと認識しております。 

 

３．本件に関する社内処分 

投資家、取引先、その他関係者の皆様に多大なご迷惑とご不安をおかけしましたこ
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との重大性に鑑み、経営責任及び管理責任を明確にするとともに、このような事態を

二度と発生させないため、下記の処分を実施いたしました。 

なお、元社員につきましては、就業規則に定める懲戒解雇事由に該当するものの、

相手が行方不明のため、懲戒解雇の意思を伝えることができず、行方不明となった平

成 19 年 11 月 30 日に元社員から雇用契約解除の黙示の意思表示があったものと取り扱

い、そのうえで実質的に懲戒解雇の取り扱いといたしました。 

 

代表取締役会長    30％減俸  3 ヶ月 

代表取締役社長    25％減俸  3 ヶ月 

代表取締役副社長      25％減俸 3 ヶ月 

アパレル販売部長     10％減俸  3 ヶ月 及び降格 

販売管理室長        2％減俸  1 ヶ月 及び降格 

アパレル販売課長      2％減俸  1 ヶ月 及び降格 

アパレル販売部員    2％減俸  1 ヶ月   

監査室長         譴 責 

東京営業所長       譴 責 

 

４．改善措置 

（１）コンプライアンスの徹底 

    当社では、平成 17 年 1 月に倫理委員会（平成 18 年にコンプライアンス委員会

に改称）を設置し、倫理規範および行動規範の制定、内部通報制度の導入を行い

ました。また、全役職員に倫理規範・行動規範を記載した倫理手帳及び倫理カー

ドの携帯を義務づけるとともに、倫理研修を通じてコンプライアンス意識の徹底

を図ってまいりました。 

    その内容は、コンプライアンス体制を構築するための基盤づくりでは機能する

ものでありましたが、不適切な会計処理が重大な法令違反や財務報告の虚偽報告

につながるといった認識を含め、具体性・実践性をもって全社の隅々に至るまで

浸透・徹底させるという点では不十分であったと認識しております。 

    このような認識に基づき、次のとおりコンプライアンス意識の徹底に取り組ん

でまいります。 

 

Ａ．理念・価値観・倫理観の共有化 

   コンプライアンスへの取り組みにおいて、法律・政令・省令等に準拠した行

為としての「法令の遵守」、社内規則・業務マニュアル等に則した行為として

の「社内規範の遵守」、社会の常識・良識に則した行為としての「社会規範の

遵守」の範疇で「コンプライアンス」を捉えることにとどめることなく、「コ

ンプライアンス」を「経営理念に基づく正しく誠実的な行為の実践」と捉え、

経営陣自らが現場との直接対話を通じ、当社の経営理念、基本方針はもとより、

価値観、倫理観を全社に浸透させ、共有化を進めていくものといたします。  

   これにより、事業の運営にあたって「最も優先されるべきもの」を明確かつ

具体的に伝え、不正行為の再発を防止してまいります。 

 

  Ｂ．コンプライアンス委員会によるフォローアップ 

     社長を委員長とするコンプライアンス委員会において、今回の改善措置の進

捗状況をチェックし、その実行を確実なものとするとともに、当社のコンプラ

イアンスに関する課題について検討し、その対応策を講じてまいります。 



  

  7

 

  Ｃ．コンプライアンス研修の充実 

     従来は、管理部門スタッフや管理職を対象とした法令に関する知識付与を目

的とする研修が中心でしたが、今回の事態のように不適切な会計処理が発生し

た場合には、重大な法令違反につながることなど、日常業務に関連する具体的

な事例を多く取り入れ、現業部門を対象とする研修を充実させることにより、

実践的な教育・啓蒙を図ってまいります。 

 

（２）相互牽制体制の確立 

  Ａ．管理業務の分離・分担による牽制体制の確立 

     従来においても、アパレル販売部が大阪営業所と東京営業所に営業拠点を置

くため、各営業所に販売管理室員を配置しておりますが、その職務分担が明確

でなく、アパレル販売部員の業務支援として、仕入、入荷、売上、出荷、等々

に係る入力を担当するといった傾向が強く、牽制機能が十分に働いておりませ

んでした。 

今後は、営業所駐在の販売管理室員の職務分掌を明確にし、販売管理室長の

指揮・命令下において、販売事業部門とは独立して日常の管理業務を担当する

ものといたします。 

その管理業務の内容は、商品在庫の管理を主たる分掌とし、商品の入出荷、

外部契約倉庫の管理のほか、これに関連する発注、出荷指図、仕入処理、売上

処理、返品処理等を遂行するものといたします。（従来より、販売事業の管理

業務全般につきましては、販売管理室が分掌し、入金処理、支払処理、与信管

理、債権管理、実地たな卸等につきましては、経理部が分掌しております。） 

なお、営業所駐在の販売管理室員の職責を明確にするため、取引ごとの照

合・確認事項を明示したチェック・マニュアルを作成・制定いたします。 

 

また、この管理業務の分離・分担による牽制機能が有効に働いていることを

検証するため、営業所長が日々のモニタリングを行うとともに、販売管理室長

及び同室管理職が定期的に実地でのモニタリングを行う体制といたします。 

 

 

Ｂ．取引先管理における牽制体制の確立 

アパレル販売部は、大阪営業所と東京営業所に営業拠点を構えておりますが、

大阪営業所に部長が常駐し、東京営業所に課長が常駐する体制に変更いたしま

した。今後、各拠点において管理監督の徹底を図ってまいります。 

 

また、アパレル販売部には、営業担当として 6 名が所属し、取引先ごとに担

当者を配し、それぞれの担当者に営業補助者を配しております。 

個々の取引先に関する取引開始に至るまでの経緯、基本情報、取引条件、取

引内容、担当者情報、等々の情報につきましては、直接これらの情報を収集し

ている担当者と他の部員との間では、情報の量・質において格差があります。 
このような実情は、担当者の意見・報告に基づいて取引方針等が決定される

といった状況や取引先との間での不正・トラブル等を容易に隠蔽できるといっ

た状況を生み出すことになりますので、営業体制の見直しを行うことといたし

ます。 
具体的には、取引先ごとの取引方針協議において、複数の部員が同じレベル
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で議論できる体制を確立するため、営業補助のレベルにある若年層の育成を進

めてまいります。 
また、担当役員、アパレル販売部長、同部課長、販売管理室長が定期的・計

画的に取引先を訪問し、現場主義での取引先管理を徹底してまいります。 
 

Ｃ．外部倉庫の選定 

   営業担当が任意に外部倉庫を決定することは、不正な入出荷の一因となるた

め、販売管理室長が営業担当別・取引先別に使用する倉庫を指定するものとし

ます。 

   また、契約倉庫の選定は担当役員の承認事項とし、選定された契約倉庫の中

から指定を行うものといたします。 

 

Ｄ．仕入先の選定 

   従来より、販売先については、与信を伴うため稟議制度によって厳格な選定

を行ってきました。仕入先についても、良質な商品を提供するうえで仕入先の

協力は不可欠であるとともに、仕入先との間での不正・トラブル等の発生も危

惧されます。このような観点から、営業担当が任意に仕入先を決定することが

ないよう、会社として一元管理している登録仕入先の中から仕入先を選定する

ことを徹底するとともに、アパレル販売部長は、個別案件申請の都度、最適な

仕入先の組み合わせとなっていることを確認し、不適切な場合には、指導・助

言を行うことを徹底してまいります。 

   また、新たに仕入先を登録する場合には、登録申請を受付・審査する経理部

において、販売先に準じた企業調査を実施し、登録の可否を判断するものとい

たします。 

 

  Ｅ．取引形態の是正 

     口頭での取り決めなど、繊維業界における曖昧な取引慣行を改善するため、

繊維産業流通構造改革推進協議会の推進する「繊維産業におけるサプライチェ

ーン全体の最適化」に呼応しつつ、取引先との間で取引内容、取引条件を契約

書等で明文化することを促進していきます。 

 

（３）業務プロセスの改善 

Ａ．仕入未計上への対策 

     今回の仕入未計上は、承認を受けることなく独断で仕入の発注を行い、仕入

商品が指定倉庫に入荷しているにもかかわらず、仕入の計上及び帳簿在庫への

入荷処理を行わなかったものであります。 

     また、指定倉庫から送付された「入庫報告書」、仕入先から送付された「納

品書」及び「請求書」については、自らの手元に留め置いていたものでありま

す。 

 

（ａ）発注手続 

    従来は「受発注申請書」によりアパレル販売部長の承認を受け、これによ

り当該案件に関する商品・原材料等の仕入発注についても承認を受けている

として、営業担当が直接業者に発注を行っておりました。 

今後の業務フローにおいては、仕入先への発注を販売管理室員が行うこと

とし、次の事項を徹底いたします。 
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① 営業担当は、「発注書」を作成し、これを販売管理室員に回付します。 

② 販売管理室員は、回付された「発注書」がアパレル販売部長の承認を

受けた「受発注申請書」の内容に合致していることを確認します。 

      ③ 販売管理室員は、仕入先に対して「発注書」を送付し、発注を行いま

す。 

        なお、仕入先に対して、当社所定の「発注書」に営業担当及び管理担

当の双方が押印のうえ発注することが、当社の正規の取扱いである旨

を通知し徹底します。 

 

（ｂ）仕入計上及び入荷手続      

仕入先から指定倉庫へ商品・原材料等が入庫された場合、営業担当が入力

操作票（入荷データ明細を記載）を作成し、入力操作票と指定倉庫へ商品が

入荷されたことの事実が確認できる証憑類を販売管理室員へ回付し、販売管

理室員が仕入の計上及び入荷データの入力を行っていました。   

      今回の仕入未計上は、指定倉庫からの「入庫報告書」、仕入先からの「納

品書」など、指定倉庫へ商品が入荷されたことの事実が確認できる証憑類を

営業担当が受け取り、これらを自らの手元に留め置き、更に仕入先からの「請

求書」も自らの手元に留め置いていたことに起因するものであります。 

    今後の業務フローにおいては、次の事項を徹底いたします。 

① 指定倉庫からの「入庫報告書」、仕入先からの「納品書」等々、入荷に

係る全ての書類は、販売管理室員が受領するものといたします。 

なお、指定倉庫及び仕入先に対して、入庫または納品に係る書類は、

販売管理室員が受領する旨を通知し徹底します。 

        ② 販売管理室員は、指定倉庫から入庫の報告を受けた場合、「発注書」、

仕入先からの「納品書」、指定倉庫からの「入庫報告書」を照合・確認

後、仕入入力を行います。 

 

（ｃ）買掛金の残高確認 

    買掛金残高の確認によって仕入に係る不正や誤謬を早期発見するととも

に、決算期末での残高確認において確認書が偽造されるといった不正を防止

するため、決算期末での残高確認とは別に残高の確認を実施することといた

します。 

    この残高確認については、全ての仕入先に対して年 1回実施する計画を予

め策定し、営業担当に知らせることなく、送付先の選定から残高の照会、確

認までを経理部が完全独立して実施いたします。 

 

 Ｂ．架空売上計上への対策 

（ａ）売上計上及び出荷処理手続 

売上の計上にあたっては、その原価を同時に計上することを目的として、

売上対象商品を帳簿在庫から出荷処理しなければ、売上入力ができないシス

テム仕様となっております。 

今回の架空売上の計上は、営業担当が入力操作票（出荷データ明細を記載）

を作成し、入力担当が回付された同票に基づき売上入力を行うにあたり、当

該商品が指定倉庫から取引先に出荷されていることの事実確認を行わなか

ったことに起因するものであります。 

今後の業務フローにおいては、指定倉庫への出荷の依頼及び指定倉庫から
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の「出荷案内書」の受領を販売管理室員が行うこととし、次の事項を徹底い

たします。 

（出荷の依頼） 

① 営業担当は、取引先から注文を受けた場合、「出荷依頼書」を作成し、

取引先からの「注文書」とともに販売管理室員に回付します。 

② 販売管理室員は、アパレル販売部長の承認を受けた「受発注申請書」

と取引先からの「注文書」を照合し、申請承認を受けた内容（取引先、

商品、数量、単価等）に合致した出荷の受付であることを確認します。 

③ 販売管理室員は、「受発注申請書」と営業担当が作成した「出荷依頼書」

を照合し、商品番号、数量が一致していることを確認します。 

④ 上記の照合・確認の後、販売管理室員は、「出荷依頼書」を指定倉庫に

送付します。 

  なお、指定倉庫に対して、当社所定の「出荷依頼書」に営業担当及び

管理担当の双方が押印のうえ出荷を依頼することが、当社の正規の取

扱いである旨を通知し徹底します。 

（出荷案内の受付と売上入力） 

⑤ 販売管理室員は、「出荷依頼書」と指定倉庫から送付された「出荷案内

書」を照合し、商品番号、数量が一致していることを確認します。 

  なお、指定倉庫に対しては、入庫の場合と同様に出荷に係る書類につ

いても、販売管理室員が受領する旨を通知し徹底します。 

 ⑥ 上記の手続を経た後、販売管理室員が売上入力を行います。 

 

（ｂ）売掛金の滞留管理 

売掛金の管理は、毎月の販売事業部門会議において 2 ヶ月以上滞留してい

る売掛金の状況確認が行われていました。その内容は、営業担当からの状況

報告に基づき、回収見通しが判断され、回収に関する指示・助言が行われる

ものであり、十分な牽制機能が働いていませんでした。 

今後は、営業担当からの報告のみで判断することなく、販売管理室及び経

理部が取引先へ直接問い合わせを行うなど、的確な状況把握を行ってまいり

ます。 

また、経常的な取引があり、信用度の高い取引先であっても、約定日に支

払が無いことの異常性を看過することなく、会計処理上の誤り、取引上のト

ラブル、不正な売り込み、等々に起因して遅滞していることも想定しつつ、

営業担当一人に任せることなく、初期段階から販売管理室または経理部が関

与し、厳格な債権管理を実施してまいります。 

      なお、支払金額と売掛金に差異が生じた場合においても、その異常性を看

過することなく、販売管理室または経理部が取引先に連絡を取り、理由を明

らかにしたうえで適切な処理を行うものといたします。 

      同じく、相殺により資金決済を行う場合においても、販売管理室または経

理部が取引先に連絡を取り、理由を明らかにしたうえで適切な処理を行うも

のといたします。 

 

（ｃ）売掛金の残高確認 

    前記「Ａ－（ｃ）」の買掛金の残高確認と同様に売掛金についても、決算

期末での残高確認とは別に残高確認を実施することといたします。 

    この残高確認については、全ての売り先に対して年 1回実施する計画を予
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め策定し、営業担当に知らせることなく、送付先の選定から残高の照会、確

認までを経理部が完全独立して実施いたします。 

   

Ｃ．不正入出荷への対策 

（ａ）倉庫間の商品移動 

    従来は、営業担当の指示により、倉庫間の商品移動が可能となっていたた

め、今回の不正行為の一因となっておりました。 

    今後は、前記「４－（２）－Ｃ」に基づき、販売管理室長が営業担当別・

取引先別に使用する倉庫を指定するものとし、原則として倉庫間の商品移動

は認めない取扱いといたします。 

    真にやむを得ない理由により商品移動が必要な場合は、販売管理室長の承

認を受け、商品の移動を行うものといたします。 

 

（ｂ）返品処理 

      従来は、返品を受けた場合、その影響が予算対実績対比に現れることが無

く、返品の頻度や推移に異常性が認められなければ、営業担当の判断に委ね

られて処理される傾向があり、今回の不正行為の一因となっておりました。 

      今後は、返品処理において次の事項を徹底いたします。 

① 返品を受けた場合、営業担当は、取引先、商品の内容、数量、金額、返

品の理由等を記載したリストを作成し、アパレル販売部長の承認を受け

る扱いとします。 

② アパレル販売部長は、返品の金額、返品の理由等から判断して、疑義の

ある事案はもとより、業績に影響を与える事案、販売先・仕入先の見直

しを必要とする事案、販売条件・仕入条件の見直しを必要とする事案等々

については、販売管理室及び担当役員に報告・協議する扱いとします。 

          ③ 返品の処理においても、仕入に準じた業務手続とし、販売事業部、販売

管理室、経理部の三者において相互牽制機能が働く分掌とします。 

④ 販売管理室は、未処理の返品の有無、引取単価の妥当性などをチェック

し、返品に伴う修正処理が適切であることを確認する扱いとします。 

     ⑤ 販売管理室は、返品の情報を調査・分析し、業績への影響度を見積るほ

か、取引先別、仕入先別、担当者別の頻度や推移を把握し、異常性をチ

ックします。 

 

（ｃ）実地棚卸 

    アパレル販売部に係る決算期末での棚卸においては、指定倉庫についても

在庫証明書に拠らず実地棚卸を行うことを原則とします。 

また、決算期末での実地棚卸ほか、販売管理室が指定倉庫において抜き打

ちによる実地棚卸を実施するものといたします。 

    なお、毎月末においては、指定倉庫から在庫報告書の提出を求め、帳簿棚

卸高との照合を徹底いたします。 

 

（４）監視・監査体制の強化 

  Ａ．販売管理室によるモニタリング 

販売管理室長及び同室管理職は、前記「（２）」に記載の「相互牽制体制の確

立」及び「（３）」に記載の「業務プロセスの改善」に関する事項の定着を推進

するため、毎月東京営業所及び大阪営業所への実地踏査を行います。 
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Ｂ．監査室による内部監査 

内部監査を担当する監査室は、前記「（２）」に記載の「相互牽制体制の確立」

及び「（３）」に記載の「業務プロセスの改善」に関する事項について、内部監

査の重点監査項目と位置づけ、改善措置の実行状況を監査いたします。 

 

  Ｃ．取締役会への実行状況報告 

     監査室長は、上記「Ａ」のモニタリング、「Ｂ」の内部監査の結果等を取り

まとめ、定期的に取締役会へ本件改善措置の実行状況を報告いたします。 

     

以 上 


