
平成20年7月25日 

 

各 位 

 

会社名  トラステックスホールディングス株式会社 

代表者名 代表取締役社長     齋 藤 正 継 

（コード番号９３７４ 大証第二部） 

  問合せ先 執行役員財務統括本部長 籔 内 寿 樹 

ＴＥＬ  ０６－６９０７－５３８９ 

 

 

過去過去過去過去のののの業績業績業績業績にににに影響影響影響影響をををを与与与与えるえるえるえる事象事象事象事象のののの発生発生発生発生およびおよびおよびおよび特別調査委員会特別調査委員会特別調査委員会特別調査委員会のののの設置設置設置設置についてについてについてについて    

 

 今般、当社において、過去に不適切な会計処理が行われていた疑いが生じたことを受

け、事実関係の詳細及び当社の業績に与える影響の有無などにつき鋭意社内調査を実施し

て参りました。その結果、当社の過去の連結及び個別業績に影響を与えることが明らかに

なったとの判断に至ったことから、現時点における調査の状況及び判明している不適切な

会計処理の概要などについて、別紙のとおりお知らせいたします。 

  

 当社は、今回の事態を真摯に受け止め、本日付で、代表取締役谷中譲及び専務取締役小

西徹也が辞任し、CLSA キャピタルパートナーズジャパン株式会社のマネージング・ディレ

クターである齋藤正継が新代表取締役に就任いたしました。また、当社は、取締役会にお

いて、さらに厳正かつ徹底した事実関係及び原因究明の調査を進めるため、本日付で、以

下のメンバーで構成される特別調査委員会の設置を決定いたしました。 

委員長   齋藤 正継   当社代表取締役 

委 員   籔内 寿樹   当社執行役員財務統括本部長・CFO 

委 員   尾﨑 恒康   西村あさひ法律事務所・弁護士 

委 員   梅林  啓   西村あさひ法律事務所・弁護士 

委 員   霞  晴久   新日本有限責任監査法人・公認会計士 

 

 上記特別調査委員会のメンバーのうち、齋藤、籔内は、昨年 5 月以降当社の運営に参加

している者で、不適切な会計処理には一切関与しておりません。尾﨑弁護士、梅林弁護士

及び霞公認会計士は、いずれもこれまで当社と業務上の契約関係はなく、厳正な調査を期

待し得る立場にある方々です。 

 

 今後、当社業績に与える影響額を確定し次第、速やかに訂正有価証券報告書等を提出い

たしますとともに、不適切な会計処理に関与した旧経営陣に対して厳正に対処する所存で

す。 
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なお、別紙 2.(4)のとおり、今般判明した過去の不適切な会計処理については、平成 19

（2007）年 3 月期までに特別損失を計上することによりおおむねその処理を終えておりま

す。現在、平成 20（2008）年 3 月期の当社決算への影響についても慎重に調査を進めてい

るところですが、今般判明した不適切な会計処理による平成 21（2009）年 3 月期の連結業

績予想の修正は予定しておりません。 

また、当社は、筆頭株主である CLSA サンライズ・キャピタル L.P.（以下、CLSA）か

ら、今後も引き続き最大限支援する旨の表明を頂いており、本日付で、CLSA と当社連結子

会社である軽貨急配株式会社との間で、同社が CLSA から 20 億円の資金調達を行う旨の劣

後ローン契約を締結しています。当社においては、新代表取締役に就任した齋藤正継が、

当社経営に責任を持つほか、現任の社外取締役を含め、CLSA から全面的な支援を頂ける体

制にあり、引き続き当社業務を平常どおり確実に運営して参ります。 

 

 株主、投資家をはじめとする関係者の皆様にはご迷惑とご心配をおかけいたしますこと

を、深くお詫び申し上げますとともに、何卒ご理解ご支援を賜りますようお願い申し上げ

ます。 
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別別別別    紙紙紙紙    

 

1.1.1.1. 不適切不適切不適切不適切なななな会計処理会計処理会計処理会計処理がががが判明判明判明判明したしたしたした経緯経緯経緯経緯    

    

 当社は、昨年 5 月の増資以降、経営陣を刷新し、新経営陣の下で企業価値の向上を目指

して事業内容の精査等を行って参りましたが、その過程において、過去に不適切な会計処

理が行われていた疑いがあることが本年 6 月下旬に判明しました。 

 これを受け、当社は、本件の不適切な会計処理の詳細や、当社の連結及び個別業績に与

える影響の程度などを解明すべく、昨年 5 月以降に執行役員財務統括本部長に就任した籔

内寿樹を中心とする社内調査チームを速やかに編成し、大手の法律事務所の弁護士や外部

の公認会計士等の協力を得つつ、鋭意社内調査を進めてまいりました。 

 現在のところ、未だ全容の解明には至っておりませんが、現時点において、平成 11

（1999）年 3 月期から平成 19（2007）年 3 月期までの間、貨物軽自動車の販売に係る債権

の回収可能性などについて不適切な会計処理が行われていたことが判明しております。 

 なお、後記 2.(4)のとおり、当該不適切な会計処理については、平成 19（2007）年 3 月

期までに、債権譲渡損の計上または必要な貸倒引当金の計上等を行っており、その処理は

おおむね終了しております。平成 20（2008）年 3 月期の決算への影響については、現在慎

重に調査を進めているところであり、その結果が判明し次第速やかにご報告いたします。

現在中間報告に関して、8 月末を目処としております。 

 

2.2.2.2. 今今今今般般般般判明判明判明判明したしたしたした不不不不適切適切適切適切なななな会計処理会計処理会計処理会計処理のののの概要概要概要概要などなどなどなど    

 

 今般判明した不適切な会計処理の概要は、以下のとおりです。かかる不適切な会計処理

は、昨年 5 月の増資及びそれを受けた経営陣の刷新以前に発生していたもので、当社の創

業者であり、平成 19（2007）年 6 月まで当社の代表取締役社長を務めておりました西原克

敏氏の指示の下、一部の役職員によって、平成 11 年（1999 年）3 月期から行われていた

ものと考えられます。 

 

(1)(1)(1)(1) 車両売買契約解約時車両売買契約解約時車両売買契約解約時車両売買契約解約時のののの売上売上売上売上取消取消取消取消のののの未処理未処理未処理未処理    

 

 当社は様々なビジネスモデルによる事業を行っておりますが、貨物運送受託業務におい

ては、かつて、当社の受託する貨物運送業務の委託先である委託事業主（オーナー・オペ

レーター）との間で車両売買契約を締結し、オーナー・オペレーターに対して、当該貨物

運送業務に使用する貨物軽自動車を販売し、売上を計上しておりました。 

 当該契約が諸事情により解約された場合、通常は当該売上の取消処理を行いますが、過

去の不適切な会計処理においては、一部のオーナー・オペレーターとの間の合意書を偽造

し、当該オーナー・オペレーターとの間で債権額及びその返済方法に関して合意したもの
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と装うことにより、売上の取消処理をせず、本来取り消すべき売上を損益計算書にそのま

ま計上し、本来当該契約の解約により存在しないはずの債権を当該オーナー・オペレー

ターに対する長期未収入金として貸借対照表に計上しておりました。 

 

(2)(2)(2)(2) オーナーオーナーオーナーオーナー・・・・オペレーターオペレーターオペレーターオペレーターのののの債務債務債務債務をををを保証履行保証履行保証履行保証履行することによりすることによりすることによりすることにより生生生生じたじたじたじた求償債権求償債権求償債権求償債権にににに対対対対するするするする貸倒未処貸倒未処貸倒未処貸倒未処

理理理理    

 

 当社は、かつて、オーナー・オペレーターの貨物軽自動車の購入に係る割賦債務または

オートローンに対して、信販会社との加盟店契約に基づき債務保証を行い、オーナー・オ

ペレーターの信販会社に対するローン返済が滞った場合、当該保証債務残高の範囲内で、

当社が各信販会社に対して保証を履行しておりました。 

 当社が保証履行した結果、当社は、オーナー・オペレーターに対して求償債権を取得す

ることになり、当該債権は長期未収入金として計上されておりました。そして、当該債権

につき、オーナー・オペレーターから実質的に返済される見込みがなく、返済方法につい

てオーナー・オペレーターとの間で合意できない場合、または債権放棄を行った場合に

は、通常、当該求償債権に対して全額貸倒引当金を計上するか、あるいは貸倒損失として

処理することになります。しかしながら、過去の不適切な会計処理においては、一部の

オーナー・オペレーターに対する当該求償債権について、当該オーナー・オペレーターと

の間の合意書を偽造し、返済方法等について合意したものと装うことにより、貸倒引当金

の計上若しくは貸倒損失処理の回避あるいは軽減、または既に計上済みの貸倒引当金の一

部戻入れを行っておりました。 

 

(3)(3)(3)(3) オーナーオーナーオーナーオーナー・・・・オペレーターオペレーターオペレーターオペレーターからのからのからのからの入金入金入金入金をををを装装装装うことうことうことうことによるによるによるによる貸倒引当金計上貸倒引当金計上貸倒引当金計上貸倒引当金計上のののの回避回避回避回避    

 

 当社における会計処理ルールでは、上記(1)の方法により計上された債権及び上記(2)の

保証履行により生じる求償債権のうち、オーナー・オペレーターと返済方法等について合

意がなされないものについては全額貸倒引当金の計上または貸倒損失処理を行い、合意が

なされても返済がなされないものについては、債権発生後 3 ヶ月を超えるもので、半期毎

に回収割合が 50％未満である場合には、債権額全額の 50％ずつを個別に貸倒引当金とし

て追加計上することとしています。しかしながら、過去の不適切な会計処理においては、

これを回避あるいは軽減、または既に計上済みの貸倒引当金の一部戻入れに必要な返済金

額相当額を当社の預金口座にオーナー・オペレーター名義で入金することにより、あたか

も当該オーナー・オペレーター自身が当社に返済しているかのように装っておりました。 

 

(4)(4)(4)(4) 不良債権不良債権不良債権不良債権等等等等のののの処理処理処理処理（（（（債権譲渡損及債権譲渡損及債権譲渡損及債権譲渡損及びびびび貸倒引当金貸倒引当金貸倒引当金貸倒引当金のののの計上計上計上計上））））    

 

 当社は、上記(1)及び(2)において生じた不良債権等について、以下のとおり債権譲渡損
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の計上または必要な貸倒引当金の設定を行うことにより処理しております。これにより、

過年度における不適切な会計処理については、連結財務諸表においてそれぞれ債権譲渡損

または貸倒引当金繰入額（特別損失）を計上し、おおむねその処理は終了しているものと

考えております。 

 ア 平成 17（2005）年 3 月期に、上記債権のうち 996,467 千円（債権の額面総額から当

該債権につき計上済の貸倒引当金を控除した金額）の債権を第三者に譲渡し、

996,466 千円の債権譲渡損を特別損失として計上しております。 

 イ 平成 18（2006）年 9 月期に、上記債権のうち 5,968,397 千円（債権の額面総額から

当該債権につき計上済の貸倒引当金を控除した金額）の債権を第三者に譲渡し、

5,968,392 千円の債権譲渡損を特別損失として計上するとともに、その余の債権に関

し、貸倒引当金を計上し、3,009,705 千円の貸倒引当金繰入額を特別損失として計上

しております。 

 

3.3.3.3. 過去過去過去過去のののの財務諸表等財務諸表等財務諸表等財務諸表等へのへのへのへの影響影響影響影響及及及及びびびび訂正報告書作成訂正報告書作成訂正報告書作成訂正報告書作成のののの状況状況状況状況    

    

 今般判明した不適切な会計処理による過年度の財務諸表等への影響額については、現

在、公認会計士等の専門家の協力を得ながら鋭意調査中の段階にあり、貸倒処理すべき時

期の特定には至っていないこと等から、過年度決算における財務諸表等に与える影響につ

いては、現時点で必ずしも明らかとはなっていない状況にあります。 

また、当社は、今後の調査により過年度における財務諸表等の数値が明らかになった段

階で、既に提出しております有価証券報告書等の開示書類につきまして、必要と認める範

囲で、速やかに近畿財務局に対して訂正報告を行う予定です。また、過年度の決算短信

（連結・個別）の訂正につきましても、同様に、今後の調査によりその数値が明らかに

なった段階で速やかに開示する予定です。 

 

4.4.4.4. 当社当社当社当社のののの現在現在現在現在のののの状況等状況等状況等状況等    

 

 当社は現在、軽貨物運送業界のトップランナーとして全国的に事業を展開しており、

4,000 社を超える中小企業を中心としたお客様と、約 6,000 名の事業パートナーである

オーナー・オペレーターの仲介役として国内物流の発展に貢献しております。平成 19

（2007）年 5 月には CLSA をビジネスパートナーに迎え入れ、不採算であった積み合わせ

事業から撤退し、コア事業である軽貨物運送事業に経営資源を集中するなど、抜本的な経

営改革を実行して参りました。特に、過去の業績悪化の原因でもあったオーナー・オペ

レーターに対する貨物軽自動車の販売及び保証業務の対象となったオートローンの取組自

体を停止し、車両リース方式の導入によるオーナー・オペレーターの負担軽減を進めてき

ました。 

 ビジネスパートナーである CLSA との協業体制となった新生トラステックスホールディ
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ングスでは、お客様、オーナー・オペレーター、当社の 3 者による「Win-Win-Win（Win3

＝ウィンスリー）」の関係構築を基本方針としております。オーナー・オペレーターに対

する研修制度の導入、お客様、オーナー・オペレーターとのリレーションシップ強化のた

めの営業社員教育等の各種変革を実行してきた結果、お客様、オーナー・オペレーター及

び金融機関をはじめとするビジネスパートナーから、新生トラステックスホールディング

スを高く評価頂けるようになりました。当社では多くのお客様やオーナー・オペレーター

と取引を行っており、軽貨物運送業界においては当社も相応の社会的役割を担っているも

のと考えております。 

また、今般判明した不適切な会計処理は、旧経営陣を中心として行われていたものであ

り、現在の事業及び今後予定の経営改革には影響を与えるものではありません。 

 

5. 今後今後今後今後のののの対応対応対応対応（（（（特別調査委員会特別調査委員会特別調査委員会特別調査委員会のののの調査調査調査調査によるによるによるによる原因究明原因究明原因究明原因究明及及及及びびびび再発防止策再発防止策再発防止策再発防止策））））についてについてについてについて 

  

 当社といたしましては、過年度における不適切な会計処理の全容を解明すべく、本日付

で、外部の法律・会計の専門家を含めたメンバーで構成される特別調査委員会を設置し、

今後引き続き、厳正かつ徹底した事実関係及び原因究明の調査を進め、不適切な会計処理

の徹底的な洗出しと適切な処理を図るとともに、かかる不適切な会計処理が二度と起きな

いよう有効な再発防止策の策定及び実施を行う所存です。これらにつきましてはその内容

が決定し次第、速やかにご報告させて頂きます。 

 

 そして、健全かつ公正な企業として成長していけるよう、上場企業に相応しいコーポ

レートガバナンスの強化、内部統制システムの確立及びこれらの実効的な運用が図られる

ような抜本的な経営改革を早急に進め、当社の有するビジネスモデルにより最大限社会に

貢献することで、社会的責任を全うしていく所存です。 

    

 今回お知らせいたしました、過去の不適切な会計処理につきまして、株主・投資家の皆

様をはじめ関係者の皆様には多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますことを、重ねて

深くお詫び申し上げますとともに、何卒ご理解・ご支援を賜りますようお願い申し上げま

す。 

 

以上 


