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（ T E L． ０ ８ ４ － ９ ６ ０ － ２ １ ２ ０ ） 

（ U R L： h t t p : / / w w w . o h t - i n c . c o . j p） 

 

 

株式会社東京証券取引所への『改善状況報告書』の提出に関するお知らせ 

 

 

 当社は、平成 20 年４月 14 日提出の「改善報告書」に関し、株式会社東京証券取引所に

おける有価証券上場規程第 503 条第１項の規定に基づき、改善措置の実施状況および運用

状況を記載した「改善状況報告書」を、本日、添付のとおり株式会社東京証券取引所へ提

出いたしましたのでお知らせいたします。 

 

別添書類：改善状況報告書 

 

以上 

 

 





2 

報告書、有価証券届出書の訂正届出書等を提出し、「過年度決算にかかる有価証券報告書

の訂正報告書等の提出に関するお知らせ」にて、当該訂正報告書等の提出及び決算短信等

の訂正を公表いたしました。 

これら過年度の決算内容に関し、重要な訂正を伴う訂正報告書等を開示した件について、

貴取引所より平成 20 年３月 31 日に改善報告書の提出請求を受け、平成 20 年４月 14 日付

にて当該改善報告書を提出いたしました。 

 

Ⅱ 改善措置 

 過年度の決算短信等の提出に至った原因に対する再発防止に向けた改善措置は、以下の

とおりであり、改善報告書にも記載いたしました。個別の実施・運用状況については、後

段「３．実施・運用状況等」に記載しております。 

１．問題点 

（１） 経営姿勢に起因する問題 

当社は、創業者である前社長の指導のもと事業を展開してまいりましたが、今般判明し

た訂正を要する事項が発生したそもそもの原因は、過去の経営者による増収戦略偏重の中、

売上予算、利益予算達成を重視するあまり、営業担当者等に大きな負荷が掛っていたこと、

また、当社の売上計上基準に付随する条件（検収目途が明確であること）を、営業担当者

の独自の判断に任せていたことで、結果的に検収を受けることができず、返品、転売等が

なされたことにあります。 

 

（２） 当社の属する業界の慣行に起因する問題 

当社は、受注生産によって事業を展開しておりますが、過去において顧客との信頼関係

を前提に口頭発注時や仕様決定時に製造が開始されることが多くあり、また、製造開始か

ら売上計上までを営業担当者の独自の判断により行っていたというのが実態でありました。

こういった中、製品の開発要素が多かったために、注文書等を入手する前に製造が開始さ

れ、出荷された時点で売上が計上されたケースについては、売上計上時における検収目処

の確認が不十分でありました。 

今般発見された訂正対象となる取引以外は当該取引が完結（入金）され、通常の営業循

環過程にあったと判断できますが、前述のような外部環境の中、訂正対象取引は、顧客か

ら製造開始時に確約を取るという意識の欠如や営業担当者の判断にのみ頼っていたもので

あり、検収目処の確認に関する社内ルールに不備があったことが今般の訂正に至った要因

の一つとなりました。 

 

（３） 当社の技術動向に起因する問題 

当社は非接触電気検査という世界に類を見ない技術を独自に開発し、事業を展開してま

いりましたが、その開発初期段階では完成度が必ずしも高いとは言いがたい製品もあり、

顧客の協力なくして完成度を高める術はなかったと認識しております。したがいまして、

検収を受けるまで相当な期間がかかった物件も散見されている反面、当時の顧客の協力に
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よってこの技術が確立できたことも事実であります。 

非接触電気検査という認知度の低い技術を活用し開発要素を多く含んだ製品が検収を受

けるに至るまでの見込等について充分に討議されていたとは言えず、営業担当者や開発担

当者の各々の検収見込み判断のみによる売上計上を行っていたことは、検収目処の確認に

関する社内ルールの不備であり、今般の訂正に至った要因の一つとなりました。 

 

（４） 海外での事業展開に起因する問題 

顧客工場の海外進出傾向が強まるにしたがって、当社もアジア圏諸国に進出してまいり

ました。今般発生した問題においては、海外に進出した初期段階で、商習慣の違い等を理

解できないまま、国内と同様の事業活動を展開した結果の返品または転売となった物件が

含まれており、顧客の工場で既に生産に使用されているにも拘らず入金催促をしても一向

に応じてもらえず、やむなく装置引上げに至ったというものなどであります。これらは、

海外での事業展開のリスク認識が不十分なまま行われた取引であり、当時の受注から売上

に関する業務運営フローの問題であり、今般の訂正に至った要因の一つとなりました。 
 

（５） 社内システムの不備に起因する問題 

当社では、売上・仕入・在庫・原価等のシステムを市販のソフトウェアや社内作成のソ

フトウェアで別々に管理しており、相互のデータ交換は行われておりませんでした。よっ

てそれらのデータの統合は、手作業にて行わなければならず、データ管理において不十分

な状態となっていたことで、売上計上後、相当期間を経たのちに計上された仕入を発見す

るような仕組みが確立されていなかったことが、今般の訂正に至った要因の一つとなりま

した。 

 

（６） 内部管理体制の不備に起因する問題 

当社は、総人員６名を総務経理課(旧管理部、以下同様)に配置し、経理・財務・総務・

人事等の業務を行っておりますが、そのうち、経理・財務業務に関わる人員体制は実質３

名であり、また、仕入計上及び棚卸資産管理部門である資材部は、総勢で４名体制となっ

ておりました。 

この体制では、企業規模が拡大する中、連結子会社の増加等により業務量が増大したこ

とで、本来管理部門として行うべき、下記のモニタリングや業務改善等を実質的に行うこ

とができず、数値の集計業務を行うことのみに終始しておりました。 

 したがって、様々な業務処理のチェック機能を果たすべき管理部門において、その体制

整備が不十分で、売上計上時の検収目処の確認、売上物件の仕入計上の確認、棚卸資産の

確認等の日々の取引チェック、決算業務におけるチェック等が十分行われているとは言え

ない状況になっており、有効な内部牽制の実施、各種事務処理や社内システム等の改善を

行うことができないまま推移したことが、今回の訂正に至る事項を発見、防止できなかっ

た要因の一つとなりました。 
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２．改善策 

 上記、Ⅱ．１に記載の問題点に対する再発防止に向けた改善措置として改善報告書に記

載した事項は、次のとおりです。 

 

（１） コーポレートガバナンスに関する改善 

下記（２）に記載の内部管理体制の強化を通じて、財務報告の信頼性を確保するため、適

切なコーポレートガバナンス体制及び内部統制システムの構築を目指すこととしておりま

した。 

 予算達成偏重の状況を改善するため、まずは、企業経営者自らが経営理念、事業目的、行

動規範を社内に徹底、更には広く社会に明示、伝達することによって、良好な企業風土作り

を図ることとしておりました。具体的には、会社の掲げる理念としての「企業行動憲章」、

社員一人一人が業務を遂行していくにあたり、倫理的・道徳的よりどころとなるべき「社員

行為規範」を新たに策定し、今後、これらを社内外に公表し当該憲章・規範に則った業務を

運営していくことで企業風土の改善を図ることとしておりました。 

 また、業務運営プロセスレベルにおける内部統制システムの脆弱さに起因する点について

は、全社的な社内業務フローの見直し、業務運営ルールの見直しを行うことを目的に、業務

改革委員会を発足し、金融商品取引法に定める内部統制システムの整備を踏まえたうえで、

業務フローの洗い直しからリスクの発見並びに当該リスクの統制について検討を行い、今後、

効率的且つ統制のきいた業務フローを作成するとともに、下記（２）に記載の業務管理課(旧

業務管理部、以下同様)を中心に厳格な運用を図ることとしておりました。 

 また、内部統制システムの整備過程において、取締役等による違法性を帯びた指示や、そ

れに盲目的に追従した結果、違法行為が実行に移されることを防止するために、意思決定手

続の明確化、相互牽制機能の明確化についても、社内規程等の見直しと同時に実施すること

としておりました。 

 

（２） 内部管理体制の強化 

今後の売上計上を始めとする業務フロー、関連証憑等を改善し、効率的且つ適正な業務

運営体制を構築するため、前述の業務改革委員会を設置いたしました。当該委員会におい

て、具体的な施策の検討を行うと同時に、金融商品取引法に定める内部統制システムの整

備を進めることとしておりました。 

また、同時に種々の問題点を解決し管理していくことを目的に、平成20年３月14日付で、

社内に新たな管理部署（業務管理課）を創設いたし、下記の事項について社内規程の改定

も含めて実施することとしておりました。 

 

① 売上計上基準の見直し 

 今般の過年度決算訂正に至った一因として、当社の売上計上基準の運用に不適切なもの

があり、また、本来のルールが社内で徹底されていなかったということが挙げられます。 

 したがって、売上計上基準に関するルールを徹底し、厳格に運用するため、当該基準の
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再検討を行い、平成20年３月31日開催の当社取締役会において、下記のとおり変更するこ

とを決議いたしております。 

 

（ア）装置に関する計上基準 

売上計上基準を2008年５月１日以降、設置完了基準とし、顧客工場に製品が搬入され、

設置されたことを証する書類をもって売上を計上することとしておりました。 

総務経理課においては、新設した売上伝票に、上記の証憑類が添付されていることを確

認のうえ行うものとしておりました。 

 設置されたことを証する書面とは、受領証や設置完了報告書等で、顧客・運送会社等の

社外第三者による押印、サイン等により設置が証明できる書類としておりました。 

 

（イ）売上取消の厳格化 

売上取消はやむを得ない事情による売上計上先の変更や返品等の限定された場合にのみ

行い、また、売価変更のようなケースでは、従来のような当初売上計上額自身を取消すよ

うな、誤解、混乱を招く処理は行わず、変更金額のみを修正処理することとしておりまし

た。したがって、従来みられた売上取消はほとんどなくなると見込んでおりました。 

 

② 仕入計上方法と計上遅れ防止 

今般の過年度決算訂正に至った一因として、仕入計上の時期が売上計上後となっている

事例が存在したことが挙げられます。これは、製造番号運用の混乱に起因して、物件ごと

の売上計上日に関する情報と当該物件にかかる仕入の計上状況に関する情報の連動性が無

いために発生したものであると考えられます。従って、仕入計上に関しては下記のとおり

変更することとしておりました。 

引き合い、受注段階から製造番号別予算と実績を照合することで売上総利益を体系的に

管理し、売上管理システムからの売上計上情報と、製造原価管理システムからの原価情報、

資材部における発注履歴を含めた仕入情報、仕入物品の入庫情報を照合し、売上計上時点

で実行予算と実際原価に乖離があるものについては、仕入物品の検収状況を関係各部署に

確認し、また、外注先から顧客へ直送されるなどの理由により、入庫処理が未了の物件に

関しては、外注先に問い合わせなどを行い、未計上仕入がある場合は、発注書、見積計算

書等の情報から予測仕入額を計上することとしておりました。 

 

③ 原価管理手法の改善 

製造番号の発番ルールを明確に取り決め、個別製品の原価管理を適正に行うことができ

るよう改善することとしておりました。製造番号の発番は、製造開始承認時に、新たに創

設した業務管理課において一品一番号を基本に実施することとしておりました。 

更に、製造原価の振替は原則行わないものとし、やむをえない場合に限り適切に授権さ

れた決裁権限者の承認をもって、新たに創設した業務管理課においてのみ実施し、振替履

歴を管理することとしておりました。 
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④ 製造原価管理システムの改善 

 引き合い、受注段階からの製造番号別予算を管理するため、製造原価管理システムによ

り、物件ごとの売上データと原価データとの照合が可能な構成とし、業務管理課において、

常に実行予算と比較して、売上計上時点での製造原価への入力漏れの有無を確認し、決算

集計完了までに修正を行うこととしておりました。 

 

⑤ 棚卸資産管理手法の改善 

売上管理システムからの売上計上データと、出荷履歴データ、仕入データを照合し、原

価管理システムより自動的に棚卸資産データを入手し、実地棚卸データと照合することと

しておりました。 

また、棚卸実施時に、棚卸資産に計上している物件の販売見込みを精査し、一定のルー

ルを基にランク付したのち、ランクの低い（販売見込みの少ない）物件に関しては、評価

減、処分等の会計的施策をタイムリーに実施することとしておりました。 

 
（３） モニタリング機能の強化 

今般の過年度決算の訂正を早期に発見できなかった原因として、社内のモニタリング機

能が有効でなかったことが挙げられます。この点を解決するため効果的なモニタリング体

制の構築を目指すこととしておりました。 

その為に、たとえ担当者が処理を誤ったとしても、それらを早期に発見することができ

る体制を構築することを目的に、管理部人員の増強を目的とした人材募集並びに監査部人

員の増強、及び同部内への業務検査チーム設置を実施し、業務監査の実施を通じて、会社

全体の業務が適切に実行できるよう内部監査機能を強化することとしておりました。 

 

（４） コンプライアンスホットラインの設置 

将来に渡り不正等が発生することを防止するため、役員や社員からコンプライアンス違

反となる、またはその恐れのある行為について、監査部及び外部弁護士を窓口として設置

いたしました。今後、当該ホットラインの存在を社内に啓蒙し、不正の未然防止に努める

こととしておりました。 

 

（５） 財務・経理部門の機能強化 

適正な財務諸表を作成するため、決算集計作業に従事する社員だけでなく、営業部門、

製造部門等に至る部門に対して教育を実施すると同時に、現有の総務経理課人員６名に加

え、専門知識を有する人材を外部からの招聘等も含め検討し、人員を増強することで機能

を強化することとしておりました。 

 人員を増強することにより、上記営業部門や製造部門等の人員に対しても会計知識の啓

蒙を行うことで、購買依頼伝票等の起票時から、仕入の計上漏れ等が発生することを未然

に防止することとしておりました。 

 



7 

（６） 監査部門との連携強化 

監査役（会）、監査部及び監査法人と経営者との定期的な連絡協議会を実施し、適正なコ

ンプライアンス体制を構築することを目指すこととしておりました。 

 

（７） 役職員教育 

今般の過年度決算の訂正が発生した事由の一つとして、会社の経営層を含む関係者の専

門的知識の欠如が挙げられます。したがって、今後一定の教育プログラムを策定し、役職

員教育を通じ業務遂行に必要な知識、コンプライアンス、内部統制、社会的責任等に関す

る知識の習得を図ると同時に、企業人としての適切な倫理観、道徳観の醸成を図ることと

しておりました。 

 

（８） 社内管理システムの改善 

当社は、見積・売上・仕入・会計・原価・在庫・購買等市販ソフトウェアや社内作成ソ

フトウェアを組み合わせて運用しておりますが、それぞれの連携が不十分なため、一連の

データ認識が困難で、それぞれのソフトウェアで管理されたデータを合算、照合するには

手作業で行わざるを得ない状況でありました。 

このような状況を改善するために、業務フローの見直し、整備をおこなうとともに、管

理システムの見直しを行い、システム的に統合できないものについては、帳票類の新設な

どにより、一連のデータ管理が統一されたシステムにより発信できるように、早急な改善

を行うこととしておりました。また次のステップとして、統合管理システムの導入を検討

することとしておりました。 

 

Ⅲ 実施・運用状況等 

 上記Ⅱ．２．に記載の改善策についての実施・運用状況は、次のとおりです。 

 

（１） コーポレートガバナンスに関する改善 

① 企業経営者自らの手による経営理念、事業目的、行動規範の社内への徹底状況につい

て 

 平成 20 年３月 31 日開催の当社取締役会において決議した、当社『OHT グループ企業行

動憲章』及び『OHT グループ社員行為規範』について、毎週行われる全体朝礼の場で、経

営者自らが、その目的、内容等を社員に対して説明し、同時に、社内用ウェブサイトへ掲

載することにより、当社グループ役職員がいつでも自由に閲覧し、当該憲章及び規範を確

認することができる環境を提供いたしました。 

 また、同時に当社ホームページにも掲載し、広く一般に周知することができる体制を構

築いたしました。 

 これらの措置により、経営者自らの手による企業経営の基本的考え方を、役職員に周知

することで、より適切な企業風土の醸成が図られつつあると考えております。 
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② 社内業務フローの見直し及び業務運営ルールの見直し状況について 

 平成 20 年３月１日付で発足した業務改革委員会において、社内業務フロー及び業務運

営ルールの見直しを実施いたしました。 

 業務改革委員会は、代表取締役社長を委員長とし、取締役４名、執行役員１名、常勤監

査役１名、各部門の部長クラス他 11 名の合計 17 名の構成とし、今般の過年度決算訂正に

至った社内業務上の問題点・課題に対する改善策の策定を主たる目的として、発足以来 41 

回の会合を重ねました。詳細については、下記（２）①業務改革委員会の活動状況に記載

しております。 

 

③ 会社の意思決定手段の明確化、相互牽制機能の明確化状況並びにこれに関連した社内

規程の見直し状況 

 会社の意思決定手段については、代表者の独断で決定されることを防止するため、取締

役会、本部長会議の機能を強化するとともに、本部長、部長、課長等の権限範囲の見直し

を実施いたしました。また、当社の経営に重大な影響をもたらす可能性のある金額５千万

円以上の物件に関しては、その受注可否判断に関する権限を取締役会が保持することとし、

担当者又は該当部門の責任者の独断で当該受注が応諾されることがないよう修正いたし

ました。 

 一方、相互牽制機能として、本部長会議において、各本部間の業務報告、権限の行使状

況を相互に確認するとともに、監査役並びに監査部業務検査チームにおいて、定められた

権限を越えた決済がなされることが無いことを確認しております。 

 

 これらに関連して見直した主な社内規程は、下記のとおりです。 

見直した規程 概要 

経理規程 装置に関する売上計上基準を出荷基準から設置完了基準に変更 

棚卸資産管理規程 製品棚卸資産の評価につき、正当な理由が無い場合、３年経過後

に 50％、５年経過後に 100％の評価減とする規程を新設 

業務分掌規程 組織変更に伴う修正 

職務権限規程 組織変更及び製造番号発番、製造開始等、業務改革委員会におい

て策定された改善策に応じた職務権限を修正 

金銭出納管理規程 組織変更に伴う修正 
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（２） 内部管理体制の強化 

① 業務改革委員会の活動状況 

 平成 20 年３月１日の当委員会発足以降の月別の開催回数は、下記のとおりです。 

開催月 開催回数 

３月 20 回 

４月 11 回 

５月 ５回 

６月 ３回 

７月 １回 

８月 － 

９月 － 

10 月 １回 

合計 41 回 

 

 原則として、当社の新会計年度の開始日である、平成 20 年５月１日からの新業務運営

ルール運用開始を念頭に置き、３～４月に集中的に作成を活動してまいりました。 

 ５～７月の新業務運営ルール徹底の過程では、社内各部署からの問合せ等が多数発生い

たしましたので、それらの対応策に関しても、当委員会で議論され、修正については適宜

社内ホームページへの掲載及び社内事務連絡としてメールにて発信いたしております。 

  

② 業務フロー及び関連証憑の改善状況 

 業務改革委員会において修正又は新設した業務運営ルールは下記のとおりです。 

新設又は修正した社内ルール 概 要 

製造番号ルール 製造番号の発番権限を、各部門から業務管理課へ移管し、

原則として一品一製造番号とするよう変更 

売上計上ルール 装置・テスターに関する売上計上基準を出荷基準から設置

完了基準に変更したことに伴い、設置完了報告書を新設 

売上計上時に売上伝票とともに、顧客の購入意思を証明す

る書類及び出荷日、設置完了日、又は客先受領日の証憑添

付を義務付け 

伝票に関するルール 製造に使用する原材料の購入時から、製造番号ごとに購入

物件を管理できるよう修正 

受入番号ルール 見積書作成に要する費用であり、且つ、計上勘定科目が未

決定の場合に、製造番号とは別形態の番号を付与し、費用

を管理するために新設 

新規顧客登録ルール 売上計上システムと製造原価管理システムでの顧客管理

手法を統一するため新設 
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入出庫ルール 製造に使用する部材、外注先からの半製品の入庫、製品の

出庫履歴を資材部で一括管理するため新設 

出荷証憑ルール 出荷証憑の入手手順を統一 

工数管理ルール 製造原価に入力すべき工数の把握手法をより徹底するた

めに修正 

伝票コードルール 販売管理費と売上原価を判別するために、資材部に対する

購入依頼書に記載の伝票コードの付番ルールを修正 

先行手配ルール 顧客からの注文書入手以前に製造を開始する必要がある

場合の承認方法を修正 

見積書ルール 見積書及び原価計算書の承認権限を変更したことに伴い、

当該書類の回付ルールを修正 

請求書処理に関するルール 販売管理費に計上すべき費用に関する請求書の処理ルー

ルを明文化するため新設 

費用分別ルール、運用指針 製造原価に計上すべき費用、販売管理費に計上すべき費用

を、製造部門、営業部門等に再度徹底するために新設 

費用処理方法 製造原価、販売管理費の識別番号、使用伝票などのルール

を新設 

出庫依頼ルール 製造部門から資材部に対する出庫依頼処理に関するルー

ルを修正 

社外提出文書承認ルール 社外提出文書に関する承認ルールを新設 

 

③ 業務管理課の活動状況詳細 

 平成 20年３月 14日開催の当社取締役会において経営企画本部内に業務管理部の新設が

可決承認され、当初、部長含め６名で発足いたしましたが、平成 20 年 7 月 29 日の社内体

制変更に伴い、管理本部管理部業務管理課へ組織変更を行いました。（21 ページの組織図

をご参照願います。） 

本変更の主たる理由は、新業務ルールの策定と運用指導と言う、部としての当初の主た

る目的を達成したこと、及び取締役編成の変更によります。 

 主たる業務内容は、①受注管理、②個別物件利益管理（見積時の予測利益管理）、③与

信管理、④製造番号発番及び管理、⑤製造原価管理（実勢原価の管理）、⑥先行手配物件

管理、⑦出荷履歴管理、⑧社内業務関連帳票管理、⑨内部統制システムの構築・整備、⑩

輸出入業務管理であります。 

 具体的には、見積書の作成段階から、職務権限規程に応じた承認作業を実施するととも

に、見積履歴並びに当該見積に応答した受注実績管理を行っております。また、それらに

加えて、注文書等の検収の目処を明確にするための証憑等が未入手の物件に関する管理を

行い、注文書等の入手促進や売上計上処理のサポートを実施しております。 

 また、個別物件に関する出荷履歴管理を実施する過程において、請求書管理、出荷予実
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管理、海外向けインボイスの作成等を実施しております。 

 これらの一連の業務は、当該部門を経由することで、一括管理が容易となり、売上計上

基準を厳格に遵守し、出荷物件と売上等の伝票の完全一致を図ることで、適正な売上計上、

原価入力が可能となっております。 

 

④ 売上取消の実施状況 

 過年度の決算修正に至った理由のひとつとして、売上取消処理の実施による販売製品の

トレーサビリティ(追跡性)が失われていたことが挙げられます。これを改善するため、原

則として、売上取消処理を禁止といたしました。その結果、販売製品のトレーサビリティ

が確保され、検収状況を適切に管理することが可能となっております。 

 

 売上取消処理の実績は下記のとおりです。 

 売上取消処理件数 売上取消処理金額 

平成 18 年５月１日～平成 18 年 10 月 31 日 14 件 1,431 千円

平成 19 年５月１日～平成 19 年 10 月 31 日 ９件 1,621 千円

平成 20 年５月１日～平成 20 年 10 月 24 日 ２件 218 千円

今期発生の２件は、顧客の仕様指示間違いによる注文取消しに伴うもの 1件と、ルール運

用開始直後の一時的混乱のため、本来売上計上すべきではないサービスを売上計上してし

まったことによる取消し 1件です。 

 

⑤ 製造番号の発番状況 

 当社の製造番号は、体系的な売上、仕入、原価を管理するため、製品ごとに付与するこ

ととしておりますが、その発番において、第 14 期（自 平成 19 年５月１日 至 平成 20

年４月 30 日）までは、各部門の部門長の権限において行っており、全社統一の定められ

たルールに従って運用されていなかったことから、当該製造番号の運用が明確でなく、そ

の結果、製造原価の管理に曖昧な箇所が見受けられておりました。これを改善するため、

当該製造番号の発番は、業務管理課において一括して行う方法に変更し、全社統一のルー

ルに従った運用を開始いたしました。 

 これにより、製造番号管理を厳格に行うことができるようになり、その結果、個別物件

の製造原価管理の精度も向上しております。 

 

⑥ 製造番号の付番状況 

 過年度決算訂正に至った理由のひとつに、製造番号の運用が曖昧で一つの製造番号に複

数の製品の製造原価を集計したり、一つの製品に対して複数の製造番号を付与していると

いった状況によって、正確な棚卸資産の把握に問題がありました。 

 これを解決するため、原則として、一つの製品に対して一つの製造番号を付与すること

とし、たとえ、販売先が変更となるといった事態が発生したとしても、一旦付与した製造

番号は不変とする運用を行っております。 
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 これにより、より正確な製造原価の把握が可能となり、適正な棚卸資産の管理が行える

ようになりました。 

 

⑦ 製造原価の振替状況 

 過年度決算訂正に至った理由のひとつとして、前述の製造番号の運用に問題があったこ

とに加え、当該製造番号ごとに集計された製造原価が、適切な承認手続きを経ることなく

振替が頻繁に実施されていたことで、製造原価のトレーサビリティ(追跡性)が曖昧となっ

ていたことが挙げられます。これを改善するために、製造原価の振替を原則禁止とし、振

替が申請された場合には、業務管理課において、その理由を精査した上で、振替の要否を

判断し、必要に応じて実施する方法に変更いたしました。 

 

 現存するデータのうち原価の振替状況は、下記のとおりです。 

 振替件数 

平成 18 年５月１日～平成 18 年 10 月 31 日 145 件 

平成 19 年５月１日～平成 19 年 10 月 31 日 249 件 

平成 20 年５月１日～平成 20 年 10 月 24 日 68 件 

 

 平成 20 年５月１日～平成 20 年 10 月 14 日における製造原価の振替は、当該振替ルール

の変更に伴う一時的な混乱、製造番号の記入ミスが主たる要因であり、当該ルールの周知

徹底が行われたことから、直近の数ヶ月間においては、当該原価振替はほとんど行われな

くなっております。 

 

⑧ 製造原価管理システムの改善状況 

 過年度決算訂正に至った理由のひとつとして、製造原価を管理するシステム上に、売上

に関する情報がなかったことで、仕入の計上漏れや、棚卸資産の管理に問題があったこと

が挙げられます。これらを改善するため、製造原価管理システム上に、売上日付、売上金

額等を入力表示することができるよう改善いたしました。 

 これにより、棚卸実施時に売上済物件と未売上物件の判別が容易となりました。またこ

れに伴い、棚卸実施時に、実地棚卸データと理論棚卸データの照合も容易に可能となり、

仕入計上漏れの発見や、決算時に適時の修正が可能となり、より適切な決算作業を行うこ

とができるようになりました。 

 

⑨ 業務管理課における売上計上時点での製造原価への入力漏れ有無の確認状況 

 上記⑧に記載のとおり、期末（四半期を含む）時点における製造原価の入力漏れは、製

造原価の予実管理、棚卸資産の管理を厳格に行うことにより防止可能となっております。

しかし、現時点では、売上計上時点において、リアルタイムで製造原価の入力漏れを把握

するまでには至っておりませんので、今後、当該事項をリアルタイムで把握するための統

合的なシステム改善に努める予定であります。 
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⑩ システムデータの社内開示による、おのおのの立場からの問題点発見状況 

 システムデータを社内に開示することにより、各部門から入力ミス等の発見を促進する

ことができるようになり、当該ミス発生時には即座に修正を行うことができる体制がとら

れつつあります。 

 

 システムデータへの入力ミス等の発生理由及び発生件数は、下記のとおりです。 

発生件数 
（単位：件） 

５月 ６月 ７月 ８月 
合計 

金額転記ミス ３ ０ ０ ２ ５

締後のデータ入力 ２ １ ０ ４ ７

計上もれ ９ ８ ０ ３ 20

製造番号記入ミス 19 22 ８ 11 60

その他 16 12 ９ ２ 39

合計 49 43 17 22 131

 

 上記のとおり、改善策実施直後の５月及び６月に関しては、社内業務処理上の一時的な

混乱もあり、入力ミス等の発生が見られましたが、業務処理が安定して以降は、当該ミス

の発生も減少傾向にあります。また、 も多い発生理由は、製造番号の入力ミスでありま

す。 

 これらの人為的なミスの発生を防止するため、製造番号の異常値を製造原価管理システ

ム上で毎日チェックし、当該事項を各部門に確認し修正する措置をとっております。 

 

⑪ 棚卸資産データの獲得状況 

 棚卸資産のデータを把握するため、外部のコンサルタントを活用し、当該棚卸資産管理

システムの改善を実施いたしました。 

 改善の概要は、以下のとおりであります。 

（ア） 製造原価管理システムにて、物件ごとの売上情報を参照可能としました。 

（イ） 製造原価報告書において売上日付、売上金額を印字出力可能としました。 

（ウ） 製造原価報告書の明細を参照可能とするため、データシート出力形式を変更しま

した。 

（エ） 月次棚卸帳票として、製造番号ごとに、売上情報と仕入情報を対比した製造原価

一覧印刷機能を追加しました。 

 

 これらの施策により、下記の効果を見ることができております。 

（ア） 製造原価報告書に、売上日付、売上金額が印字されたことで、棚卸実施時の売上

済、未売上の判別が可能となりました。 

（イ） 製造原価一覧表の印刷により、実地棚卸データとシステム上の棚卸データの照合
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が可能となり、棚卸資産への計上漏れや差異が確認でき、より正確に会計上の修

正を行うことができるようになりました。 

 

⑫ 棚卸実施時の販売見込みの精査状況及び付与したルールと運用状況、評価減、処分等

の会計的施策の実施状況 

 平成 20 年４月 14 日開催の当社取締役会において、棚卸資産管理規程を変更したことに

伴い、平成 20 年４月期第３四半期より、当該規程に基づいた棚卸資産の会計的施策を実

行しております。具体的には、当該第３四半期末時点における棚卸資産残高のうち、５年

間以上、３年間以上の期間にわたって製品棚卸資産となっている物件を抽出し、担当営業

部門等へのヒアリングを通じて、正当な理由のない場合には、強制的にそれぞれ 100％、

50％の評価減を行っております。また、当社の固定資産と認められる物件に関しては、固

定資産への振替を行うなどの会計的施策を行っております。 

 更に、平成 20 年４月期本決算においても、同様な会計的施策を行っております。 

 これらの施策により、より適切な製品棚卸資産の把握が可能となっております。 

 

（３） モニタリング機能の強化 

① モニタリング体制の構築状況と運用状況 

 モニタリング体制及び機能を強化するため、平成 20 年３月 17 日開催の取締役会におい

て、監査部人員を１名増強し、業務検査をより行うことができる体制の構築を目指してお

ります。 

 具体的な活動としては、毎週２回開催される生産会議（製品の生産状況を調整するため

の会議）、毎日開催する朝会、及び売掛金回収に関する会議等に出席し、各部門の業務遂

行状況の把握に努めるとともに、定期的に各部門の責任者等からのヒアリングを実施して

おります。また、年間の監査計画に基づく定期業務監査を、計画的に実行しております。 

 

② 担当者の処理誤りを発見するための体制構築状況と運用状況 

 金融商品取引法に定める内部管理体制の構築作業と並行して、担当者等の処理誤りを招

く可能性のある業務上のリスクを抽出し、それらのリスクを回避する目的での、業務の標

準化を図るための業務フローチャートを作成し、社内に周知しております。 

 また、一旦作成した業務フローチャートは、それで完成とはせず、状況に応じて常に見

直しを行い、より完成度の高い業務フロー、業務手順の構築に向けて作業を進めておりま

す。 

 

③ 管理部員の増強状況と評価、監査部員の増強状況 

 総務経理課の人員増強は下記のとおりです。 

平成 20 年４月 14 日現在の在籍者数 ６名 

 経験者の中途採用数 １名 

平成 20 年 10 月 24 日現在の在籍者数 ７名 
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 上記の経験者の中途採用を実施するとともに、総務経理課においても、売上計上時に証

憑の確認作業を実施し、より適切な売上計上を行うことができるよう努めております。 

 万一、売上計上に要する証憑に不備がある場合には、営業担当部署、製造担当部署から

のヒアリングを実施し、現状確認及び対応策の検討、証憑の入手予定等の情報を把握する

ことで、更なる売上計上処理の精度向上を目指しております。 

 一方、仕入計上に関しては、売上計上時期と仕入計上時期との乖離の有無を、仕入予測

に基づき、各部門からのヒアリング等を元に把握し、常時点検を行うことで、仕入の計上

漏れ等が発生することを未然に防止するよう努めております。 

 

（４） コンプライアンスホットラインの設置 

① コンプライアンスホットラインの設置状況 

 コンプライアンスホットラインについては、平成 20 年４月 30 日開催の当社取締役会で

の決議に基づき、社外の顧問弁護士及び監査部を窓口として設置いたしております。 

 また、当該設置を、社内の全役職員にメールで周知するとともに、社内ホームページに

も掲載し、運用をいたしております。 

 

（５） 財務・経理部門の機能強化 

① 適正な財務諸表を作成するための、集計作業員、営業部門、製造部門別の社員教育実

施状況とその効果及び自己評価 

 平成 20 年５月に運用を開始した社内業務新ルールに関しては、売上処理、仕入処理、

発注業務、受注業務等多岐にわたることから、新業務ルール徹底のための研修会の開催を

行うとともに、業務管理課と共同で、新業務ルールの運用に際しての問題点及び改善策の

検討、並びに社内への周知徹底を図ってまいりました。 

 また、総務経理課と資材部との定期的な財務諸表作成に関する勉強会を開催し、売上計

上、仕入計上、受発注及び棚卸業務が、より適正に行われるよう努力しております。 

 一方、営業部門、製造部門等に対しては、棚卸業務等の勉強会の開催を通じて、財務諸

表作成のため、より適切な業務の遂行を目指しております。 

 

 新業務ルールに関する勉強会の開催実績は下記のとおりです。 

開催日 対象者 実施内容 

平成 20 年４月 22 日 全役職員 新業務ルールに関する説明会及び研修会 

平成 20 年４月 28 日 全役職員 期末実地棚卸業務手順に関する説明会 

 

② 決算集計作業に関する人員の増強状況とその効果 

 決算集計作業に関する人員については、上記（３）③に記載のとおり、経験者を１名採

用いたしております。増強した人員は、会計処理及び子会社との連結決算の集計作業を担

当しております。 

 また、決算集計作業を実施している総務経理課の業務知識向上を図るため、増強した人



16 

員からの専門知識の啓蒙を実施しており、財務諸表作成のためのより適切な集計作業を行

うことができるよう、売上処理等の各種業務処理の体制構築を目指しております。 

 

③ 総務経理課と監査部との協力体制の強化状況 

 総務経理課と監査部とで、毎月定期的な会議を開催しており、主として未回収物件の対

応策、業務処理上の問題点等の把握並びに対応策の協議を継続しております。 

 

④ 売上、仕入、棚卸業務における誤った処理の防止状況、是正状況 

 一連の業務処理に伴う誤った処理の発生を防止するため、従来、総務経理課のみで確認

していた、売上、仕入、棚卸等に関する伝票等を、業務管理課においても確認することで、

チェック機能の強化を図っております。 

 これにより、前述の（２）⑩に記載の処理誤り発見に繋がっているものと考えておりま

す。 

 

（６） 監査部門との連携強化 

① 監査役、監査役会、監査法人と経営者との定期的連絡協議会の開催状況（日程）と討

議内容及びコンプライアンス体制の強化状況 

 監査部門との連携を強化する目的で、定期的な連絡協議会の開催を継続し、外部の専門

家等のアドバイスも受けつつ、コンプライアンス体制の強化を図っております。 

 また、同時に、金融商品取引法に定める内部管理体制の構築を目的として外部コンサル

タントを活用するとともに、下記（７）②に記載の社内勉強会等を通じて、コンプライア

ンスに関する意思の向上を図っております。 

 

 具体的な開催状況は下記のとおりです。 

開催日 出席者 概要 

平成 20年４月 16日 監査役、監査部 監査計画について 

平成 20年５月 21日 取締役、監査役、監査部、外部コンサ

ルタント 

内部統制システム構築の状

況について 

平成 20年６月 13日 監査役、監査部 子会社往査報告及び改善策

の検討 

平成 20年７月 29日 取締役、監査役、監査法人、監査部 監査法人からのアドバイス

及び対応策の検討 

平成 20年８月 28日 取締役、監査役、監査法人、監査部 四半期レビューの実施方針

等摺り合わせ 

今後の監査計画等 

 

（７） 役職員教育 

① 教育プログラムの策定状況とその内容 

 会社の経営層を含む関係者の専門知識、意識の向上を図るため、下記の教育プログラム
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を策定いたしました。 

研修名称 実施内容 

新業務ルール研修会 適正な業務ルールの徹底 

ビジネス・コンプライアンス研修 ビジネス・コンプライアンスの基礎学習 

経費削減セミナー 経費削減への取り組み意識の啓蒙 

内部統制研修 下半期に開催予定 

 

② 教育プログラムの実施状況 

 上記①に記載の教育プログラムに対して、主として社内業務の円滑な運営、コンプライ

アンス意識の向上を図るため、及び経費節減に対する効果的な取組みを行うため、合計９

回の研修を実施いたしました。具体的な開催日程、及びその概要は下記のとおりです。 

日程 回数 内容 参加人数 参加率

平成 20 年４月 22 日 １回 新業務ルールの内容説明及び研修会 75 人 約 60%

平成 20 年８月 20 日 １回目 ビジネス・コンプライアンス研修 

（管理職）DVD によるビジネス・コンプ

ライアンス教育及びレポートの提出 

15 人 100% 

平成 20 年８月 20 日 ２回目 ビジネス・コンプライアンス研修 

（管理職）DVD によるビジネス・コンプ

ライアンス教育及びレポートの提出 

10 人 100% 

平成 20 年８月 20 日 ３回目 ビジネス・コンプライアンス研修 

DVD によるビジネス・コンプライアンス

教育及びレポートの提出 

18 人 100% 

平成 20 年８月 20 日 ４回目 ビジネス・コンプライアンス研修 

DVD によるビジネス・コンプライアンス

教育及びレポートの提出 

13 人 100% 

平成 20 年８月 22 日 ５回目 ビジネス・コンプライアンス研修 

DVD によるビジネス・コンプライアンス

教育及びレポートの提出 

12 人 100% 

平成 20 年８月 22 日 ６回目 ビジネス・コンプライアンス研修 

DVD によるビジネス・コンプライアンス

教育及びレポートの提出 

８人 60% 

平成 20 年８月 25 日 ７回目 ビジネス・コンプライアンス研修 

DVD によるビジネス・コンプライアンス

教育及びレポートの提出 

20 人 100% 

平成 20 年 10 月７日 １回目 経費節減セミナー 

DVD による経費節減への取組みについ

ての研修及び意見交換会 

18 人 75％ 
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③ 教育プログラムの実施による、業務遂行知識、コンプライアンス、内部統制、社会的

責任に関する知識の習得及び企業人として適切な倫理観・道徳観の醸成状況 

 新業務ルールに関する研修会に関しては、当該ルールの社内への周知徹底を目的として

開催され、全社統一ルールに基づく業務運営の実施に向けた業務知識の向上が図られてお

ります。 

 また、ビジネス・コンプライアンス研修に関しては、経営層を含む関係者に企業人とし

ての基本的なコンプライアンス、社会的責任に関する知識を習得せしめ、適切な倫理観の

醸成を図ることを目的に開催され、研修後のレポート作成等を通じて、当該倫理観の醸成

が図られつつあるものと考えております。 

 

④ 教育プログラムに関連して、既存役職員への OJT の実施状況、及び改善状況、並びに

自己評価 

 新業務ルールへの移行に伴い、社内での業務処理上の混乱を 小限に止めるため、上記

①に記載の社内研修会だけでなく、必要に応じて、新業務ルールに関する勉強会を開催す

るとともに、業務改革委員会メンバーからの啓蒙作業を実施しております。これにより、

一時的な混乱はあったものの、現在においては円滑な業務運営を行うことができておりま

す。 

 

（８） 社内管理システムの改善 

① 業務フローの見直し、整備に伴う管理システムの改善状況詳細 

 新業務ルールへの移行に伴い、当該業務処理に使用する社内管理システムについて、外

部コンサルタントの活用を通じて全般的な見直しを実施いたしました。 

 

 社内管理システムの改善状況は、下記のとおりです。 

システム 改善項目 改善内容 

受入番号登録画面作成 

製造番号登録画面に受入番号を追加 

見積入力画面に受入番号を追加 

原価計算書に受入番号を追加 

受注画面に受入番号を追加 

製造原価報告書に受入番号を追加 

入庫/出庫での受入番号入力を可能とする 

製造番号 受入番号追加 

納品書入力での受入番号入力を可能とする 

受注カードExcelから製造原価データベースに取り込

み 受注 
受注集計データベ

ース化 
受注カードの集計データ出力 
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製造番号ごとに、出荷日付、検収日付の入力画面追加
出荷・検収 出荷・検収 登録 

ステータス表示画面の追加 

日々計上される売上データを製造原価データベース

に取り込む 

製造番号ごとに金額集計 
売上 

売上データのデー

タベース化 

製造原価報告書に売上日付、売上金額を表示 

原価集計の変更 集計区分の変更 
製造原価 

製造原価報告書 明細をデータシートとして出力 

製造番号チェック 製造番号/受入番号マスターチェック 

購買品 

入庫/出庫追加 

入庫/出庫 が追加登録可能とする 

売上日・仕入計上

日との照合 

現在 購買在庫システム全体を見直し、設計中 購買・在庫 

支払インターフェ

ース(会計) 

現在 購買在庫システム全体を見直し、設計中 

部門棚卸データの取込 

部門棚卸データとシステム原価データとの照合 

売上データとのシステム原価データとの照合 

製造原価データの締め処理の追加 

月次原価修正データの入力画面追加 

棚卸 製造原価一覧 

製造原価一覧帳票の追加 

 

② 統合管理システムの導入検討状況 

 統合管理システムは、現時点においては、開発費用、開発期間等を勘案し、一時的に導

入作業を停止しており、現行の社内管理システムの統合的改善を優先しております。 

 但し、将来的には、当社にとって必要であるとの認識のもと、現在行っている現行シス

テムの改善終了後、再度検討作業を開始する予定でおります。 
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Ⅳ 改善措置の実施計画スケジュールと実施実績 

 改善報告書提出時点における改善措置の実行計画スケジュールと実施実績は、下記のと

おりです。 

 

再発防止策及び法令順守体制の整備スケジュール
上段：計画、下段：実績

2008年 2009年
３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月

コーポレートガバナンスに関する改善

良好な企業風土作り

　○企業行動憲賞策定 ３月１日着手　５月１日より運用開始

３/31運用開始（社内HPに掲載）

　○社員行動規範策定 ３月１日着手　５月１日より運用開始

３/31運用開始（社内HPに掲載）

内部統制システム構築

　○業務フロー策定 ３月１日着手　５月１日より運用開始

５/20に専門家との協議開始、９月末現在完成（随時見直し中）

社内規定見直し ３月１日着手 改訂済みのものから運用開始

５/20に専門家との協議開始、９月末現在必要事項のリストアップ済み、修正中

内部管理体制強化

業務改革委員会設置 ☆３月１日設置

３/１設置、初回打合せ３/４

　○業務管理部創設 ☆４月１日創設

３/14付け経営企画本部業務管理部設置、７/21付け管理本部管理部業務管理課へ組織変更

売上基準見直し

　○装置に関する売上基準変更 ☆５月１日より設置完了基準に変更

５/１より基準変更（装置の売上については設置基準、治具に関しては出荷基準）

　○売上取消の厳格化 ☆３月１日開始

３/１より開始するも、実質的には５/１より

原価管理手法改善

　○製造番号の付番ルール ３月１日着手　４月１日より運用開始

７/１運用開始

　○製造原価システム改善 ３月１日着手　４月１日より運用開始

６/10、23に運用指針等の配布

　○棚卸資産管理手法改善 ３月１日着手　４月１日より運用開始

４/30付けで運用開始

モニタリング機能強化 ☆４月１日開始

５/１より開始

コンプライアンスホットライン設置 ☆４月１日設置

４月末設置、アナウンスは５/12

財務・経理部門の機能強化 ３月１日着手　５月31日までに

７/１、財務・経理部門１名増員

監査部門との連携強化 ４月１日より

6/13（監査役会・監査部合同会議）、7/29（監査法人・監査役会・取締役・監査部合同会議）、8/28（監査法人・監査役会・取締役・監査部合同会議）

役職員教育 階層別に各種教育を半期最低３回開催

４/22、８/20、22、25、10/７に実施

社内管理システム改善 ☆４月１日着手2008年５月１日運用開始

４/１着手、現在進行中

Ⅴ 総括 
 当社といたしましては、平成 20 年４月 14 日に提出した改善報告書に記載の改善措置は、

ほぼ実行されており、より適切な財務諸表作成のための体制構築がなされていると認識し

ておりますが、更なる改善策を実行することを通じて、また、金融商品取引法に定める内

部管理システムの構築作業を通じて、適切なコンプライアンス体制を整備し、今後、再発

防止に向けた施策を検討し実行してまいりたいと考えております。 
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【変更前組織図】 

株主総会

監査役会

取締役会

業務改革委員会

実装検査部

代表取締役社長

本部長会議

管理本部

経営企画本部

研究開発本部

検査システム事業本部

総合企画部

業務管理部

管理部

資材部

商品企画部

業務監査チーム監査部

営業部

治具製造部

技術部

第一技術開発部

研究開発部

 
 

【変更後組織図】 
 ※業務管理部は業務管理課へ、管理部は総務経理課へ変更されました。（色づけ箇所） 

営業本部

検査装置事業本部

株主総会
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研究開発部
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代表取締役社長
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研究開発本部

実装検査事業本部

業務監査ﾁｰﾑ

総務経理課

業務管理課

監査部

治具製造部
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