
平成20年10月10日 

各  位 

 

 会 社 名      株式会社  丹 青 社  

 代 表 者名      代表取締役社長 渡 辺   亮 

 本社所在地 東京都台東区上野5丁目2番2号 

 （コード番号9743 東証第1部） 

 問 合 せ先      取締役常務執行役員 鈴 木 義 隆 

 （TEL  03－3836－7282） 

 

当社連結子会社における不適切な会計処理に関する調査結果のご報告 

 

当社は、本年7月25日付発表の「当社連結子会社における不適切な会計処理について」において、当社連結子

会社の株式会社丹青ディスプレイ（以下、「丹青ディスプレイ」といいます）において行われていた不適切な会計

処理（以下、「本件」といいます）及び内部調査委員会の設置について開示致しました。その後、本件の事実関係

の調査、過年度決算の訂正額の確定、原因の究明及び再発防止策の検討等に全力で取り組んで参りました。 

 

本日開催の当社取締役会にて、内部調査委員会の調査結果を承認致しましたので、その概要につき下記のとお

りご報告致します。 

 

記 

 

１． 本件の判明から本日までの経緯 

本件は、丹青ディスプレイのエンジニアリング統括部の専任部長（以下、「本人」といいます）から丹青ディ

スプレイ代表取締役社長に対して、平成20年6月5日、自己の不適切な会計処理に関する申告がなされたこと

を契機として判明致しました。 

申告によれば、平成16年10月から平成20年3月まで、丹青ディスプレイにおいて受注した工事のうち、一

部工事の赤字化を隠蔽するため、①本来計上すべき売上原価を完工時期の異なるほかの工事案件に付け替え、あ

るいは、②売上高を過大計上することにより、過大な利益額を計上する不適切な会計処理が行われたとのことで

ありました。 

「本人」は、原価付け替えに利用しようと予定していた工事がキャンセルとなり、不適切な会計処理の

継続が困難となったことに加え、社内の組織変更で配属された上司のもとで平成 20 年 5 月末に開催された部

門の会議において不審な処理について指摘され、これ以上、自己の不適切な会計処理を隠蔽することが困難と判

断し、申告に至ったとのことであります。 

「本人」から申告を受けた丹青ディスプレイ代表取締役社長は、直ちに、当該申告内容を当社に報告し、これ

を受け、当社は、平成20年6月9日、リスク・コンプライアンス委員会を開催し、本件に関する内部調査チー

ムを設置致しました。内部調査チームは、設置当日から調査を開始し、本件の概要と過大に計上された利益の累

積額を把握しました。そこで、平成20年7月25日、本件の発生について開示することとなりました。 

当社は、平成20年7月25日の開示において、同日までの内部調査チームを内部調査委員会に改組し、本件の

さらなる実態解明と再発防止策の検討を行い、同時に本件を踏まえた当期業績予想の策定及び過年度決算への影

響額を究明し、これらについて判明次第発表する旨お知らせ致しました。内部調査委員会は、過去5期分に亘り、

丹青ディスプレイのほぼ全ての工事の売上げと売上原価について調査を行い、不適切な処理が確認された場合は、

その正確な金額と帰属期間を確定させるとともに、関係者への個別調査やヒアリングを実施して、本件の手法や

発生の原因、背景について慎重な調査・分析を行ってまいりました。そのため、平成20年7月25日から約2ヶ

月半の日数を要することとなりました。 

本日は、その全容と過年度各期の財務諸表への正確な影響額が判明致しましたので、お知らせ申し上げる次第

です。 
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２． 本件に関わる調査の概要 

（1） 調査体制 

当社は、平成 20 年 7 月 25 日、本件を開示するに際し、徹底した調査を実施するため、同日までの

内部調査チームを内部調査委員会に改組致しました。内部調査委員会は、代表取締役を委員長、コンプ

ライアンス担当取締役を副委員長、以下、経営管理・経営企画・業務改革・事業管理・経理・監査の各

部門の責任者合計11名を委員とし、さらに、調査の透明性と客観性を確保するため、社外監査役2名

及び会計・法律に関する外部専門家2名をオブザーバーとして加えました（※1）。 

 

※1 オブザーバーは、次の調査及び検討等を実施致しました。 

① 不適切な会計処理を行った社員及びその上司、丹青ディスプレイの代表取締役社長及び各取締

役のヒアリング 

② 内部調査委員会の行った調査結果の検討 

③ 本件等の発生原因の究明と再発防止策の検討 

④ 当社の講じた措置に対する意見表明 

上記事項を実施した内部調査委員会のオブザーバーは、下記のとおりです。 

余田税理士事務所 社外監査役、税理士 余田 幹男 

山田法律特許事務所 社外監査役、弁護士 山田 博重 

森岡伸介公認会計士税理士事務所 公認会計士、税理士 森岡 伸介 

高野法律事務所 弁護士 高野 一郎 

 

（2） 調査対象及び調査内容 

本件は、丹青ディスプレイにおいて発覚した事案ですが、内部調査委員会は、丹青ディスプレイだ

けではなく、当社を含む全てのグループ会社に対して、次のような調査を実施致しました。 

（a） 丹青ディスプレイにおける調査 

内部調査委員会が丹青ディスプレイに対して実施した調査は、次のとおりです。 

① 平成20年6月末現在における買掛債務の残高確認（全取引先に対する個別調査） 

①は、不適切な会計処理の全てを確定させるため、次の（ⅰ）～（ⅲ）の項目について個別

調査（以下、「個別調査」といいます）を過去 5 ヵ年間丹青ディスプレイと取引のあった会社

全てに対して、実施致しました。 

「個別調査」の項目 

(ⅰ) 平成20年6月末現在における買掛債務の残高確認 

(ⅱ) 現在及び過去5ヵ年における不適切な処理の有無 

(ⅲ) 不適切な処理がある場合における残高の確認 

 

② 継続的取引のある主要協力会社会会員64社全てへのヒアリング 

②は、①と同様の目的で、上記会員 64 社全てに対して、「個別調査」と同一項目について、

ヒアリングを実施致しました。 

③ 平成20年6月末現在における売掛債権の残高確認 

④ 販売又は購買に携わる従業員全てへのヒアリング及び誓約書の取得 

④は、①と同様の目的で、販売又は購買に携わる従業員全てに対して、「個別調査」の（ⅱ）

と(ⅲ)の項目について、ヒアリングを実施致しました。さらに、二度とこのような不祥事を発

生させないため、不適切な会計処理を行わず法令及び各種社内規程を遵守する旨の署名済み誓

約書を取得しました。 

⑤ 平成20年6月末現在における勘定残高の精査 

⑥ 「本人」に対する調査 

上記①～⑤の結果を踏まえた上で、「本人」に対するヒアリングを実施致しました。なお、

下記⑧のヒアリングに備えるため、「本人」に対するヒアリングについては、内部調査委員会

の委員とオブザーバーが共同で実施致しました。 
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⑦ 新たに判明した不適切な会計処理を行った社員に対する調査 

上記①～⑤の調査の結果、「本人」以外に不適切な会計処理を行った社員が 4 名判明しまし

た。そこで、この4名に対し、当該不適切な会計処理の全容及び当該処理に関する「本人」の

かかわり等を明らかにするためヒアリングを実施致しました。なお、下記⑨のヒアリングに備

えるため、この4名に対するヒアリングについては、内部調査委員会の委員とオブザーバーが

共同で実施致しました。 

⑧ 丹青ディスプレイ代表取締役社長及び「本人」の上司に対する調査 

本件が「本人」の独断によるものであるのか、あるいは、丹青ディスプレイが会社ぐるみで

行っていたものであるのかを確定させるため、丹青ディスプレイ代表取締役社長及び「本人」

の上司に対して、本件に関する「本人」への指示及び暗示の存在の有無並びに本件行為を発見

できなかった理由についてヒアリングを実施するとともに、当該ヒアリング結果の客観的資料

となる「本人」のパソコン及びサーバーに保存されていた文書を調査・解析しました。 

なお、丹青ディスプレイ代表取締役社長及び「本人」の上司に対するヒアリングについては、

透明性と客観性を担保するため、内部調査委員会の委員とオブザーバーが共同で実施致しまし

た。 

⑨ 丹青ディスプレイ代表取締役社長及び新たに判明した不適切な会計処理を行った社員4名の上

司に対する調査 

本件が新たに判明した不適切な会計処理を行った4名の社員各自の独断によるものであるの

か、あるいは、丹青ディスプレイが会社ぐるみで行っていたものであるのかを確定させるため、

丹青ディスプレイ代表取締役社長及び上記4名の社員の上司に対して、本件に関する上記4名

の社員への指示及び暗示の存在の有無並びに本件行為を発見できなかった理由についてヒアリ

ングを実施するとともに、当該ヒアリング結果の客観的資料となる上記4名の社員のパソコン

及びサーバーに保存されていた文書を調査・解析しました。 

なお、丹青ディスプレイ代表取締役社長及び上記4名の社員の上司に対するヒアリングにつ

いては、透明性と客観性を担保するため、内部調査委員会の委員とオブザーバーが共同で実施

致しました。 

 

（b） その他子会社における調査 

内部調査委員会は、丹青ディスプレイ以外の子会社に対して以下の調査を実施し、その結果、不

適切な会計処理が行われていなかったことを確認致しました。 

① 平成20年6月末における買掛債務の残高確認（継続的に確認を行っている子会社は除く） 

①は、不適切な会計処理の有無及び不適切な会計処理があった場合にはその内容を確定させ

るため、過去5ヵ年間丹青ディスプレイ以外の子会社と取引のあった会社のうち、5ヵ年の累

計仕入高100万円以上（1ヵ年20万円平均）の取引がある会社を調査対象とし、「個別調査」

を実施致しました（「個別調査」を実施した会社との取引総額は 90 億 5268 万円で（総仕入高

の96.8％）に達し、調査対象外の取引総額は2億 9878 万円で（総仕入高の3.2％）でした）。

ただし、次の場合については、「個別調査」の調査対象から除外しました。 

（イ） 過去5ヵ年のうち1ヵ年しか取引がない会社（ただし直前決算期に取引があった会社

については調査対象としました）。不適切な会計処理については、取引先企業の協力が不

可欠なため、過去に1ヵ年しか取引がないものについては、そもそも当該処理について

の協力依頼をする余地がなかったと思われるため調査対象から除外しました。 

（ロ） 発注者から当社の子会社が下請企業について指示を受けている取引。これについては、

不適切な会計処理を依頼する余地がないため調査対象から除外しました。 

（ハ） 水道光熱費、電話代、宅配便、保険等、公定価格があるものの支払。これについても、

不適切な会計処理を依頼する余地がないため調査対象から除外しました。 

（ニ） 給与、派遣料、家賃等、単価や時間等により決定されている支払。これについても、

不適切な会計処理を依頼する余地がないため調査対象から除外しました。 
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（ホ） 株式会社丹青ＴＤＣについては当社の会計監査人が定期的に監査を実施しているため

調査対象から除外しました。 

（ヘ） 当社の会計監査人の現地法人が定期的に監査を実施している当社の海外子会社2社に

ついては調査対象から除外しました。 

② 継続的取引のある主要仕入会社へのヒアリング 

②は、①と同様の目的で、継続的取引のある主要仕入会社に対して、「個別調査」の（ⅱ）

と(ⅲ)の項目について、ヒアリングを実施致しました。 

③ 販売又は購買に携わる従業員全てへのヒアリング及び誓約書の取得 

③は、①と同様の目的で、販売又は購買に携わる従業員全てに対して、「個別調査」の（ⅱ）

と(ⅲ)の項目について、ヒアリングを実施致しました。さらに、二度とこのような不祥事を発

生させないため、不適切な会計処理を行わず、法令及び各種社内規程を遵守する旨の署名済み

誓約書を取得しました。 

④ 平成20年7月末現在における勘定残高の精査 

 

（c） 当社における調査 

内部調査委員会が当社に対して実施した調査は、不適切な会計処理の有無及び不適切な会計処理

があった場合にはその内容を確定させるため、販売又は購買に携わる従業員全てに対して、「個別

調査」の（ⅱ）と(ⅲ)の項目について、ヒアリングを実施致しました。さらに、今後二度とこのよ

うな不祥事を発生させないため、不適切な会計処理を行わず、法令及び各種社内規程を遵守する旨

の署名済み誓約書を取得しました。 

 

３． 内部調査委員会の調査結果 

（1） 本件の具体的内容 

本件の具体的内容については、内部調査委員会による上記調査の結果、次のとおりであることが判

明致しました。 

平成16年10月から平成19年2月にわたり、「本人」が統括部長を務めていた部署において（※2）

受注した一部の工事について、発注者の要求により作り直しをさせられたにも拘らず、増額交渉が

不調となったこと等を原因として、原価が予算を超過し、赤字工事が見込まれることになりました。 

しかし、「本人」は、丹青ディスプレイ社内における赤字工事の報告を回避するため、社内の手続

書類（実行精算書等）について工事名などの操作・改変によって、仕入（原価）を本来計上すべき

時期から先送りするなどして、過大な利益を計上しておりました。 

具体的には、次の2種類の手法がとられていました。 

① 赤字が見込まれる工事の原価を将来発生する他の工事の原価として付け替えるなどの方法によ

り、原価の計上を先送りする手法（以下、「原価付替」といいます）。 

② 赤字が見込まれる工事の原価を引渡し前の工事の原価に含め、その分の売上げを過大に計上す

る手法（以下、「売上過大計上」といいます）。 

上記①、②のような不適切な会計処理の原因となった赤字工事が見込まれた工事（以下、「原因工

事」といいます）は12件、これらの「原因工事」において予算を超過した原価（原価総額から予算

原価を控除した金額で、かつ、原因工事で見込まれた赤字の総額）は1億6600万円でした。この予

算を超過した原価1億6600万円が、「原価付替」により1億500万円、「売上過大計上」により6100

万円、不適切に処理されていました。そして、「原価付替」に利用された仕掛工事は 3 件、「売上過

大計上」に利用された工事は 4 件、即ち、合計 7 件の工事が「原価付替」及び「売上過大計上」に

利用されました。但し、7件のうち1件については「原価付替」及び「売上過大計上」に共通して利

用されているため、工事の総数としては6件となります。 
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下の表は、これらを整理したものです。 

 「原因工事」 「原価付替」 「売上過大計上」 合 計 

(a) 過大となった原価の総額 1億6600万円  1億6600万円

(b) 「原価付替」「売上過大計上」の額 1億500万円 6100万円 1億6600万円

(c) (b)に利用した工事の件数 3件
4件 

（うち1件は「原価

付替」と同一工事） 
6件

 

ちなみに、今回調査を実施した工事の総数は3,395件に達しましたので、「原価付替」及び「売上

過大計上」に利用された工事の割合は、全体の約0.18％に相当します。 

 

なお、「原価付替」及び「売上過大計上」に利用された工事について、「本人」による横領等の事実

は確認されておりません。 

 

※2 本件該当期間において、「本人」が部長を務めていた部門及び役職名は、次のとおりです。 

平成16年4月～平成17年3月  第2設計制作統括部 統括部長及び部長（兼務） 

平成17年4月～平成18年3月  第2設計制作統括部 統括部長 

平成18年4月～平成19年3月  制作技術統括部   統括部長 

（平成18年4月から2部門に分かれていた設計制作統括部が1部門に統合されました。） 

平成19年4月～平成20年1月  制作技術統括部   専任部長 

平成20年2月～     エンジニアリング統括部 専任部長 

 

（2） 本件以外に新たに判明した不適切な会計処理の内容 

前記の内部調査委員会の調査の結果、本件以外に新たに4名の丹青ディスプレイ社員が6件の「原

因工事」について総額368万円に及ぶ不適切な会計処理（以下、「新たに判明した不適切な会計処理」

といいます）を行っていた事実が判明致しました。「新たに判明した不適切な会計処理」を行ってい

た4名の社員は、1名がプロモーション統括部公共・文化事業部（以下、「Ａ社員」といいます）、残

りの3名が制作技術統括部に所属しておりました（以下、「Ｂ社員」、「Ｃ社員」、「Ｄ社員」といいま

す）。 

 

「新たに判明した不適切な会計処理」の具体的内容は、次のとおりです。 

(a)「Ａ社員」について 

「Ａ社員」は、平成20年3月、「Ａ社員」が担当していた受注工事（2件）について、原価が予算

を145万円超過したにもかかわらず、赤字工事の報告を回避するため、「原価付替」の手法を講じる

ことにより（このために利用した工事の件数は3件、処理した総額は117万円でした）、過大な利益

を計上しておりました。なお、内部調査委員会の調査によってこの事実が判明したため、丹青ディ

スプレイは、平成 20 年 8 月に不払いとなっていた金額 28 万円を当該下請け企業に支払い、債務不

履行状態を解消致しました。 

なお、前述のとおり「Ａ社員」は、上記の行為を行っていた当時、プロモーション統括部の公共・

文化事業部に課長職で所属していました。 

 

(b)「Ｂ社員」について 

「Ｂ社員」は、平成 19 年 12 月、「Ｂ社員」が担当していた受注工事（1 件）について、原価が予

算を110万円超過したにもかかわらず、赤字工事の報告を回避するため、「原価付替」の手法を講じ

ることにより（このために利用した工事の件数は 3 件、処理した総額は 20 万円でした）、過大な利
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益を計上しておりました。なお、内部調査委員会の調査によってこの事実が判明したため、丹青ディ

スプレイは、平成 20 年 8 月に不払いとなっていた金額 90 万円を当該下請け企業に支払い、債務不

履行状態を解消致しました。 

なお、前述のとおり「Ｂ社員」は、上記の行為を行っていた当時、制作技術統括部の第1部に所属

していました。「本人」と同じ制作技術統括部ですが、「本人」は第 2 部の専任部長ですので、直接

の上司は「本人」ではありませんでした。 

 

(c)「Ｃ社員」について 

「Ｃ社員」は、平成20年4月、「Ｃ社員」が担当していた受注工事（1件）について、原価が予算

を 28 万円超過したにもかかわらず、赤字工事の報告を回避するため、「原価付替」の手法を講じる

ことにより（このために利用した工事の件数は1件でした）、過大な利益を計上しておりました。 

なお、前述のとおり「Ｃ社員」は、上記の行為を行っていた当時、制作技術統括部の第2部に所属

し、直接の上司は「本人」でした。 

 

(d)「Ｄ社員」について 

「Ｄ社員」は、平成17年 3月及び平成18年 9月、「Ｄ社員」が担当していた受注工事（2件）に

ついて、原価が予算を 85 万円超過したにもかかわらず、赤字工事の報告を回避するため、「原価付

替」の手法を講じることにより（このために利用した工事の件数は2件でした）、過大な利益を計上

しておりました。 

なお、「Ｄ社員」は、上記の行為をはじめて行った当時（平成17年3月）、制作技術統括部に所属

していましたが、この当時の「本人」の所属は、別部門の第2設計制作統括部であったことから、「Ｄ

社員」の上司は「本人」ではありませんでした。平成 18 年 9 月においては、「本人」と同じ制作技

術統括部に所属しておりましたが、この時の「本人」の役職は、統括部長で、「本人」以外に部長が

在職しており、かつ「Ｄ社員」には直属の上司である課長がおりましたので、「Ｄ社員」は「本人」

の直接の部下ではありませんでした。 

 

下の表は、「Ａ社員」、「Ｂ社員」、「Ｃ社員」及び「Ｄ社員」の行った「原価付替」の内容を整理し

たものです。なお、内部調査委員会の調査後に丹青ディスプレイが精算した金額は、右端の「調査

後の精算額」欄に記載しました。 

 

 
「原因工事」の 

件数 
過大となった 
原価の総額 

「原価付替」の額
「原価付替」に 

利用した工事の件数 
調査後の精算額 

「Ａ社員」 2件 145万円 117万円 3件 28万円

「Ｂ社員」 1件 110万円 20万円 3件 90万円

「Ｃ社員」 1件 28万円 28万円 1件 

「Ｄ社員」 2件 85万円 85万円 2件 

合 計 6件 368万円 250万円 9件 118万円

 

なお、「新たに判明した不適切な会計処理」に利用された工事について、「新たに判明した不適切な

会計処理」を行った社員による横領等の事実は確認されておりません。 

 

（3） 過年度各期の財務諸表への影響 

本年7月25日付の「当社連結子会社における不適切な会計処理について」において、本件により

過大に計上された利益の総額が累計で約2億円見込まれる旨を報告しておりましたが、調査の結果、

本件及び上記（2）でご報告致しました「新たに判明した不適切な会計処理」を加えた平成 16 年 3

月期から平成20年1月期（通期）までの当社連結財務諸表への累積的影響額は、1億5042万円と判

明致しました。 

なお、過年度決算の訂正に関する詳細は、本日、別途発表の過年度各期決算短信等の訂正に関する

お知らせをご参照下さい。 
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また、平成16年3月期から平成20年1月期（通期）までの各期における損益計算書主要項目への

影響額は、本紙に添付致しました（別紙）「過年度決算訂正の概要」をご参照下さい。 

 

（4） 本件の関与者 

（a）「本人」 

本件については、以下の調査結果から、「本人」が不適切な会計処理を行ったと判断致しました。 

（ⅰ） 「本人」に対するヒアリングにおいて、「本人」自らが不適切な会計処理を行った旨証言

していること。 

（ⅱ） 「原因工事」において当該工事を行った下請企業に対するヒアリングにおいて、「本人」

の指示で不適切な会計処理に協力した旨の証言を得たこと。 

（ⅲ） 証憑類の調査によって、「本人」の不適切な会計処理が裏付けられたこと。 

 

（b）その他の関与者 

本件については、以下の調査結果から、「本人」以外の社員・部門が不適切な会計処理に関与し

た事実はないと判断致しました。 

（ⅰ） 「本人」に対するヒアリングにおいて、「本人」以外の者が本件の不適切な会計処理に関

与したことがない旨証言していること。 

（ⅱ） 丹青ディスプレイの社内会議において、滞留債権及び仕掛管理について管理部門等から「本

人」が質問を受けた際、虚偽の回答を行って、本件の隠蔽工作をした事実があること。 

（ⅲ） 丹青ディスプレイの販売または購買に携わる全ての従業員に対するヒアリングの結果、「本

人」以外の者による本件への関与を示す事実は確認されなかったこと。 

（ⅳ） 「本人」の上司に対するヒアリングの結果、「本人」以外の者による本件への関与を示す

事実は確認されなかったこと。なお、「本人」の上司に対するヒアリングについては、透

明性及び客観性確保のため、オブザーバーと共同で実施致しました。 

 

（c）取締役の関与 

取締役については、以下の調査結果から、本件に関与した事実はないと判断致しました。 

（ⅰ） 「本人」に対するヒアリングにおいて、本件発覚の端緒となった申告まで、「本人」が取

締役はもちろん、他の従業員に対して、本件について一切知らせていない旨証言している

こと。 

（ⅱ） 丹青ディスプレイの販売または購買に携わる全ての従業員に対するヒアリングの結果、取

締役が本件に関与したことを示す事実は確認されなかったこと。 

（ⅲ） 「本人」のパソコン及びサーバーに保存されていた文書等のファイル及びメールを閲覧し

たところ、「本人」と取締役との間で本件に関する応答がなされた形跡が検出されなかっ

たこと。 

（ⅳ） 丹青ディスプレイの代表取締役及び取締役に対するヒアリングの結果、本件への関与を示

す事実は確認されなかったこと。なお、丹青ディスプレイの代表取締役及び取締役に対す

るヒアリングについては、透明性及び客観性確保のため、オブザーバーと共同で実施致し

ました。 

 

（5） 「新たに判明した不適切な会計処理」の関与者 

（a）「新たに判明した不適切な会計処理」を行った社員 

「新たに判明した不適切な会計処理」については、以下の調査結果から、本調査報告書 3（内部

調査委員会の調査結果）（2）（本件以外に判明した不適切な会計処理の内容）に記載した社員（以下、

「新たに判明した4名の社員」といいます）が当該処理を行ったと判断致しました。 

（ⅰ） 「新たに判明した 4 名の社員」に対するヒアリングにおいて、「新たに判明した 4 名の社

員」自らが不適切な会計処理を行ったと証言していること。 
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（ⅱ） 「原因工事」において当該工事を行った下請企業に対するヒアリングにおいて、「新たに

判明した4名の社員」の指示で不適切な会計処理に協力した旨の証言を得たこと。 

（ⅲ） 証憑類の調査によって、「新たに判明した 4 名の社員」の不適切な会計処理が裏付けられ

たこと。 

 

（b）「本人」の関与について 

「新たに判明した不適切な会計処理」のうち、「本人」の部下である「C社員」の行った行為につ

いては、「本人」が直接積極的に関与をしている事実は認められませんでしたが、「原因工事」にお

いて当該工事を行った下請企業が「本人」の場合と同じ下請企業であり、かつ、当該「原因工事」

の時期が本人が不適切な会計処理を平成20年2月に終えた直後の平成20年4月であることなどか

ら、「本人」が暗黙の了承をしていたものと判断致しました。 

しかし、「Ａ社員」、「Ｂ社員」及び「Ｄ社員」の行った行為については、以下の調査結果から、「本

人」が当該行為に関与した事実はないと判断致しました。 

（ⅰ） 「Ａ社員」、「Ｂ社員」及び「Ｄ社員」に対するヒアリングにおいて、「本人」が当該行為

に関与したことがない旨証言していること。 

（ⅱ） 丹青ディスプレイの販売または購買に携わる全ての従業員に対するヒアリングの結果、「Ａ

社員」、「Ｂ社員」及び「Ｄ社員」以外の者による当該行為への関与を示す事実は確認され

なかったこと。 

（ⅲ） 「Ａ社員」、「Ｂ社員」及び「Ｄ社員」の上司に対するヒアリングの結果、これらの社員以

外の者による当該行為への関与を示す事実は確認されなかったこと。なお、これらの社員

の上司に対するヒアリングについては、透明性及び客観性確保のため、オブザーバーと共

同で実施致しました。 

（ⅳ） 「Ａ社員」、「Ｂ社員」、「Ｄ社員」及び「本人」に対するヒアリングを実施するとともに、

「Ａ社員」、「Ｂ社員」、「Ｄ社員」及び「本人」のパソコン及びサーバーに保存されていた

文書等のファイル及びメールを閲覧したところ、「本人」が「Ａ社員」、「Ｂ社員」及び「Ｄ

社員」の行為に関与したことを示す事実は確認されなかったこと。 

 

（c）その他の関与者 

「新たに判明した不適切な会計処理」については、以下の調査結果から、「新たに判明した4名の

社員」以外の社員・部門が当該処理に関与した事実はないと判断致しました。 

（ⅰ） 「新たに判明した 4 名の社員」に対するヒアリングにおいて、「新たに判明した 4 名の社

員」以外の者が「新たに判明した不適切な会計処理」に関与したことがない旨証言してい

ること。 

（ⅱ） 丹青ディスプレイの販売または購買に携わる全ての従業員に対するヒアリングの結果、「新

たに判明した4名の社員」以外の者による「新たに判明した不適切な会計処理」への関与

を示す事実は確認されなかったこと。 

（ⅲ） 「新たに判明した 4 名の社員」の上司に対するヒアリングの結果、「新たに判明した 4 名

の社員」以外の者による「新たに判明した不適切な会計処理」への関与を示す事実は確認

されなかったこと。なお、「新たに判明した 4 名の社員」の上司に対するヒアリングにつ

いては、透明性及び客観性確保のため、オブザーバーと共同で実施致しました。 

 

（d）取締役の関与 

取締役については、以下の調査結果から、「新たに判明した不適切な会計処理」に関与した事実

はないと判断致しました。 

（ⅰ） 「新たに判明した 4 名の社員」に対するヒアリングにおいて、「新たに判明した 4 名の社

員」が今回の内部調査委員会の調査まで、取締役はもちろん、他の従業員に対して、「新

たに判明した不適切な会計処理」について一切知らせていない旨証言していること。 
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（ⅱ） 丹青ディスプレイの販売または購買に携わる全ての従業員に対するヒアリングの結果、取

締役が「新たに判明した不適切な会計処理」に関与したことを示す事実は確認されなかっ

たこと。 

（ⅲ） 「新たに判明した4名の社員」のパソコン及びサーバーに保存されていた文書等のファイ

ル及びメールを閲覧したところ、「新たに判明した 4 名の社員」と取締役との間で「新た

に判明した不適切な会計処理」に関する応答がなされた形跡が検出されなかったこと。 

（ⅳ） 丹青ディスプレイの代表取締役及び取締役に対するヒアリングの結果、「新たに判明した

不適切な会計処理」への関与を示す事実は確認されなかったこと。なお、丹青ディスプレ

イの代表取締役及び取締役に対するヒアリングについては、透明性及び客観性確保のため、

オブザーバーと共同で実施致しました。 

 

（6） 調査結果から判明した問題点 

上記（5）に記載致しましたように、内部調査委員会の調査の結果、本件については「本人」が独

断で行ったものであり、また、「新たに判明した不適切な会計処理」については「新たに判明した 4

名の社員」が各自独断で行ったものであり、いずれも、他の部門や取締役等が関与していた事案で

はありません。つまり、本件及び「新たに判明した不適切な会計処理」（以下、両者を総称して「不

適正行為」といいます）は、いずれも組織的に行われたものではなく、「本人」及び「新たに判明し

た4名の社員」の独断専行事案であったということができます。 

従って、「不適正行為」が発生した問題は要約すると、 

(a) 「本人」及び「新たに判明した4名の社員」が「不適正行為」をその裁量で行うことができ

たという点 

(b) 上司及び管理部門が「不適正行為」を発見することができなかった体制であったという点 

に帰着することになります。 

 

（7） 調査結果から判明した問題点の原因及び対策（改善策） 

上記（6）に記載した問題点(a)(b)の発生原因について、内部調査委員会は、今回の調査を通じて

行った各種ヒアリング、「個別調査」等の検証作業及びオブザーバーとの検討を重ねました。その結

果、次の事項が主要な原因であるとの結論に至りました。そして、主要原因確定後、内部調査委員

会は、オブザーバーとともに、その改善策についてさらに協議を重ね、それぞれの原因について次

の改善策を講じるべきであると判断致しました。 

 

(a) 「本人」及び「新たに判明した4名の社員」が「不適正行為」をその裁量で行うことができた

という点について 

「本人」及び「新たに判明した4名の社員」が「不適正行為」をその裁量で行うことができ

た主要な原因は、次の諸点にあるとの結論に至りました。 

(ⅰ) 発注者の要求による作り直し等を原因として原価が予算を超過する事態のあること。 

「本人」及び「新たに判明した4名の社員」が「不適正行為」を行うこととなった契機は、

発注者の要求により作り直しをさせられたこと等により原価が予算を超過したことにあり

ます。したがって、発注者の要求による作り直し等を原因として原価が予算を超過する事

態のあることは、「不適正行為」が行われることとなったそもそもの原因ということがで

きます。 

(ⅱ) 赤字工事の発生の見込みに関する社内の検証システムが確立されていないこと。 

これも、(ⅰ)と同じく「不適正行為」が行われることとなったそもそもの原因です。 

(ⅲ) 受注・発注業務を担当者1名に任せる組織体制を採用していたこと。 

(ⅳ) 原価計上において、社内の工事予算申請等の手順が踏まれていないにもかかわらず、計上

及び支払が行えたこと。 

(ⅴ) 従業員及び取引先に対するコンプライアンス教育の不徹底。 
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(ⅵ) 「本人」及び「新たに判明した4名の社員」が赤字工事の見込みを報告できなかったとい

うこと。 

 

上記(ⅰ)（発注者の要求による作り直し等を原因として原価が予算を超過する事態のあるこ

と）に対する改善策としては、工事施工の前後で原価を確定できるようにするため、工事施工

前に発注工事に関する契約書等の合意書面の締結を徹底する必要があるものと判断致します。 

合意書面締結後に契約内容に規定した各種工事の内容が変更となる場合には、その都度、変

更した内容での合意書面を再度締結する必要があると判断致します。 

 

上記(ⅱ)（赤字工事の発生の見込みに関する社内の検証システムが確立されていないこと）

に対する改善策としては、予算設定プロセスを再構築し、業績管理、予算管理及び予実管理の

徹底を図る必要があるものと判断致します。 

あわせて、工事に応じて売上げ及び原価を工事の進捗状況に即して、定期的に検証するシス

テムが必要であると考えます。 

 

上記(ⅲ)（受注・発注業務を役職者1名に任せる組織体制を採用していたこと）に対する改

善策としては、丹青ディスプレイの権限分掌規程を見直し、担当者が単独で受注・発注を行う

ことのないようにする必要があるものと判断致します。 

あわせて、業務マニュアル及び業務フローについて、権限分掌規程の見直しに即した全面的

な改正が必要であると考えますが、この見直しについては、丹青ディスプレイのみではなく当

社の各管理部門が主導していく必要があると判断致します。あわせて、システム上、売上情報

と仕入情報の連動性を確保することにより、売上情報と仕入情報に関する人為的な処理の介在

する余地を排除する必要があるものと判断致します。 

さらに、実行精算書については、次のような改善策を講じるべきであると判断致します。 

① 作成者と決裁権者を厳格に分類すること。 

② 実行精算書には施主の作成した注文書の写しを必ず添付し照合すること。 

③ 追加注文等により予算が変更となる場合には、必ず、追加注文等に関する注文書を

提出すること。 

 

上記(ⅳ)（原価計上において、社内の工事予算申請等の手順が踏まれていないにもかかわら

ず、計上及び支払が行えたこと）に対する改善策としては、原価計上及び支払に関する丹青ディ

スプレイの社内規程を整備した上で、かかる社内規程の周知徹底を図り、遵守体制を確立させ

るとともに、支払に対する厳格なチェックシステム（支払額と支払科目及び当該支払を正当化

する帳票書類の突合せとこれらの検証作業を実施する体制）を構築する必要があるものと判断

致します。 

 

上記(ⅴ)（従業員及び取引先に対するコンプライアンス教育の不徹底）に対する改善策とし

ては、従業員及び取引先に対するコンプライアンス教育を徹底する必要があるものと判断致し

ます。 

特に、「新たに判明した不適切な会計処理」を行った従業員が4名にも達したことから、丹青

ディスプレイにおいては、コンプライアンス意識が希薄であるように思われます。そこで、当

社「コンプライアンス基本規程」及び「丹青グループ行動基準」その他社内各種規程を遵守し

ない従業員に対してペナルティーを課す等の不利益処分を講じるだけではなく、これらを遵守

する従業員に対してそのモチベーションを上げるような積極的施策を講じる等、コンプライア

ンス遵守が各従業員の利益に直結するということを理解させることにより全ての従業員に対す

る積極的な意識改善を図り、コンプライアンス遵守の風土を根付かせる必要があるものと判断

致します。 
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上記(ⅵ)（「本人」及び「新たに判明した4名の社員」が赤字工事の見込みを報告できなかっ

たということ）に対する改善策としては、工事を担当している従業員自らが赤字工事の発生見

込みを報告できるようなコンプライアンス遵守の風土を根付かせる必要があるものと判断致し

ます。 

 

(b) 上司及び管理部門が「不適正行為」を発見することができなかった体制であったという点 

上司及び管理部門が「不適正行為」を発見することができなかった主要な原因は、次の諸点

にあるとの結論に至りました。 

(ⅰ) 売上と原価が工事ごとに管理されていなかったこと。 

(ⅱ) 受注・発注業務に対する管理がなされていなかったこと。 

(ⅲ) 売上計上、仕掛計上後の債権及び棚卸資産への管理が不十分であったこと。 

(ⅳ) 当社の丹青ディスプレイに対する子会社管理が不十分であったこと。 

 

上記(ⅰ)（売上と原価が工事ごとに管理されていなかったこと）に対する改善策としては、

丹青ディスプレイの社内規程を整備した上で、かかる社内規程の周知徹底を図り、遵守体制を

確立させる必要があるものと判断致します。 

あわせて、前述のとおり、システム上、売上情報と仕入情報の連動性を確保することにより、

人為的処理の介在余地を排除する必要があるものと判断致します。 

 

上記(ⅱ)（受注・発注業務に対する管理がなされていなかったこと）に対する改善策として

は、丹青ディスプレイの社内規程を整備した上で、かかる社内規程の周知徹底を図り、遵守体

制を確立させる必要があるものと判断致します。 

あわせて、受注・発注業務の管理を徹底するため、次の方策を講じるべきであると判断致し

ます。 

(イ) 丹青ディスプレイにおいて毎月行っている工事の進捗状況に関する会議において、売上・

原価・利益等の各種数値を連動させ、実行精算書と基幹情報の照合を行うこと。 

(ロ) 原価計上の際には、実行精算書と発注書、請求書、検収の照合を行い、また、売上計上の

際には、注文書と売上の照合を行うこと。 

(ハ) 丹青ディスプレイの（イ）の会議において、計上された原価と売上について、（ロ）の手

続が踏まれていることの確認を行うこと。 

(ニ) 未請求・未回収の滞留債権及び未成工事支出金について、社内の規程を整備した上で、か

かる社内規程の周知徹底を図り、遵守体制とその管理体制を確立させる必要があるものと

判断致します。 

 

上記(ⅲ)（売上計上、仕掛計上後の債権及び棚卸資産への管理が不十分であったこと）に対

する改善策としては、丹青ディスプレイの社内規程を整備した上で、かかる社内規程の周知徹

底を図り、遵守体制を確立させる必要があるものと判断致します。 

あわせて、売上計上、仕掛計上後の債権及び棚卸資産への管理を徹底するため、当該管理部

門の人員を増強するとともに、その質を改善するための方策を講じるべきであると判断致しま

す。 

また、本件発覚の間接的契機ともなった組織変更による適切な人員配置（管理能力に優れる

上司の適切な配置）を定期的に実施する必要があるものと判断致します。 

 

上記(ⅳ)（当社の丹青ディスプレイに対する子会社管理が不十分であったこと）に対する改

善策としては、業務監査の質をあげるとともに、子会社に対する会社法上の内部統制システム

を実効的に機能させていく必要があると考えます。 

当社では、平成 18 年に「コンプライアンス基本規程」及び「丹青グループ行動基準」を制

定し、内部統制システムの整備・運用が行われることとなりました。当社の内部統制システム
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は、大枠では機能していると評価できますが、今回の調査を通じて判明したことは、グループ

会社の取引先やグループ社員の全員に対して、十分にコンプライアンス精神が浸透しているか

疑問であるということです。そこで、グループ会社の役職員及び社員に対する啓蒙活動を定期

的に実施していくとともに、社内ネットにコンプライアンス関連の情報を適宜適確に掲載する

ことにより、全社的な意識改革を図っていく必要があるものと判断致します。また、グループ

会社の取引先に対しても、グループ会社役職員から適宜機会あるごとに「コンプライアンス基

本規程」及び「丹青グループ行動基準」の趣旨を理解いただくよう説明するなどして、くれぐ

れも問題となる行為が起こらないよう十分な取組みが必要であると考えます。 

 

４． 「本人」及び「新たに判明した4名の社員」の処分と経営責任 

（1） 「本人」及び「新たに判明した4名の社員」の処分 

「本件」に関与した「本人」及び「新たに判明した不適切な会計処理」に関与した「新たに判明し

た 4 名の社員」については、当社の「丹青グループ行動基準」に反したこと等から、丹青ディスプ

レイの取締役会にて厳正な処分を決定致しました。 

 

（2） 経営責任 

「本件」及び「新たに判明した不適切な会計処理」に対する経営責任及び社会的・道義的責任につ

いては、丹青ディスプレイ及び当社の取締役会において、次のとおり決定致しました。 

 

① 丹青ディスプレイ代表取締役社長の退任 

平成21年1月31日付で退任 

 

② 報酬の一部自主返上 

【丹青ディスプレイ】 

代表取締役社長  役員報酬の30％  4ヶ月分（平成20年10月分～平成21年1月分） 

常務取締役   役員報酬の20％ 3ヶ月分（平成20年10月分～同年12月分） 

非常勤取締役   役員手当     同上 

非常勤監査役   役員手当    同上 

 

【当      社】 

代表取締役社長  役員報酬の20％ 3ヶ月分（平成20年10月分～同年12月分） 

取締役副社長   役員報酬の20％  同上 

取締役常務執行役員 役員報酬の20％  同上 

（経営管理担当）  

 

５． オブザーバーの意見 

オブザーバーは、内部調査委員会の調査結果全般について検証するとともに、「本人」、「新たに判明した 4

名の社員」、「本人」と「新たに判明した4名の社員」の上司、丹青ディスプレイの代表取締役社長及び各取締

役に対するヒアリングについては、内部調査委員会と共同で実施致しました。その上で、「本件」及び「新た

に判明した不適切な会計処理」の問題点・原因・対策（改善策）について、内部調査委員会と協議を重ね、上

記に記載致しました内容のとおりに意見を集約致しました。 

したがいまして、オブザーバーは、内部調査委員会による各種調査手続の適正性、調査結果の妥当性、「本

件」及び「新たに判明した不適切な会計処理」の問題点・原因・対策（改善策）が上記記載内容のとおりであ

る旨の意見をここに表明致します。 

また、オブザーバーは、「本人」及び「新たに判明した4名の社員」に対する処分、経営責任、当社の対応

がいずれも相当なものであることをここに確認致します。 
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６． 内部調査委員会の調査結果を踏まえた当社の対応 

当社は、内部調査委員会が指摘した問題点及びその原因を真摯に受け止めるとともに、かかる原因を発生さ

せてしまったにかかわらず、5年間にわたって放置してしまった事実について重大に受け止め、深く反省して

おります。 

特に、今回の不祥事が、「赤字工事の発生を報告できない」という間違った意識から発生していることを重

く受け止めております。 

リスク管理の基本は、「事故は発生してはならない
．．．．

」という認識ではなく「発生することのある
．．．．．．．

事故にどの

ように適時適正に対応するか」という認識を全社員が共有することにあると考えておりますが、この認識がグ

ループ会社全体に十分に浸透していなかったと深く反省しております。 

今後は、軽微な予算超過はもちろん、どのような軽微な事故であっても、報告に遺漏のない体制を確立し、

どのような事態に対しても、適時的確に対応できる体制を構築してまいります。 

 

当然のことながら、今回の不祥事につき、内部調査委員会が指摘した改善策については、全て実践致します。 

ご心配をおかけしましたステークホルダーの皆様の信頼回復に向けて、内部調査委員会の指摘した改善策を

実践するとともに、経営者並びに当社及びグループ会社の全従業員の一人一人がコンプライアンスの遵守を徹

底することにより、ステークホルダーの皆様との信頼関係の再構築こそが当社の活動の基盤であるとの認識の

もとさらなる意識改革を行ってまいります。 

 

当社連結子会社におきまして今般のような不適切な会計処理を発生させ、市場関係者をはじめとするステー

クホルダーの皆様方にご心配とご迷惑をおかけしましたことをあらためてお詫び申し上げます。 

今後当社が進めて参ります各種改善策に対し、皆様方のご指導とご理解を賜りますよう何卒お願い申し上げ

ます。 

 

以 上 
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（別 紙） 

 

過年度決算訂正の概要 

連結財務諸表 

① 訂正前                  （単位：百万円） 

 平成16年3月期 平成17年3月期 平成18年3月期 平成19年3月期 平成20年1月期 

売 上 高 58,137 69,727 62,547 72,449 45,563 

売上総利益 8,106 9,228 8,214 10,490 5,714 

営 業 利 益 984 1,386 591 1,707 △1,400 

経 常 利 益 1,011 1,387 610 1,777 △1,329 

当期純利益 468 706 178 1,744 △928 

純 資 産 10,896 11,467 11,989 14,380 12,724 

 

② 訂正後                  （単位：百万円） 

 平成16年3月期 平成17年3月期 平成18年3月期 平成19年3月期 平成20年1月期 

売 上 高 58,137 69,727 62,547 72,430 45,553 

売上総利益 8,088 9,208 8,233 10,381 5,674 

営 業 利 益 966 1,366 608 1,598 △1,446 

経 常 利 益 993 1,367 627 1,668 △1,376 

当期純利益 458 696 187 1,611 △962 

純 資 産 10,886 11,447 11,978 14,236 12,545 

 

③ 影響額（②－①）                （単位：百万円） 

 平成16年3月期 平成17年3月期 平成18年3月期 平成19年3月期 平成20年1月期 

売 上 高 ― ― ― △19 △9 

売上総利益 △18 △20 18 △109 △40 

営 業 利 益 △18 △19 17 △109 △46 

経 常 利 益 △18 △19 17 △109 △46 

当期純利益 △9 △10 9 △133 △34 

純 資 産 △9 △20 △11 △144 △179 

 

なお、不適切な会計処理のうち「原価付替」による影響額は120百万円（内訳は、「本件」が119百万円、

「新たに判明した不適切な会計処理」が1百万円）、本件の「売上過大計上」による影響額は29百万円となっ

ております。従ってこれらの不適切な会計処理の額は合計150百万円となります。 

また、上記の不適切な会計処理を調査する過程で、本件とは別に経理処理上の誤り等から過年度財務諸表に

総額26百万円の影響を及ぼすことが判明致しました。この影響額は上記③に含めておりますが、これを個別

に記載すると下記のとおりになります。 

なお、今後、このような経理処理上の誤りが再発しないよう担当部門において既に対策が講じられておりま

すことをあわせてご報告申し上げます。 

        （単位：百万円） 

 平成16年3月期 平成17年3月期 平成18年3月期 平成19年3月期 平成20年1月期 

売上総利益 △0 △18 △2 ― △1 

営 業 利 益 △0 △18 △2 △0 △4 

経 常 利 益 △0 △18 △2 △0 △4 
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