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 平成 20（2008）年 7 月 25 日付「過去の業績に影響を与える事象の発生および特別調査

委員会の設置について」、平成 20（2008）年 8 月 29 日付「不適切な会計処理に関する特

別調査委員会の中間報告について」、及び平成 20（2008）年 10 月 24 日付「主要な不適切

な会計処理に関する特別調査委員会の第 2 回中間報告について」にてお知らせいたしまし

たとおり、当社において過年度に不適切な会計処理が行われていたことが判明したことか

ら、当社は、代表取締役社長齋藤正継を委員長とする特別調査委員会を設置し、事実関係

及び原因究明の調査を進め、不適切な会計処理が当社業績に与える影響額を確定するため

の作業を進めるとともに、かかる不適切な会計処理が二度と行われないよう、効果的な再

発防止策の策定及び実施を進めて参りました。本日、その調査・検討の結果を、添付の

「調査報告書」として取り纏めましたので、ご報告いたします。 

 

 過年度決算の訂正の概要につきましては、別紙をご覧下さい。なお、平成 20（2008）年

10 月 24 日付「主要な不適切な会計処理に関する特別調査委員会の第 2 回中間報告につい

て」においてお知らせいたしました内容から、一部変更がなされております。 

 かかる過年度決算の訂正につきましては、現在、霞が関監査法人による監査を受けてい

るところであり、遅くとも本年 12 月 10 日までには監査が終了する見込みです。過年度決

算の訂正に伴い必要となる、提出済みの有価証券報告書、半期報告書、有価証券届出書、

平成 20（2008）年度第 1 四半期報告書、過年度の決算短信、中間決算短信、四半期財務・

業績の概要、及び平成 20（2008）年度第 1 四半期決算短信の訂正につきましては、霞が関

監査法人の監査が終了した後、本年 12月 10 日までにこれを行う予定です。 

  

 当社は、これらの不適切な会計処理が行われた事実を厳粛に受けとめ、二度とこのよう

なことが起こることのないよう、内部管理体制の充実・活性化、コンプライアンス意識の

向上等を図り、再発防止に向けて引き続き全力で取り組んで参ります。 
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また、当社は、これらの不適切な会計処理に関与した者に対する責任追及及び社内処分

を適切に行う所存です。 

すなわち、西原克敏氏（以下「西原氏」といいます。）は、既に当社代表取締役を退任

していますが、西原氏は、添付の調査報告書第 2 の 3 記載のとおり、過年度においてこれ

らの不適切な会計処理を主導し、それに基づいて違法配当を行うなどした結果、当社に損

害が発生していますので、当社は、西原氏に対し、これらについての法的責任を徹底追及

する方針です。不適切な会計処理に関わった他の旧経営陣についても、既に当社役員を退

任しておりますが、これら旧経営陣に対しても、その関与の度合い等に照らし、当社の損

害について、法的責任を追及することを検討しています。 

なお、西原氏の指示に従って不適切な会計処理に関与し、西原氏の退任後に当社の代表

取締役社長に就任した谷中譲氏、専務取締役に就任した小西徹也氏は、平成 20（2008）年

7 月 25 日付「過去の業績に影響を与える事象の発生および特別調査委員会の設置につい

て」においてご報告したとおり、当社の辞任勧告に従い、既に当社取締役を退任していま

す（なお、同氏らの退職の際には、退職慰労金は支給されていません。）。 

その他、不適切な会計処理に関わった当社従業員についても、その地位や関与の度合い

等に応じ、これらに見合った社内処分を行う方針です。 

 

 株主、投資家をはじめとする関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけして

おりますことを改めて心よりお詫び申し上げます｡ 

 

 

添付資料 トラステックスホールディングス株式会社特別調査委員会 調査報告書 

 

以 上 
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【別 紙】 

連結及び単体決算の過年度訂正概要 

 

    （単位：百万円） 

連結 単体 

 訂正前 

（a） 

訂正後 

（b） 

影響額 

（b-a） 

訂正前 

（a） 

訂正後 

（b） 

影響額 

（b-a） 

平成 16 年 売上高 39,579 35,705 △3,874 37,811 33,601 △4,210 

3 月期 営業利益 817 △3,388 △4,205 1,241 △2,773 △4,014 

  経常利益 528 △3,758 △4,286 901 △3,287 △4,188 

  当期純利益 256 △11,908 △12,164 507 △10,869 △11,376 

  純資産 6,674 △5,029 △11,703 7,331 △4,045 △11,376 

  総資産 27,895 20,276 △7,619 22,666 17,674 △4,992 

平成 17 年 売上高 39,177 37,820 △1,357 33,959 33,643 △316 

3 月期 営業利益 1,028 192 △836 1,237 546 △691 

  経常利益 656 △207 △863 859 156 △703 

  当期純利益 △3,787 △698 3,089 △3,390 △1,928 1,462 

  純資産 7,247 △1,366 △8,613 8,306 △1,608 △9,914 

  総資産 25,253 17,990 △7,263 22,297 13,773 △8,524 

平成 18 年 売上高 39,995 39,226 △769 37,877 36,614 △1,263 

3 月期 営業利益 2,347 △15 △2,362 2,560 1,815 △745 

  経常利益 1,885 △528 △2,413 2,101 1,305 △796 

  当期純利益 1,314 △955 △2,269 1,629 457 △1,172 

  純資産 9,052 △1,796 △10,848 9,460 △1,071 △10,531 

  総資産 28,293 18,060 △10,233 28,422 17,890 △10,532 

平成 19 年 売上高 43,559 43,401 △158 35,953 35,769 △184 

3 月期 営業利益 △623 △766 △143 563 664 101 

  経常利益 △1,230 △1,470 △240 △97 0 97 

  当期純利益 △14,945 △5,374 9,571 △15,123 △5,050 10,073 

  純資産 △918 △1,643 △725 △173 △632 △459 

  総資産 12,092 12,463 371 12,294 12,535 241 

平成 20 年 売上高 29,412 29,412 0 16 16 0 

3 月期 営業利益 121 △34 △155 △323 △323 0 

  経常利益 △248 △411 △163 △451 △451 0 

  当期純利益 △3,405 △3,464 △59 △3,635 △4,135 △500 

  純資産 786 298 △488 1,535 1,034 △501 

  総資産 11,293 10,805 △488 1,633 1,132 △501 
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連結 単体 

  訂正前 

（a） 

訂正後 

（b） 

影響額 

（b-a） 

訂正前 

（a） 

訂正後 

（b） 

影響額 

（b-a） 

平成 17 年 売上高 19,089 18,810 △279 17,581 17,075 △506 

9 月期 営業利益 1,192 △867 △2,059 1,116 686 △430 

  経常利益 1,083 △994 △2,077 1,010 558 △452 

  当期純利益 578 △1,170 △1,748 607 △35 △642 

  純資産 7,697 △2,623 △10,320 8,785 △1,772 △10,557 

  総資産 24,138 14,439 △9,699 22,035 13,306 △8,729 

平成 18 年 売上高 22,198 22,038 △160 19,320 19,158 △162 

9 月期 営業利益 351 △279 △630 695 393 △302 

  経常利益 319 △313 △632 651 347 △304 

  当期純利益 △12,029 △3,766 8,263 △12,001 △3,465 8,536 

  純資産 1,586 △605 △2,191 2,386 390 △1,996 

  総資産 24,764 18,339 △6,425 26,133 19,639 △6,494 

平成 19 年 売上高 15,667 15,667 0 6 6 0 

9 月期 営業利益 △224 △196 28 △159 △159 0 

  経常利益 △442 △414 28 △297 △297 0 

  当期純利益 △3,437 △3,620 △183 △3,695 △4,261 △566 

  純資産 849 134 △715 1,467 901 △566 

  総資産 15,087 14,372 △715 1,510 944 △566 

 

(注) 1. 訂正前及び訂正後の各利益の△表示は、損失を示しています。 

2. 金額については、百万円未満を切り捨てて表示しています。 

3. 平成 15 年 3 月期以前の修正に関しては、平成 16 年 3 月期に前期損益修正損として、特別損失に計上する

予定です。上記の表においては、平成 16 年 3 月期の特別損失として、連結 5,402 百万円、単体 5,373 百

万円を、それぞれ計上しています。 

 



  

調査報告書調査報告書調査報告書調査報告書    

 

平成 20 年 11 月 20 日 

 

トラステックスホールディングス株式会社 

特 別 調 査 委 員 会  

委員長 齋藤 正継 

 

特別調査委員会（以下「当委員会」といいます。）は、トラステックスホールディング

ス株式会社（以下「当社」といいます。）における過年度の不適切な会計処理に関する調

査を実施したので、下記のとおり、その結果を報告いたします。 

なお、本報告書は、最終的なものではありますが、今後、新たな重要事実が発覚した場

合等には、追加調査を行い、必要に応じて追加の報告を行う可能性があります。 

 

記 
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第第第第 1111    当委員会当委員会当委員会当委員会のののの概要概要概要概要    

    

1111    当委員会設置当委員会設置当委員会設置当委員会設置のののの経緯経緯経緯経緯及及及及びびびび当委員会当委員会当委員会当委員会のののの目的目的目的目的    

 

当社は、平成 19（2007）年 5 月 17 日の CLSA サンライズ・キャピタル LP（以下

「CLSA」といいます。）による増資以降、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旧体制の見直しを行っていましたが、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判明しました。 

 そこで、当社は、過年度の不適切な会計処理と疑われるものの詳細や、当社の連結

及び個別業績に与える影響の有無・程度などを解明すべく、当社の執行役員財務統括

本部長である籔内寿樹を中心とする社内調査チームを速やかに編成するとともに、外

部の専門家として、弁護士及び公認会計士の協力を得つつ、鋭意社内調査を進めて参

りました。その後、当社は、本年 7 月 25 日付で、その時点において判明していた過

年度の不適切な会計処理の概要などを公表するとともに、過年度の不適切な会計処理

につ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、その徹底的な洗出しと

適切な処理を図ること、並び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

再発防止策を策定し実施することを目的として、当委員会を設置することを決定し、

その旨公表いたしました（平成 20（2008）年 7 月 25 日付「過去の業績に影響を与え

る事象の発生および特別調査委員会の設置について」ご参照）。 

 

2222    当委員会当委員会当委員会当委員会のののの構成構成構成構成及及及及びびびび役割役割役割役割    

 

 当委員会のメンバーは、平成 20（2008）年 7 月 25 日付「過去の業績に影響を与え

る事象の発生および特別調査委員会の設置について」において公表したとおりであ

り、当社代表取締役の齋藤正継委員長及び当社執行役員財務統括本部長・CFO の籔内

寿樹委員の社内委員 2 名に、弁護士の委員 2 名及び公認会計士の委員 1 名を加えた 5

名から構成されています。上記メンバーのうち、齋藤正継委員長及び籔内寿樹委員

は、昨年 5 月の CLSA による増資以降に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いません。また、弁護士及び公認会計士の各委員は、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者です。 

 なお、公認会計士の委員の役割は、他の公認会計士と当社との間で別途締結された

「合意された手続」に基づく調査結果を利用する上での助言を当社に対して行うとと

もに、本件の不適切な会計処理に関し、その再発防止策の策定にかかる助言を行うも

のです。 
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3333    当委員会当委員会当委員会当委員会によるによるによるによる調査方法調査方法調査方法調査方法・・・・内容内容内容内容    

 

 当委員会は、平成 20（2008）年 7 月 26 日以降、同年 11 月 20 日までの間、合計 19

回にわたり特別調査委員会会合を開催し、調査方針の決定、調査の進捗状況の確認等

を行いながら、当社及び過年度の不適切な会計処理に関係していたと思われる会社の

関係資料の精査、過去の不適切な会計処理への関与を理由として当社の代表取締役を

辞任した谷中譲氏（以下「谷中氏」といいます。）及び同じく専務取締役を辞任した

小西徹也氏（以下「小西氏」といいます。）をはじめ、過去の不適切な会計処理が行

われていた当時、当社の営業部門、法務部門、経理部門に勤務していた複数の役職員

に対するインタビューの実施等の方法により調査を行い、本件に係る事実関係及び原

因究明の調査を進めるとともに、これと並行して、過年度の会計処理について訂正の

要否及び訂正すべきとした場合のその訂正の内容についての精査・検討を進めて参り

ました。当委員会は、調査の進捗状況に応じて、平成 20（2008）年 8 月 29 日付「不

適切な会計処理に関する特別調査委員会の中間報告について」及び同年 10 月 24 日付

「主要な不適切な会計処理に関する特別調査委員会の第 2 回中間報告について」にお

いて、随時調査状況を公表して参りました。このような当委員会による調査・検討の

結果、下記第 2 の 3 記載の経緯で不適切な会計処理が行われたことが明らかとなり、

当委員会は、下記第 3 記載の事項について、過年度決算の訂正をすべきとの認識に至

りました。 

 

第第第第 2222    当委員会当委員会当委員会当委員会のののの調査調査調査調査によってによってによってによって判明判明判明判明したしたしたした事実事実事実事実    

 

1111    当社当社当社当社のののの概要概要概要概要    

 

 当社は、平成 10（1998）年 4 月 1 日に、休眠会社であった昭和 24（1949）年 9 月 2

日設立の協和鍍金工業株式会社が、西原克敏氏（以下「西原氏」といいます。）によ

り昭和 62（1987）年に設立された軽貨急配株式会社を吸収合併した株式会社です。 

 当社は、平成 19（2007）年 4 月 1 日に会社分割により当社が営んできた事業の全て

を、新設した軽貨急配株式会社に移転し、同日付で現在の社名であるトラステックス

ホールディングス株式会社に商号を変更し、持株会社に移行しています（本報告書に

おいては、かかる商号変更の前後を問わず、単に「当社」といいます。）。そして、

同年 5 月には、CLSA から資本援助を受け、同年 6 月に開催された定時株主総会におい

て、CLSA キャピタルパートナーズジャパン株式会社（以下「CLSA ジャパン」といい

ます。）から取締役を 4 名選出し、経営体制の刷新を図りました。現在、西原氏ら創

業者一族は、当社の経営には一切関与しておりません。 
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2222    当社当社当社当社のののの基本的基本的基本的基本的ななななビジネスモデルビジネスモデルビジネスモデルビジネスモデル    

 

 当社の事業は、基本的に、運送事業（貨物運送受託業務）（以下単に「運送事業」

といいます。）と開発事業（委託事業主開発業務等）（以下単に「開発事業」といい

ます。）という 2 つの事業により構成されています。 

 運送事業とは、メーカーなど荷物の運送を必要とする会社（以下「荷主」といいま

す。）から当社が貨物運送業務の委託を受けて、その運送を行う事業です。当社で

は、荷主から受託した貨物運送業務を、さらに、主としてオーナー・オペレーターと

呼ばれる個人事業主に再委託しており、実際の運送は、オーナー・オペレーターが行

います。 

 他方、開発事業とは、オーナー・オペレーターを募集する事業です。オーナー・オ

ペレーターはあくまで個人事業主であり、自己の所有する貨物軽自動車を使用して運

送事業を行いますが、今回の不適切な会計処理が行われていた当時は、オーナー・オ

ペレーターは主として、当社から購入する特有の貨物軽自動車を使用することとなっ

ていました。当社は、自動車販売代理店から貨物軽自動車を荷台の部分を除いた形で

購入し、これに積載容量を通常の貨物軽自動車の約 1.5 倍に拡張した当社特有の荷台

部分（以下「架装ボディ」といいます。）を取り付けた上で、オーナー・オペレー

ターに販売していました。貨物軽自動車の代金を即金で支払えないオーナー・オペ

レーターに対しては、当社が加盟店契約を締結していた信販会社を紹介してオート

ローンを組むようにしていました。その際、当社は、信販会社との間で、オーナー・

オペレーターの組むオートローンの支払いについて、履行保証契約を締結していまし

た。 

 当社の売上額は、運送事業の方が開発事業を上回っていましたが、開発事業は原価

に比して利益率の高い事業でしたので、当社の利益の柱はむしろ開発事業の方でし

た。 

 なお、現在の当社の開発事業においては、当社がリース会社に対し貨物軽自動車を

販売し、リース会社がオーナー・オペレーターに貨物軽自動車をリースするというビ

ジネスモデルが基本となっており、貨物軽自動車の代金を即金で支払えないオー

ナー・オペレーターに、当社が、信販会社を紹介してオートローンを組むようにする

ことはありません。 
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3333    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をををを行行行行ったったったった経緯経緯経緯経緯    

    

（1） 不適切な会計処理が開始された状況 

 

ア 平成 11（1999）年 3月期に不適切な会計処理が開始されたこと 

 

 当社は、西原氏の指示の下、遅くとも平成 9（1997）年ころには、株式の公開

を目指しており、売上、営業利益、経常利益などについて高い予算計画を立てて

いました。売上等の伸長を支えていたのは、主としてオーナー・オペレーターに

対する貨物軽自動車の販売台数の増加でした。その後、平成 10（1998）年春こ

ろまでには、平成 11（1999）年 8 月に大阪証券取引所市場第二部に上場すると

いうスケジュールが決定し、平成 11（1999）年 3 月期が、上場に向けた基準年

度となりました。当社は、売上等についての予算計画を大阪証券取引所に提出

し、主幹事証券会社からは、提出した予算計画を概ね達成するように言われてい

ました。 

 ところが、平成 10（1998）年 4 月以降、オーナー・オペレーターによる貨物

軽自動車の売買契約（以下「車輌売買契約」といいます。）の解約が急に目立ち

始めました。当社では、上記 2 記載のとおり、オーナー・オペレーターの組む

オートローンの支払いを当社が履行保証することで、十分な資力のないオー

ナー・オペレーターについても信販会社の与信審査を通し、貨物軽自動車を販売

していたため、次第に、オートローンの支払いに窮するオーナー・オペレーター

が増加していったことが背景にありました。 

 そのため、当社は、平成 10（1998）年 4 月ころ以降、主幹事証券会社に報告

することとなっていた月次決算の数字を良く見せ、ひいては、大阪証券取引所に

提出した予算計画を達成するために、西原氏の指示の下、「車輌売買契約解約に

伴う売上及び車輌売買代金債権の取消しの未処理」（以下「キャンセルキャンセルキャンセルキャンセルにににに伴伴伴伴うううう合合合合

意書偽造意書偽造意書偽造意書偽造スキームスキームスキームスキーム」といいます。）を行うようになりました。具体的には、本

来、オーナー・オペレーターが当社との車輌売買契約を解約すると、当社として

は、貨物軽自動車販売に係る売上を取り消さなければならないところ、オー

ナー・オペレーターとの間の合意書（車輌売買契約の解約がないものとして、

オーナー・オペレーターが、車輌売買契約を解約せず、信販会社との間で締結し

ていた貨物軽自動車の代金の立替払契約を解消したこととし、車輌売買契約につ

いて、当社との間で直接代金の分割払契約を締結する内容のもの）を偽造するこ

とにより、一旦取消処理をしていた貨物軽自動車に係る売上を戻した上で、貨物

軽自動車の売買代金相当額を長期未収入金に計上していました。 

 また、上記のとおり、オートローンを支払えないオーナー・オペレーターが次

第に増加したことにより、当社が履行保証契約に基づき信販会社に対して代位弁
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済しなければならない事案が増加してきました。オートローンを支払えないオー

ナー・オペレーターは通常資力がないため、当社が代位弁済により取得したオー

ナー・オペレーターに対する求償債権の支払いも期待できないことから、本来で

あれば、当社としては、かかる求償債権について多額の貸倒引当金を計上し、又

は貸倒処理をすることが必要でした。 

 そこで、当社では、これを回避するために、西原氏の指示の下、平成 11

（1999）年 3 月期の期中より、「オーナー・オペレーターの債務を保証履行する

ことにより生じた求償債権の貸倒未処理」（以下「ローンローンローンローン延滞延滞延滞延滞にににに伴伴伴伴うううう合意書偽造合意書偽造合意書偽造合意書偽造

スキームスキームスキームスキーム」といいます。）を行うようになりました。具体的には、あたかも当社

とオーナー・オペレーターとの間で支払条件について合意が成立しているかのよ

うな合意書を偽造することにより、求償債権が不良債権として取り扱われること

を回避し、貸倒引当金の計上又は貸倒処理を回避・軽減していました。 

 

イ 入金偽装について 

    

 もっとも、当社における会計処理ルールでは、債権について返済がなされなけ

れば、貸倒引当金を計上する必要がありましたので、上記の「キャンセルキャンセルキャンセルキャンセルにににに伴伴伴伴うううう

合意書偽造合意書偽造合意書偽造合意書偽造スキームスキームスキームスキーム」及び「ローンローンローンローン延滞延滞延滞延滞にににに伴伴伴伴うううう合意書偽造合意書偽造合意書偽造合意書偽造スキームスキームスキームスキーム」を行って

も、その後返済が一切なされない場合には、貸倒引当金の計上を避けることがで

きませんでした。そこで当社は、平成 13（2001）年ころから、西原氏の指示の

下、「オーナー・オペレーターからの入金を装うことなどによる貸倒引当金計上

の回避」（以下「入金偽装入金偽装入金偽装入金偽装スキームスキームスキームスキーム」といいます。）を行うようになりました。

具体的には、当社が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

ように装うことで、貸倒引当金の計上を回避し又は既に計上済みの貸倒引当金の

一部を戻し入れていました。 

 なお、平成 17（2005）年 3 月期には、上記のような入金の偽装の代わりに、

実際には、オーナー・オペレーターに対して業務を委託していないにもかかわら

ず、オーナー・オペレーターに当社に対する委託料債権が発生しているかのよう

に装った上、当社のオーナー・オペレーターに対する債権と相殺する旨の覚書を

偽造すること（委託料相殺）も行っていました。 

 

ウ 大阪証券取引所市場第二部への上場 

 

 平成 11（1999）年 8 月ころに予定されていた当社の大阪証券取引所市場第二

部への上場は、その後 1 年間延期されることとなり、最終的に、平成 12

（2000）年 10 月の予定となりました。当社は、平成 11（1999）年 3 月期以降、
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上記の「キャンセルキャンセルキャンセルキャンセルにににに伴伴伴伴うううう合意書偽造合意書偽造合意書偽造合意書偽造スキームスキームスキームスキーム」及び「ローンローンローンローン延滞延滞延滞延滞にににに伴伴伴伴うううう合意書合意書合意書合意書

偽造偽造偽造偽造スキームスキームスキームスキーム」を行い、それに基づく決算を行って、平成 12（2000）年 10 月

に、大阪証券取引所市場第二部に上場を果たしました。 

 

（2） 不適切な会計処理のスキームが増加していった状況 

 

ア 東京証券取引所市場第二部を目指した時期 

 

 当社が大阪証券取引所市場第二部への上場を果たして間もなく、西原氏から、

次は東京証券取引所市場第二部に上場するという方針が示されました。東京証券

取引所市場第二部への上場の目標時期は、平成 14（2002）年 3 月とされまし

た。 

 

イ フットワークデリバリーサービス買収の失敗 

 

 当社は、東京証券取引所市場第二部に上場するために、大阪証券取引所市場第

二部への上場時と同じく高い予算計画を設定していました。そのために、当社

は、西原氏の指示の下、貨物軽自動車の販売を柱とする開発事業による売上のほ

か、荷主から運送業務を請け負う運送事業の売上の増加を図るため、平成 13

（2001）年 4 月に、自ら貨物自動車を使用して運送業務を行う実運送を営むフッ

トワークデリバリーサービス株式会社（同社は、平成 13（2001）年 5 月 1 日に

軽貨急配シーエス株式会社に商号を変更しているため、以下「軽貨急配 CS」と

いいます。）を買収しました。 

 しかし、軽貨急配 CS は、買収直後に、主要な顧客から取引を打ち切られて売

上が大幅に減少し、一方で固定費の負担により、赤字が増加し続ける会社とな

り、当社にとっては、東京証券取引所市場第二部への上場を控え、予算計画を達

成する上で大きな負担となりました。 

 

ウ 架装ボディ販売スキーム 

 

 このような状況の中、売上を増加させ予算計画を達成するために、当社は、平

成 13（2001）年 7 月ころから平成 14（2002）年 9 月ころにかけて、西原氏の指

示の下、貨物軽自動車とは別に架装ボディのみを自動車販売会社に販売し、その

売上を計上するという「貨物軽自動車の加工に用いる架装ボディの販売による実

需に基づかない売上計上」（以下「架装架装架装架装ボディボディボディボディ販売販売販売販売スキームスキームスキームスキーム」といいます。）を

行いました。売上を計上した架装ボディに係る当社への入金は、上記自動車販売

会社が貨物軽自動車を販売できたときに行われました。架装ボディ販売スキーム
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は、貨物軽自動車の販売より前倒しして、1 台につき約 100 万円の粗利を計上で

きる架装ボディの売上を先取りして計上できるようにするものでした。 

このようにして上記自動車販売会社に販売した架装ボディの多くは、その後、

貨物軽自動車としてリース会社に販売され、下記エの転リースを利用した不適切

な会計処理に利用されました。 

 その後、当社は、平成 14（2002）年 7 月ころから平成 15（2003）年 9 月ころ

にかけて、開業支援業務（他社がオーナー・オペレーターを募集し、当社から仕

入れた貨物軽自動車を募集したオーナー・オペレーターに販売することを内容と

する業務をいい、以下当該他社を「開業支援会社」といいます。）に係る業務提

携を行っていた開業支援会社に対しても、架装ボディのみを、貨物軽自動車の販

売より前倒しして販売し、売上を先取りして計上する一方で、その後、開業支援

会社が貨物軽自動車を販売するまで、当社倉庫にて架装ボディを保管することを

行うようになりました。このような開業支援会社には、東京合同運輸倉庫株式会

社（以下「東京合同運輸倉庫」といいます。）、東京パーセルサービス株式会社

（以下「東京パーセルサービス」といいます。）などがありました。 

なお、東京合同運輸倉庫及び東京パーセルサービスは、当社と直接の資本関係

のない会社であり、当社の連結範囲外であるとされていましたが、両社の代表取

締役が、西原氏の意向により決定されるなど、実質的には西原氏が支配していた

会社であると考えられます。 

 

エ 転リース・スキーム 

 

 また、当社は、売上を増加させ予算計画を達成するために、平成 13（2001）

年 10 月ころから、西原氏の指示の下、貨物軽自動車を直接又は自動車販売会社

を通じてリース会社に販売した上、当該リース会社から当社子会社である株式会

社エムシーコンビニエンス（以下「MC コンビニエンス」といいます。）に対し

てリースを行い、さらに複数の他社に転リースを行うという「経済合理性のない

貨物軽自動車の転リース・スキームを利用した売上計上」（以下「転転転転リースリースリースリース・・・・スススス

キームキームキームキーム」といい、当該他社を「転リース先会社」といいます。）を行っていまし

た。この転転転転リースリースリースリース・・・・スキームスキームスキームスキームにより、一度にまとまった台数の貨物軽自動車を

リース会社に販売することで、その売上を計上でき、また架装ボディや貨物軽自

動車の売買代金の入金を受けることができました。転転転転リースリースリースリース・・・・スキームスキームスキームスキームは平成

16（2004）年 3 月ころまで行われました。なお、転転転転リースリースリースリース・・・・スキームスキームスキームスキームにおいて

は、他社に転リースを受け入れてもらうために、当社が運送業務委託料の最低保

証料等の名目下で各転リース先会社に対し金銭を支払うことで、当社が実質的に

リース料を負担していました。 

このような転リース先会社には、東京パーセルサービス、東京合同運輸倉庫、
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及び協和運輸サービス有限会社などがありました。 

 

オ 東京証券取引所市場第二部上場を断念した経緯 

 

 当社は、平成 14（2002）年 3 月の東京証券取引所市場第二部への上場を目指

していましたが、西原氏の資産管理会社である株式会社エヌ・コンテンツの存在

などを巡り東京証券取引所と協議を重ねた結果、同年 2 月ないし 3 月ころには、

東京証券取引所市場第二部への上場を断念いたしました。 

 

カ 大阪証券取引所市場第一部指定を目指した状況及び断念した状況 

 

 その後、当社は、平成 14（2002）年 6 月から 8 月ころにかけて、西原氏の指

示の下、今度は、大阪証券取引所市場第一部指定を目指すことになりましたが、

同年 10 月ころになって、大阪証券取引所から、当社の長期未収入金が年々増加

しており、これが減少していかないと大阪証券取引所市場第一部指定はとても無

理である旨指摘されました。 

 当社の長期未収入金の大半は、前記の「キャンセルキャンセルキャンセルキャンセルにににに伴伴伴伴うううう合意書偽造合意書偽造合意書偽造合意書偽造スキースキースキースキー

ムムムム」及び「ローンローンローンローン延滞延滞延滞延滞にににに伴伴伴伴うううう合意書偽造合意書偽造合意書偽造合意書偽造スキームスキームスキームスキーム」によって、回収見込みのない

オーナー・オペレーターに対する債権を計上したものでしたので、これを減少さ

せることは事実上不可能であり、むしろオートローンを支払えないオーナー・オ

ペレーターのための代位弁済などにより、今後も長期未収入金は増え続けること

が予想されました。大阪証券取引所からの上記指摘を受け、当社は、大阪証券取

引所市場第一部指定を断念することになりました。 

 

キ 求償債権の開業支援会社への付け替え 

 

 なお、大阪証券取引所の上記指摘を受けた後、当社は、西原氏の指示の下、平

成 14（2002）年 10 月ころ以降、開業支援業務に関して、オーナー・オペレー

ターが開業支援会社から貨物軽自動車を購入する際に利用した信販会社のオート

ローンの返済が滞った場合、当社が信販会社に行う代位弁済によって当社が取得

したオーナー・オペレーターに対する求償債権を、長期未収入金から当社の開業

支援会社に対する債権に付け替えた上、これを資産計上するという「オーナー・

オペレーターに対する求償債権を開業支援会社へ付け替えることによる貸倒引当

金計上（若しくは貸倒損失処理）の回避・軽減」（以下「求償債権求償債権求償債権求償債権のののの開業支援会開業支援会開業支援会開業支援会

社社社社へのへのへのへの付付付付けけけけ替替替替ええええ」といいます。）を行っていました。 
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（3） 不適切な会計処理を行った理由の変化 

 

 平成 15（2003）年 3 月期の当社の決算は、前期と比べ、売上は約 30 億円増加した

ものの、経常利益は約 20 億円減少しました。経常利益が減少した主たる要因は、転転転転

リースリースリースリース・・・・スキームスキームスキームスキームに係る貨物軽自動車の稼働率が、概ね 10%から 40%の間で推移して

おり、当社に毎月の実質的なリース料の負担を超える売上が計上されなかったこと、

及びオートローンの延滞による代位弁済が非常に増えたことなどにありました。 

 経常利益の減少により、当社には、不適切な会計処理を行わなければ赤字に転落す

る危険が生じました。上記(1)及び(2)のとおり、当社は、それまでは、西原氏の方針

の下、大阪証券取引所市場第二部上場、東京証券取引所市場第二部上場、大阪証券取

引所市場第一部指定という目標を掲げ、そのために高い予算計画を立ててこれを達成

するために様々な不適切な会計処理を行っていました。しかし、平成 14（2002）年

10 月ころに、大阪証券取引所市場第一部指定を諦めた後は、西原氏主導による上記目

標を達成するためではなく、むしろ当社が赤字に転落するのを防ぐ目的で不適切な会

計処理を継続せざるを得なかったと思われます。 

 このように、不適切な経理処理を行う理由が変化したのが、平成 15（2003）年 3 月

期だったと思われ、それ以後、当社は、平成 17（2005）年 3 月期に至るまで、赤字に

なることを防ぐため、不適切な会計処理を継続していました。 

 例えば、当社は、平成 15（2003）年 11 月及び 12 月に、貨物軽自動車の需要のない

東京合同運輸倉庫に対して、貨物軽自動車 400 台を販売し、約 9 億円の売上を計上す

るという「東京合同運輸倉庫に対する貨物軽自動車の販売による実需に基づかない売

上計上」（以下「東京合同運輸倉庫東京合同運輸倉庫東京合同運輸倉庫東京合同運輸倉庫にににに対対対対するするするする貨物軽自動車販売貨物軽自動車販売貨物軽自動車販売貨物軽自動車販売」といいます。）を行

いましたが、この取引は、当社が赤字に転落することを防ぐために行われた取引でし

た。なお、東京合同運輸倉庫には貨物軽自動車の需要がなかったため、購入した 400

台の貨物軽自動車は、貨物軽自動車の仕入れ先である自動車販売会社ないし当社の駐

車場において保管されたままとなっていました。 

 

（4） 不適切な会計処理の解消に至る状況 

 

ア 平成 17（2005）年 3 月期の決算の状況 ～ 特別損失の計上の経緯 

 

 当社は、平成 16（2004）年 4 月以降は、架装架装架装架装ボディボディボディボディ販売販売販売販売スキームスキームスキームスキームについて

は、平成 16（2004）年 3 月期に、監査法人よりその問題性を指摘されたことか

ら、転転転転リースリースリースリース・・・・スキームスキームスキームスキームについては、リース会社のリース枠等の問題から、これ

らのスキームによる新たな売上計上はできなかったものの、キャンセルキャンセルキャンセルキャンセルにににに伴伴伴伴うううう合合合合

意書偽造意書偽造意書偽造意書偽造スキームスキームスキームスキーム、ローンローンローンローン延滞延滞延滞延滞にににに伴伴伴伴うううう合意書偽造合意書偽造合意書偽造合意書偽造スキームスキームスキームスキーム及び入金偽装入金偽装入金偽装入金偽装スキームスキームスキームスキーム

を継続して行い、さらに広告宣伝費の削減や社員のリストラなどによって経費を
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削減し、赤字への転落を防いでいました。 

 その一方で、当社は、毎月のリース料負担によりキャッシュフローに過大な負

担が生じていました。そこで、当社は、平成 16（2004）年 2 月以降、MSCB（転

換価格修正条項付転換社債）の発行による資金調達をするようになりましたが、

キャッシュフローを改善するためには、その原因となっている転転転転リースリースリースリース・・・・スキースキースキースキー

ムムムムを解消することが先決でした。そこで当社は、MSCB によって調達した資金を

用いて、平成 17（2005）年 3 月期に、転転転転リースリースリースリース・・・・スキームスキームスキームスキームに関する契約を全て

解除し、残った資金を使って、不良債権となっていたオーナー・オペレーターに

対する長期未収入金に関する債権を債権回収会社に売却するなどして、長期未収

入金の一部を処理いたしました。 

 

イ キャンセルに伴う合意書偽造スキーム、ローン延滞に伴う合意書偽造スキーム及

び入金偽装スキームの解消 

    

 平成 17（2005）年 3 月期には、調達した MSCB を使って転転転転リースリースリースリース・・・・スキームスキームスキームスキームの

処理を優先させたため、オーナー・オペレーターに対する不良債権を完全に処理

することはできませんでした。したがって、それ以降も、キャンセルキャンセルキャンセルキャンセルにににに伴伴伴伴うううう合意合意合意合意

書偽造書偽造書偽造書偽造スキームスキームスキームスキーム、ローンローンローンローン延滞延滞延滞延滞にににに伴伴伴伴うううう合意書偽造合意書偽造合意書偽造合意書偽造スキームスキームスキームスキーム及び入金偽入金偽入金偽入金偽装装装装スキームスキームスキームスキーム

は、継続して行う必要がありました。これをやめると積み上がった長期未収入金

について巨額の貸倒引当金を計上せざるを得なくなり、債務超過となるおそれが

あったからです。実際、平成 17（2005）年 9 月に設立された日本信用保証シス

テム株式会社（以下「日本信用保証システム」といいます。）、債権管理システ

ムサービス株式会社（以下「債権管理システムサービス」といいます。）は、入入入入

金偽装金偽装金偽装金偽装スキームスキームスキームスキームを行うために設立した会社であると考えられます。 

 当社は、MSCB によって調達した資金を用いて、平成 18（2006）年 9 月期に、

オーナー・オペレーターに対する長期未収入金に関する債権を債権回収会社に売

却するなどして特別損失を計上することで処理しました。これにより、それ以後

は、キャンセルキャンセルキャンセルキャンセルにににに伴伴伴伴うううう合意書偽造合意書偽造合意書偽造合意書偽造スキームスキームスキームスキーム、ローンローンローンローン延滞延滞延滞延滞にににに伴伴伴伴うううう合意書偽造合意書偽造合意書偽造合意書偽造スキースキースキースキー

ムムムム及び入金偽装入金偽装入金偽装入金偽装スキームスキームスキームスキームも行う必要がなくなり不適切な会計処理は終了いたしま

した。ただし、不適切な会計処理の影響が一部残っていたため、当社は、平成

21（2009）年 3 月期第一四半期において、オーナー・オペレーターに対する債権

に係る貸倒引当金の計上ないし債権の償却、及び解約されたリース契約に係る未

収リース料の償却を行っています。 
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第第第第 3333    主要主要主要主要なななな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のののの概要及概要及概要及概要及びびびび修正方針修正方針修正方針修正方針    

 

 当委員会による調査・検討の結果、過年度の不適切な会計処理に関し修正すべきとの結

論に至った主要な事項は、以下の 1ないし 6のとおりです。 

    

1111    キャンセルキャンセルキャンセルキャンセルにににに伴伴伴伴うううう合意書偽造合意書偽造合意書偽造合意書偽造スキームスキームスキームスキーム、、、、ローンローンローンローン延滞延滞延滞延滞にににに伴伴伴伴うううう合意書偽造合意書偽造合意書偽造合意書偽造スキームスキームスキームスキーム、、、、及及及及びびびび

入金偽装入金偽装入金偽装入金偽装スキームスキームスキームスキームについてについてについてについて    

    

（1） 不適切な会計処理の概要 

 

ア キャンセルに伴う合意書偽造スキーム 

 

 当社は、上記第 2 の 3(1)ア記載のとおり、キャンセルキャンセルキャンセルキャンセルにににに伴伴伴伴うううう合意書偽造合意書偽造合意書偽造合意書偽造スススス

キームキームキームキームにより、売上の取消処理をせず、本来取消処理すべき売上を損益計算書に

計上するとともに、車輌売買契約解約により本来存在するはずのない車輌売買代

金債権を、当該オーナー・オペレーターに対する長期未収入金又は破産更生債権

として貸借対照表に計上していました。 

 

イ ローン延滞に伴う合意書偽造スキーム 

 

 当社は、上記第 2 の 3(1)ア記載のとおり、ローンローンローンローン延滞延滞延滞延滞にににに伴伴伴伴うううう合意書偽造合意書偽造合意書偽造合意書偽造スススス

キームキームキームキームにより、貸倒引当金計上及び貸倒損失処理の回避或いは軽減、又は既に計

上済みの貸倒引当金の一部戻入れを行っていました。 

 

ウ 入金偽装スキーム 

 

 当社は、上記第 2 の 3(1)イ記載のとおり、入金偽装入金偽装入金偽装入金偽装スキームスキームスキームスキームにより、オー

ナー・オペレーターに対する債権について、オーナー・オペレーターが当社に必

要な返済金相当額を返済しているかのように装い、貸倒引当金又は貸倒損失の計

上を回避或いは軽減し、又は既に計上済みの貸倒引当金の一部戻入れを行ってい

ました。 
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（2） 修正方針 

 

ア 売上及び車輌売買代金債権の取消し並びに求償債権の貸倒未処理等の修正 

 

 当社は、キャンセルキャンセルキャンセルキャンセルにににに伴伴伴伴うううう合意書偽造合意書偽造合意書偽造合意書偽造スキームスキームスキームスキームにつき、車輌売買契約解約によ

り取り消すべきであった過年度の売上を取り消すとともに、当該売上により計上

されたオーナー・オペレーターに対する長期未収入金及び破産更生債権を取り消

す処理を行います。また、取り消した売上に対応する売上原価を取り消すととも

に、車輌については原価性がないと判断し、特別損失（棚卸資産評価損）に振り

替えます。 

 また、当社は、ローンローンローンローン延滞延滞延滞延滞にににに伴伴伴伴うううう合意書偽造合意書偽造合意書偽造合意書偽造スキームスキームスキームスキーム及び入金偽装入金偽装入金偽装入金偽装スキームスキームスキームスキームに

つき、会計上適切と判断される時期に、回収可能性がない、或いは乏しいと判断

される金額を、貸倒損失として処理するか、又は貸倒引当金として計上する処理

を行います。 

 これらの処理により過去 5 年間の財務諸表に与える主な影響額の概算累計額

は、売上高 2,122 百万円及び売上原価 427 百万円（いずれも単体及び連結ともに

同金額）の減少となります。 

 

イ 平成 17 年 3 月期特別損失の修正 

 

 当社は、上記アの修正にかかる債権等については、債権譲渡による債権譲渡損

失（特別損失）として、平成 17（2005）年 3 月期に 996 百万円（単体及び連結

ともに同金額）、同 19（2007）年 3 月期に、5,968 百万円（単体及び連結ともに

同金額）を計上するとともに、債権譲渡の対象にならなかった債権について、同

19（2007）年 3 月期に貸倒引当金を追加計上（単体：5,392 百万円、連結：

3,408 百万円）していましたので、現時点において、当社の財務諸表等に対する

影響はなく、当期の財務諸表等の訂正は必要ないものと考えられます。 

 なお、上記アのとおり、当該債権等について、平成 17（2005）年 3 月期以前

に売上及び車輌売買代金債権の取消し及び求償債権等の貸倒未処理分の修正を行

うため、同 17（2005）年 3 月期に特別損失として計上された債権譲渡損は 984

百万円（単体及び連結ともに同金額）、同 19（2007）年 3 月期に特別損失とし

て計上された債権譲渡損は 4,921 百万円（単体及び連結ともに同金額）減少しま

す。 
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2222    架装架装架装架装ボディボディボディボディ販売販売販売販売スキームスキームスキームスキームについてについてについてについて    

    

（1） 不適切な会計処理の概要 

    

 当社は、上記第 2 の 3(2)ウ記載のとおり、架装架装架装架装ボディボディボディボディ販売販売販売販売スキームスキームスキームスキームにより、貨物軽

自動車の加工に用いる架装ボディのみを、貨物軽自動車の販売より前倒しして販売

し、売上を先取りして計上する一方で、自動車販売会社を除き、その後、貨物軽自動

車の販売がなされるまで、当社倉庫にて架装ボディを保管することを行っていまし

た。当該架装ボディには、貨物軽自動車に架装されないまま当社が買い戻したものも

含まれており、実需に見合った販売がなされていなかった可能性があるため、かかる

架装ボディの販売につき売上計上したこと、及びその時期の適否などが問題となりま

す。 

 

（2） 修正方針 

    

 当社は、架装ボディの売上のうち、車輌本体に架装がなされず当社が買い戻したも

のについては、その売上を計上するのは適切でないものと判断し、当該売上を取り消

し、売上に対応する売上原価も取り消すこととします。買い戻した架装ボディの資産

計上の際の評価額は、架装ボディを当社が開業支援会社から買い戻した当時の評価額

を遡って用います。また、架装ボディの売上のうち当社が買戻しをしなかったものに

ついては、架装ボディの売上計上時期を開業支援会社による第三者への販売時とする

のが適切と判断したため、その売上計上時期を修正いたします。 

 当該処理により過去 5 年間の財務諸表に与える主な影響額の累計額は、売上高 229

百万円及び売上原価 20 百万円の減少（いずれも単体及び連結ともに同金額）となり

ます。 

 また、売却済みの架装ボディのうち、開業支援会社において在庫として残っていた

ものを当社が買い戻したものについては、平成 17（2005）年 3 月期に、当初の取得原

価と買戻価格との差額について棚卸資産評価損を特別損失として計上していましたの

で、現時点において、当社の財務諸表等に対する影響はなく、当期の財務諸表等の修

正は必要ないものと考えられます。 

 なお、架装ボディに係る売上及び売上原価の取消し等が行われることにより、平成

17（2005）年 3 月期に特別損失として計上された棚卸資産評価損は 519 百万円（単体

及び連結ともに同金額）減少します。 
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3333    転転転転リースリースリースリース・・・・スキームスキームスキームスキームについてについてについてについて    

    

（1） 不適切な会計処理の概要 

    

 当社は、上記第 2 の 3(2)エ記載のとおり、転転転転リースリースリースリース・・・・スキームスキームスキームスキームにより、各転リース

先会社に対して多数の貨物軽自動車を転リースしていましたが、前記のとおり、これ

ら貨物軽自動車の稼働率は必ずしも高くなかった上、転転転転リースリースリースリース・・・・スキームスキームスキームスキームにおいて必

要なリース料は、当社が各転リース先会社に対して支払う運送業務委託料の最低保証

料等の名目の資金により、当社が実質的に負担していました。このリース会社に対す

る貨物軽自動車の販売の売上を計上したこと、及びその時期の適否などが問題となり

ます。    

 

（2） 修正方針 

    

 当社は、転転転転リースリースリースリース・・・・スキームスキームスキームスキームについて、リースした貨物軽自動車の稼働率が概ね

10%から 40%の間で推移しており、実需に見合わない台数であったこと、当社がリース

料を実質的に負担していたこと、及び結局転転転転リースリースリースリース・・・・スキームスキームスキームスキームはリース期間終了前に

解約されて終了した取引であったことなどから、リース会社に対する貨物軽自動車の

売上計上は、全体として経済的合理性がない不適切なものであったと判断し、リース

会社に対する貨物軽自動車の売上の取消しを行うとともに、取り消した売上に対応す

る売上原価の取消しを行い、特別損失（棚卸資産評価損）を計上します。また、当社

の実質的なリース料負担分についても、リース契約に基づく取引を実質的な金融取引

とみなし、リース会社から貨物軽自動車の売却代金見合いとして入金した一種の借入

金の返済として処理します。これらの処理により過去 5 年間の財務諸表に与える主な

影響額の累計額は、売上高 2,439 百万円及び売上原価 679 百万円（いずれも単体及び

連結ともに同金額）の減少となります。 

 転転転転リースリースリースリース・・・・スキームスキームスキームスキームに係る貨物軽自動車については、残リース期間のリース料の全

額をリース会社に支払うことで、全てのリース契約を解約し、リース解約損として、

平成 17（2005）年 3 月期に特別損失を計上していましたので、現時点において、当社

の財務諸表等に対する影響はなく、当期の財務諸表等の修正は必要ないものと考えら

れます。 

 上記の会計処理の修正により、平成 17（2005）年 3 月期以前に転リース・スキーム

の売上及び売上原価の取消し等が行われることから、同月期の特別損失は 2,476 百万

円（単体及び連結ともに同金額）減少します。 

 



 - 18 - 

4444    東京合同運輸倉庫東京合同運輸倉庫東京合同運輸倉庫東京合同運輸倉庫にににに対対対対するするするする貨物軽自動車販売貨物軽自動車販売貨物軽自動車販売貨物軽自動車販売についてについてについてについて    

    

（1） 不適切な会計処理の概要 

    

 当社は、上記第 2 の 3(3)記載のとおり、東京合同運輸倉庫東京合同運輸倉庫東京合同運輸倉庫東京合同運輸倉庫にににに対対対対するするするする貨物軽自動車販貨物軽自動車販貨物軽自動車販貨物軽自動車販

売売売売により、約 9 億円の売上を計上していました。この貨物軽自動車の販売において

は、東京合同運輸倉庫が MC コンビニエンスとの間でオートローン契約を締結するこ

とにより、当社は、当該貨物軽自動車の売買代金につき、MC コンビニエンスから販売

時に一括して立替払いを受けていました。しかし、かかる貨物軽自動車の販売は、東

京合同運輸倉庫に貨物軽自動車の需要が存在しない中で行われた取引であり、購入し

た 400 台の貨物軽自動車が、仕入れ先である自動車販売会社ないし当社の駐車場にお

いて保管されたままとなっていたことなどに加え、当社において、オートローンの返

済原資を東京合同運輸倉庫に提供していたため、当該貨物軽自動車の販売につき売上

計上したことの適否などが問題となります。 

 

（2） 修正方針 

    

 当社は、東京合同運輸倉庫東京合同運輸倉庫東京合同運輸倉庫東京合同運輸倉庫にににに対対対対するするするする貨物軽自動車販売貨物軽自動車販売貨物軽自動車販売貨物軽自動車販売が貨物軽自動車の実需が存在

しない中で行われた取引であったこと、当社が東京合同運輸倉庫のオートローンの返

済原資を実質的に負担していたことなどから、東京合同運送倉庫に対する貨物軽自動

車の売上計上は、全体として経済的合理性がない不適切なものであったと判断し、東

京合同運送倉庫に対する貨物軽自動車の売上の取消しを行うとともに、取り消した売

上に対応する売上原価の取消しを行い、特別損失（棚卸資産評価損）を計上します。

当該処理により過年 5 年間の財務諸表に与える主な影響額の累計額は、売上高 1,139

百万円及び売上原価 285 百万円（いずれも単体のみ）の減少となります。 

 上記 400 台の貨物軽自動車の売却については、オートローンを解約し、これに伴っ

て必要となった貸倒引当金を計上しています。かかるオートローンの解約による損失

については、平成 17（2005）年 3 月期に特別損失として計上していましたので、現時

点において、当社の財務諸表等に対する影響はなく、当期の財務諸表等の訂正は必要

ないものと考えられます。 

 なお、上記の会計処理の修正により、平成 17（2005）年 3 月期以前に売上及び売上

原価の取消し等が行われることから、同月期の特別損失は 805 百万円（単体のみ）減

少することとなります。 
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5555    求償債権求償債権求償債権求償債権のののの開業支援会社開業支援会社開業支援会社開業支援会社へのへのへのへの付付付付けけけけ替替替替えについてえについてえについてえについて    

    

（1） 不適切な会計処理の概要 

    

 当社は、上記第 2 の 3(2)キ記載のとおり、求償求償求償求償債権債権債権債権のののの開業支援会社開業支援会社開業支援会社開業支援会社へのへのへのへの付付付付けけけけ替替替替ええええに

より、当社が取得したオーナー・オペレーターに対する求償債権を、当社の開業支援

会社に対する債権として付け替えた上、それを資産計上していましたが、当該債権の

回収不能額に対して、会計上適切な時期に、貸倒引当金を計上（若しくは貸倒損失処

理）していないことが問題となります。 

 

（2） 修正方針 

 

 当社は、開業支援会社に対する債権として付け替えられた債権の回収不能額につい

て、会計上適切な時期に、貸倒引当金又は貸倒損失を計上します。    

 なお、上記債権については、平成 17（2005）年 3 月期に、貸倒引当金を計上してい

ることから、当該会計処理の修正により、現時点の当社の財務諸表等に対する影響は

なく、当期の財務諸表等の訂正は必要ないものと考えられます。 

 

6666    連結対象連結対象連結対象連結対象とすべきであったとすべきであったとすべきであったとすべきであった会社会社会社会社をををを連結対象外連結対象外連結対象外連結対象外としていたことについてとしていたことについてとしていたことについてとしていたことについて    

    

（1） 不適切な会計処理の概要 

    

 当社が、開業支援業務に係る業務提携、運送業務委託などの契約を締結していた会

社等のうち、東京合同運輸倉庫、東京パーセルサービス及び軽貨急配事業協同組合等

については、当社と直接の資本関係はありませんでしたが、当社の元代表取締役社長

であった西原氏の強い関与を示す事実が判明したため、これらの会社等については、

会計処理上本来であれば連結対象とし、或いは、より早い時期に連結対象とすべきで

あったのに、連結対象外（一部の会社等については途中から連結対象）としていたこ

との適否が問題となります。 

 

（2） 修正方針 

 

 当社は、以下の会社等については、いずれも当社からの直接間接の資本関係はあり

ませんが、実質的には、西原氏が設立したものと考えられること、西原氏からの要請

を受けて当社の従業員が代表取締役や理事（組合の場合）に就任するなどしていたこ

と、上記 1 ないし 5 記載の主要な不適切な会計処理に係る取引に関与した会社等であ

ること（及び不適切な会計処理に係る取引に関与した会社の親会社又は子会社である
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こと）などを考慮すると、西原氏は、以下の会社等に対して実質的に議決権を行使

し、以下の会社等は、西原氏に実質支配されていたとみなせる状況にあったことか

ら、当社の過去の事業年度において、連結対象とするのが適切であると判断いたしま

した。今回の修正で新たに連結対象とする会社等及びその連結対象事業年度は以下の

とおりです。 

 

連結対象連結対象連結対象連結対象会社会社会社会社とするとするとするとする会社等会社等会社等会社等    連結対象事業年度連結対象事業年度連結対象事業年度連結対象事業年度    

株式会社エヌ･コンテンツ 平成 15（2003）年 4 月 1 日～平成 16（2004）年 3 月

31 日 

東京合同運輸倉庫株式会社 平成 15（2003）年 4 月 1 日～平成 18（2006）年 3 月

31 日 

株式会社東京パーセルサービス 平成 15（2003）年 4 月 1 日～平成 18（2006）年 3 月

31 日 

協和運輸サービス有限会社 平成 15（2003）年 4 月 1 日～平成 18（2006）年 3 月

31 日 

軽貨急配事業協同組合 平成 16（2004）年 4 月 1 日～平成 18（2006）年 3 月

31 日 

債権管理システムサービス株式会社 平成 17（2005）年 4 月 1 日～平成 19（2007）年 3 月

31 日 

日本信用保証システム株式会社 平成 17（2005）年 4 月 1 日～平成 19（2007）年 3 月

31 日 

（旧社名）協和ロジスティック株式会社 

（新社名）国内ファクタリング株式会社 

平成 17（2005）年 4 月 1 日～平成 19（2007）年 3 月

31 日 

（旧社名）東京合同ロジコム株式会社 

（新社名）株式会社コレクトエクスプレ

ス 

平成 17（2005）年 4 月 1 日～平成 19（2007）年 3 月

31 日 

 

 なお、上記に記載した、連結対象とすべきであった会社等（国内ファクタリング株

式会社（以下「国内ファクタリング」といいます。）及び株式会社コレクトエクスプ

レス（以下「コレクトエクスプレス」といいます。）を除く）は、平成 20（2008）年

3 月期においては既に連結対象とされているか、又は既に清算済みであるため、同年

3 月期以降における当社の連結財務諸表等に対して影響はなく、当期の財務諸表等の

訂正は必要ないものと考えられます。国内ファクタリング及びコレクトエクスプレス

については、今回新たに同 17（2005）年 4 月 1 日から同 19（2007）年 3 月 31 日まで

の期間につき当社の連結対象といたしました。両社については、同 19（2007）年 4 月

1 日時点では存続する会社でありましたが、両社の実質的な支配者と考えられる西原

氏が当社の代表取締役を同年 6 月 28 日付で辞任しており、同年 4 月 1 日から同年 6
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月 28 日までの両社と当社との取引による影響額も軽微なため、同 20（2008）年 3 月

期の当社の連結の範囲からは除外しています。 

 

第第第第 4444    過年度過年度過年度過年度決算決算決算決算のののの修正修正修正修正にににに伴伴伴伴うううう当社財務諸表等当社財務諸表等当社財務諸表等当社財務諸表等へのへのへのへの影響額影響額影響額影響額    

 

 当委員会は、上記第 3 記載のとおりの方針で、過年度の不適切な会計処理を修正すべき

との結論に至りました。かかる結果を受け、当社が算定した、各事業年度における当社財

務諸表等への影響額は、以下の表のとおりです。    

    修正すべき過去の事業年度は、平成 15（2003）年 4 月 1 日開始事業年度から同 19

（2007）年 4 月 1 日開始事業年度までの直近 5 事業年度とし、当該 5 事業年度の財務諸表

（単体及び連結）に与える影響額を算出しています（ただし、中間財務諸表（単体及び連

結）については、直近 3 事業年度に与える影響額を算出しています。）。また、今回判明

した過去の不適切な会計処理について、同 15（2003）年 3 月 31 日以前に修正すべき事項

については、同年 4月 1日開始事業年度の開始貸借対照表上で一括して修正しています。 

 なお、かかる算定の結果については、現在、霞が関監査法人による監査を受けていると

ころであり、遅くとも本年 12月 10 日までには監査が終了する見込みです。    

 

    （単位：百万円） 

連結 単体 

 訂正前 

（a） 

訂正後 

（b） 

影響額 

（b-a） 

訂正前 

（a） 

訂正後 

（b） 

影響額 

（b-a） 

平成 16 年 売上高 39,579 35,705 △3,874 37,811 33,601 △4,210 

3 月期 営業利益 817 △3,388 △4,205 1,241 △2,773 △4,014 

  経常利益 528 △3,758 △4,286 901 △3,287 △4,188 

  当期純利益 256 △11,908 △12,164 507 △10,869 △11,376 

  純資産 6,674 △5,029 △11,703 7,331 △4,045 △11,376 

  総資産 27,895 20,276 △7,619 22,666 17,674 △4,992 

平成 17 年 売上高 39,177 37,820 △1,357 33,959 33,643 △316 

3 月期 営業利益 1,028 192 △836 1,237 546 △691 

  経常利益 656 △207 △863 859 156 △703 

  当期純利益 △3,787 △698 3,089 △3,390 △1,928 1,462 

  純資産 7,247 △1,366 △8,613 8,306 △1,608 △9,914 

  総資産 25,253 17,990 △7,263 22,297 13,773 △8,524 

平成 18 年 売上高 39,995 39,226 △769 37,877 36,614 △1,263 

3 月期 営業利益 2,347 △15 △2,362 2,560 1,815 △745 

  経常利益 1,885 △528 △2,413 2,101 1,305 △796 

  当期純利益 1,314 △955 △2,269 1,629 457 △1,172 

  純資産 9,052 △1,796 △10,848 9,460 △1,071 △10,531 

  総資産 28,293 18,060 △10,233 28,422 17,890 △10,532 

平成 19 年 売上高 43,559 43,401 △158 35,953 35,769 △184 

3 月期 営業利益 △623 △766 △143 563 664 101 

  経常利益 △1,230 △1,470 △240 △97 0 97 
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  当期純利益 △14,945 △5,374 9,571 △15,123 △5,050 10,073 

  純資産 △918 △1,643 △725 △173 △632 △459 

  総資産 12,092 12,463 371 12,294 12,535 241 

平成 20 年 売上高 29,412 29,412 0 16 16 0 

3 月期 営業利益 121 △34 △155 △323 △323 0 

  経常利益 △248 △411 △163 △451 △451 0 

  当期純利益 △3,405 △3,464 △59 △3,635 △4,135 △500 

  純資産 786 298 △488 1,535 1,034 △501 

  総資産 11,293 10,805 △488 1,633 1,132 △501 

       

連結 単体 

  訂正前 

（a） 

訂正後 

（b） 

影響額 

（b-a） 

訂正前 

（a） 

訂正後 

（b） 

影響額 

（b-a） 

平成 17 年 売上高 19,089 18,810 △279 17,581 17,075 △506 

9 月期 営業利益 1,192 △867 △2,059 1,116 686 △430 

  経常利益 1,083 △994 △2,077 1,010 558 △452 

  当期純利益 578 △1,170 △1,748 607 △35 △642 

  純資産 7,697 △2,623 △10,320 8,785 △1,772 △10,557 

  総資産 24,138 14,439 △9,699 22,035 13,306 △8,729 

平成 18 年 売上高 22,198 22,038 △160 19,320 19,158 △162 

9 月期 営業利益 351 △279 △630 695 393 △302 

  経常利益 319 △313 △632 651 347 △304 

  当期純利益 △12,029 △3,766 8,263 △12,001 △3,465 8,536 

  純資産 1,586 △605 △2,191 2,386 390 △1,996 

  総資産 24,764 18,339 △6,425 26,133 19,639 △6,494 

平成 19 年 売上高 15,667 15,667 0 6 6 0 

9 月期 営業利益 △224 △196 28 △159 △159 0 

  経常利益 △442 △414 28 △297 △297 0 

  当期純利益 △3,437 △3,620 △183 △3,695 △4,261 △566 

  純資産 849 134 △715 1,467 901 △566 

  総資産 15,087 14,372 △715 1,510 944 △566 

 

（注） 1. 訂正前及び訂正後の各利益の△表示は、損失を示しています。 

2. 金額については、百万円未満を切り捨てて表示しています。 

3. 平成 15 年 3 月期以前の修正に関しては、平成 16 年 3 月期に前期損益修正損として、特別損失に計

上する予定です。上記の表においては、平成 16 年 3 月期の特別損失として、連結 5,402 百万円、単

体 5,373 百万円を、それぞれ計上しています。 

 

 このように、訂正後の当社の純資産は、いずれの事業年度においてもマイナスとなって

いることから、少なくとも上記の事業年度になされた配当は、全て違法配当となります。 

 なお、当社は平成 19（2007）年 4 月 1 日付で会社分割を行い持株会社制へと移行してい

ます。そのため、同 20（2008）年 3 月期の単体財務諸表の主要な数値は分割会社であるト

ラステックスホールディングスの数値のみを表し、それ以前の分割前の軽貨急配の主要な

数値から大きく乖離しています。 
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第第第第 5555    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行行行行われたわれたわれたわれた原因原因原因原因    

    

    当委員会による調査・検討の結果、不適切な会計処理が行われた原因と考えられる事項

は、以下のとおりです。 

 

1111    企業風土企業風土企業風土企業風土のののの問題点問題点問題点問題点    

    

 当社は、創業者である西原氏のリーダーシップの下で成長してきた企業であり、不

適切な会計処理が行われた当時の当社役員は、西原氏の指示を忠実に実行する部下を

中心に構成されていました。西原氏は、いわば絶対的な存在であり、人事権を掌握し

ていたことから、その考え方や方針に当社の役職員が反対意見を唱えることができる

環境にはなく、西原氏に対する監視・監督体制が適切に機能しうる環境が欠如してい

たといえます。 

 このように当社内において西原氏に対する監視・監督体制が機能していなかったこ

とが、西原氏の主導によって不適切な会計処理が行われる事態を回避できなかった最

大の原因であると考えられます。 

 

2222    手続的手続的手続的手続的なななな牽制牽制牽制牽制システムシステムシステムシステムのののの機能不全機能不全機能不全機能不全    

    

 当社では、不適切な会計処理がなされた当時、関係会社及び取引先に対する一定の

金額以上の融資や債務保証、一定の金額以上の借入金の承認等のほか重要な業務に関

する事項については、取締役会に付議すべき事項とされていたにもかかわらず、重要

な業務に関する事項について取締役会への付議や報告が行われず、西原氏以外の役員

等第三者の監視・監督を受けないことがまま見受けられました。このように重要な業

務執行事項について、稟議手続を経ず、西原氏の一存で決定されることが行われてい

たため、如何なる事情をどのように評価して最終判断に至ったのかという判断過程を

外部から把握することができず、当該判断の内容及び方法の妥当性を検証し得ないこ

とがありました。さらには、西原氏の指示内容について、当社の役職員は、それを所

与のものとして受け入れるだけで、そもそも指示内容の妥当性を検証することを行っ

ていないという事態が常態化していました。このことも、西原氏が主導する不適切な

会計処理の開始・継続を長年にわたって阻止することができなかった一因となったも

のと考えられます。 

 

3333    コンプライアンスコンプライアンスコンプライアンスコンプライアンス意識意識意識意識のののの欠如欠如欠如欠如    

    

 上記第 2 の 3 記載のとおり、当社における過去の不適切な会計処理は、西原氏の指
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示の下、証券取引所への上場等のための予算計画を達成するため、或いは赤字転落を

防ぐために、当社の売上水準及び利益水準を過大に見せようとして行われたものと考

えられます。当社の従業員の中には、西原氏の指示に基づく会計処理の妥当性につい

て疑念を抱く者もいましたが、その場合でも、社内において絶対的な存在であった西

原氏の指示に対して妥当性に疑念があるとして異議を唱える気概を持つ者はおらず、

かかる疑念を抱いたとしても、これを漫然と見過ごすという事態が常態化していまし

た。これらの事実をみれば、西原氏はもちろんのこと、その他の当社旧経営陣や従業

員においても、絶対に不正を許さないというコンプライアンス意識が欠落していたこ

とは否定できないと考えられます。 

 特に、今回発見された不適切な会計処理のうち、キャンセルキャンセルキャンセルキャンセルにににに伴伴伴伴うううう合意書偽造合意書偽造合意書偽造合意書偽造スススス

キームキームキームキーム及びローンローンローンローン延滞延滞延滞延滞にににに伴伴伴伴うううう合意書偽造合意書偽造合意書偽造合意書偽造スキームスキームスキームスキームにおいては、スキームに用いる偽造

合意書が法務部において作成されていました。これは、西原氏の指示に基づいて行わ

れていたとはいえ、本来、社内の法令遵守状況に問題があればこれを率先して糺すべ

き立場にあるはずの法務部自体がむしろ不正に関与していたものであり、コンプライ

アンス意識の欠落を示す最たる例であったと言わざるを得ません。 

 

4444    縦割縦割縦割縦割りのりのりのりの組織機能組織機能組織機能組織機能    

    

 当社では、従前、営業、法務、経理などの各部門を超えた人事異動がほとんどな

く、部門を跨いだ人材交流がありませんでした。また、各部門間の連携も十分図られ

ていなかったため、他部門の業務遂行状況についての理解が全般的に不十分で、当社

が行う各取引に関し、その全容を把握している者が社内にほとんど存在していません

でした。そのため、特定の部門のみで仕事をしてきた従業員の多くは、客観的に見れ

ば、当該取引自体又は当該取引に係る会計処理が不自然・不適切なものであっても、

自己の担当する当該取引の一場面のみしか見ていないため、当該会計処理について問

題認識を持ち得ず、結果的に不適切な会計処理が行われている事態に気付きませんで

した。例えば、キャンセルキャンセルキャンセルキャンセルにににに伴伴伴伴うううう合意書偽造合意書偽造合意書偽造合意書偽造スキームスキームスキームスキームにおいては、法務部門が合意書

を作成し、これに基づき経理部門が会計処理を行いますが、経理部門の従業員は、

オートローンを解約するオーナー・オペレーターの経済的な状況等を把握していな

かったため、経理部門の従業員の多くは、合意書において合意された返済計画の妥当

性などについて疑問を差し挟むことができず、合意書の記載内容に従い機械的に会計

処理を行うだけで、不適切な会計処理に気付くことができませんでした。    
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第第第第 6666    再発防止策再発防止策再発防止策再発防止策    

 

 当委員会は、上記第 5 記載の不適切な会計処理が行われた原因を踏まえ、再発防止策に

ついて検討いたしました。 

 当社は、その結果を踏まえ、以下のとおり、再発防止策を既に実施し、或いは現在実施

に向けた準備をしています。 

 

1111    経営陣経営陣経営陣経営陣のののの刷新刷新刷新刷新    

    

 当社においては、一連の不適切な会計処理を主導した西原氏に権限が集中し、西原

氏の判断に対する監視・監督が働かないという企業風土があったところ、西原氏は、

平成 19（2007）年 5 月に当社代表取締役社長を退任し、以後、当社の経営から完全に

排除されています。また、西原氏の指示に忠実に従い、今回の不適切な会計処理に直

接関わっていた役員も、CLSA ジャパンの経営参画後も取締役として在任していた谷中

氏、小西氏を含め、既に当社の役員を退任しており、現在当社経営に関与している者

はいません。さらに、当社は、取締役会の構成員である取締役について、平成 20 年 7

月 25 日をもって、代表取締役である齋藤正継を除く他の取締役全員を社外取締役と

しています。 

このように、当社においては、不適切な会計処理に関与していた旧経営陣を一掃す

るだけでなく、代表取締役を除く新経営陣を当社で業務執行を行ったことがなくより

客観的な立場からの監視・監督が期待できる社外取締役のみから構成することによ

り、健全な企業風土へと 180 度転換を図っています。 

 

2222    権限権限権限権限のののの分配分配分配分配 

    

 当社では、従来、代表取締役社長であった西原氏に決裁権限が集中していたことも

一因となり、西原氏が主導する不適切な会計処理の発生を防ぐことができませんでし

た。そこで、新体制の下においては、代表取締役社長に決裁権限が集中しないよう

に、平成 20 年 11 月 1 日付で取締役会規程を制定し直し、取締役会への付議すべき取

引の金額を大幅に引き下げるなどして代表取締役の決裁権限の範囲を狭めました。さ

らに、権限分配に係る規程が機能していなかった旧体制下における反省から、ガバナ

ンス体制を強化するべく、下記 3 ないし 5 のとおり、監査役の活動の活発化や監査部

署の新設等の措置を行っております。 

    

3333    監査役監査役監査役監査役のののの活動活動活動活動のののの活性化活性化活性化活性化 

    

 当社監査役は、創業者である西原氏が代表取締役社長を務めていた間、日々の業務
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執行状況について、その把握に努めてはいたものの、今回の不適切な会計処理につい

ては、これを発見することができませんでした。 

 当社においては、今般、不適切な会計処理の存在が明らかになったことから、監査

に対する取組みを強化するため、まず大前提として、会社法に未対応であった監査役

会規程を、平成 20 年 10 月 31 日付で会社法に対応したものに改定しています。その

上で、監査役による監査の実効性確保のため、監査役の活動内容を可視化し、その検

証を可能にするという観点から、今後、監査役の活動、監査役ないし監査役会と内部

統制室、及び内部監査室との情報交換などについて記録を作成するといった運用を行

うこととしています。 

 また、監査役が実効的な監査を行うためには、情報を広く集め、会社内部の状況を

把握している必要があるため、当社では、既に監査役が、下記 4 記載のとおり、内部

統制の整備の観点から会社の内部状況の検討作業に従事している内部統制室及び社内

監査に従事している内部監査室との間で、平成 20（2008）年 8 月末から毎週 1 回定期

的な会議を開催しています。今後は、さらに各監査役が、後述するガバナンス評議会

（仮称）に毎回出席し、同評議会の構成員と適時適切な意思疎通を図ることで、会社

内部の状況把握を容易にし、監査の実効性を高めていくとともに、それ以外にも、監

査役が、必要なときには何時でも、内部統制室及び内部監査室に対し、情報の提供や

社内調査を依頼できる体制を整えることなどにより、内部統制を担当する内部統制室

や社内監査を担当する内部監査室との連携を図り、情報収集等における機動性を確保

し、監査役による監査の実効性を確保していく予定です。 

 

4444    内部統制室及内部統制室及内部統制室及内部統制室及びびびび内部監査室内部監査室内部監査室内部監査室のののの設置設置設置設置 

    

 当社では、CLSA ジャパンの経営参画後の平成 19 年 8 月に、内部統制整備を行うた

めの部署として、専従スタッフ 2 名と内部統制に精通した外部コンサルタント 1 名に

より構成される内部統制室を設置いたしました。同統制室が現在進めている内部統制

に関する各種規程の整備は、平成 20 年 12 月を目処に終了させる予定です。今後は、

更なる内部統制体制の強化を目指し、リスク評価の経験を積んだ同室のスタッフが、

継続的に当社の業務執行に伴い生じ得る不正リスクの識別・分類及び評価を行い、下

記 11 のような、不正予防対策の導入・改善作業を行う不正リスク評価プロジェク

ト・チームのメンバーを兼ねる予定です。 

 また、当社は、本年 7 月に、監査を実施するための部署として、専従スタッフ 2 名

により構成される内部監査室を設置いたしました。専従スタッフのうち 1 名は、内部

監査の経験者として外部から招聘した者です。同監査室では、今後どのような形で内

部監査を実施していくのかを示す内部監査計画や、内部監査を行う際の権限規程など

について規定する内部監査規程を現在作成中であり、これを平成 20 年 12 月までに完

成させた後、平成 21 年 1 月を目処に各業務部門に対する内部監査を開始し、順次監
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査を拡充していく予定です。 

 

5555    ガバナンスガバナンスガバナンスガバナンス評議会評議会評議会評議会のののの設置設置設置設置    

 

当社では、個々の取締役や監査役による監視機能を強化するため、取締役及び監査

役、並びに内部監査室及び内部統制室のメンバーにより構成されるガバナンス評議会

（仮称）を新設し、同評議会の会合を平成 20 年 12 月から毎月 1 回開催する予定で

す。同評議会では、構成員間において、当社内部の懸案事項に係る事実認識や対応策

の進捗状況等を適時適切に共有することで監視ないし監査の効率を高めるとともに、

社内の監査部門間の連携を強化し、代表取締役に対する独立性を高めていくこととし

ています。 

 

6666    コンプライアンスコンプライアンスコンプライアンスコンプライアンス意識意識意識意識のののの向上向上向上向上    

    

 今回発覚した不適切な会計処理においては、これを主導した西原氏及び西原氏の指

示に忠実に従った旧経営陣以外にも、会計処理に疑念を抱きつつ漫然と見過ごした従

業員や、その実態に十分に気づかないまま問題意識を持つことなくこれに関与する形

となってしまった従業員もいました。上記のように、監視体制を整備・強化したとし

ても、当社の役職員がコンプライアンス上の問題点を認識せず、或いは認識したとし

てもこれを漫然と見過ごすのであれば、本件のような不適切な会計処理の再発を防止

することはできません。そこで、当社では、役職員が一丸となってコンプライアンス

を徹底できるように、以下のようなコンプライアンス研修を継続的に行い、これによ

り、コンプライアンスに係る知識の習得及び意識の啓蒙を達成することとしていま

す。 

 当社では、役員に対し、平成 19 年 8 月以降 3 回にわたり、外部の専門家を招いて

内部統制の重要性に関して教育を行ってきました。また、当社では、従来から、従業

員に対して、インサイダー取引に関する年 2 回の研修を継続的に行っており、平成 20

（2008）年 9 月から 10 月にかけて、5 回にわたり、内部統制に関する臨時の研修を

行ってきました。 

 今後は、かかる教育を継続して実施するとともに、定期的に外部講師を招き、会計

問題に係るセミナーや、当社のビジネスに係わるいわゆる労働者派遣法や貨物自動車

運送事業法等による業法規制に関するセミナーを実施するなど、役職員に対する教育

内容を拡充し、また教育の機会を増やすため外部で行われるコンプライアンスに関す

るセミナー等にも積極的に参加させる予定です。 

 また、当社では、従前より、コンプライアンスに関係する規程類として、社内倫理

規程を作成し、施行していましたが、その理念を役職員に浸透させる必要がありま

す。そこで、現在、社内倫理規程の理念をより具体的に標語のような形に落とし込



 - 28 - 

み、役職員にとって具体的な行動指針となり得る行動規範の作成作業を開始していま

す。 

 さらに、不正に対して厳しく対処する姿勢を明確にするため、懲戒に関する規程の

見直しを行い、平成 20 年 9 月 30 日付で懲罰委員会規程及び懲戒懲罰運用指針を制定

しました。これらを含め、今後作成ないし改定する規程類については、作成又は改定

の都度、各従業員から、規程・規則を遵守する旨の意向表明書を取得し、コンプライ

アンスの重要性について各従業員の自覚を促していく予定です。 

 

7777    業務業務業務業務フローフローフローフローのののの明確化明確化明確化明確化 

 

 当社では、個々の業務部門における業務過程についても、これを透明化し、取締役

会、監査役、内部統制室及び内部監査室という監督部門が、各業務部門における具体

的な業務の流れのモニタリングを適切かつ効果的に行うことができる体制とするべ

く、平成 20 年 12 月を目処に、各業務部門に関して、帳票類の保存や業務方針の決定

方法等に関する業務フローを作成する予定です。なお、当該業務フローに関しては、

適切な内容のものが作成され、その改訂も適時適切に行われるよう、弁護士や公認会

計士等の専門家の助言を継続的に得ることとしています。 

 

8888    社内公募制度社内公募制度社内公募制度社内公募制度のののの実施実施実施実施 

    

 当社においては、従前、各業務部門間の人事交流が行われず、各業務部門間の連携

が不十分であったことが、本件不適切な会計処理が行われ、その発覚が遅れたことの

原因の一つとなっていました。 

 そこで、今般の不適切な会計処理の発覚後の平成 20 年 9 月 11 日付で社内公募制度

規程を制定し、各業務部門において他部門からの異動を希望する社員を公募するとい

う社内公募制度の運用を開始し、社員が希望する部門への異動を可能とすることに

よって、各業務部門間の人事交流を活発に行うとともに、サーバーを共有し、他部署

が業務に使用しているファイル等をサーバー上で確認し、又は共有ファイル上で作業

を進めることなどができるようにするグループウェアを導入することなどによって、

各業務部門間における情報交流及び意思疎通を円滑化させ、不正を容易に隠蔽できな

い体制を構築しています。社内公募制度は、スタートしたばかりのため、まだ実績と

して現れてきていませんが、現在、経理部、内部監査室、営業管理部及び CS

（Customer Satisfaction）・教育研修室の 4 部署が従業員の募集を行っています。

社内公募制度は、従来の業務部門における専門的な知識に加えて視野の広さを兼ね備

えた人材の育成に役立ち、不適切な会計処理の再発防止に繋がるものであると考えて

いますので、上記のような各業務部門間の連携強化の取組みに加え、今後も社内公募

制度に基づく人材の交流を積極的に実施する予定です。 
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9999    内部通報制度内部通報制度内部通報制度内部通報制度（（（（ヘルプラインヘルプラインヘルプラインヘルプライン））））のののの創設創設創設創設 

    

 外部のさまざまな調査機関で実施されているアンケート調査では、不正の発見には

内部通報制度が非常に有効であるという結果が出ています。そこで、当社では、今回

のような不適切な会計処理の再発防止をより確実なものとするため、内部通報制度

（ヘルプライン）を設け、全従業員の目により不正を監視する組織作りを行うことと

しています。 

 社内で絶対的な存在であった西原氏の指示に誰も反問できなかったことが本件不適

切な会計処理が行われた一因であることに鑑みて、内部通報制度においては、通報先

として弁護士事務所等の外部の機関を利用することとし、さらに内部通報に対する従

業員の心理的な障壁を取り除くため、匿名で内部通報を行うことを可能とする予定で

す。同制度の運用の開始は平成 21 年 1 月を予定しています。制度の運用開始にあ

たって、社内通達により同制度の存在を従業員に周知徹底するとともにグループウェ

アにより制度の運用状況について情報共有を行っていく予定です。制度の施行後も、

制度運用状況をモニタリングし、継続的に改善を図ることで、実効的な制度の運営を

行うこととしています。 

 

10101010    外部通報体制外部通報体制外部通報体制外部通報体制のののの周知周知周知周知 

 

 不適切な会計処理に係る取引の相手方等の関与者からの報告・相談は、万一不適切

な会計処理が行われた場合に、当社がその事実を把握する端緒となり得、早期の是正

を可能とするものであると考えられます。当社においては、従来から、経営相談室を

設けて、オーナー・オペレーターが取引に係る疑問点や当社に対する要望・不満など

について報告・相談することができる制度を採用してきましたが、当該制度をオー

ナー・オペレーターに周知する方法としては、当社がオーナー・オペレーターとの間

で業務委託契約を締結する際に交付する「契約概要確認書」に当該制度の存在を記載

するのみでした。今後は、これに加えて、オーナー・オペレーターとの契約時に当該

制度の存在や制度内容を説明するとともに、「契約概要確認書」における表記方法を

目立たせるなど、今まで以上に周知を徹底する予定です。 

 

11111111    不正不正不正不正リスクリスクリスクリスクのののの識別識別識別識別・・・・分類及分類及分類及分類及びびびび評価制度評価制度評価制度評価制度のののの導入導入導入導入    

    

 不適切な会計処理を含む全ての不正を未然に予防するとともに、かかる不正の発生

による損害を最小限に止めるためには、内部統制の一環として行われる経営上のリス

ク評価に加え、業務執行に伴い生じ得る不正リスクを別途徹底的に洗い出し、識別・

分類することが効果的です。 
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 そこで、当社は、現経営体制の下で全社的レベルと個別の業務プロセスレベルにお

いて発生することが想定される不正の態様と、かかる不正により発生し得る損害の程

度を検証し、不正リスクを洗い出すことを継続的に行い、必要に応じて不正の予防の

ために必要と考えられる施策の整備・強化を行い続けることを検討しています。もっ

とも、かかる作業に要する財務コストや人的コストが過大なものとなっては、継続的

な運用が困難となり、かえって不正予防効果が阻害されることから、現在、当社の規

模に応じた適正な制度を検討しているところです。 

 現在検討している作業の具体的なイメージは、以下のとおりです。 

 まず、社内に、不正リスクの識別・分類と評価を行うことを目的とし、内部統制室

及び内部監査室と監査役を構成員とする不正リスク評価プロジェクト・チームを組成

します。そして、不正リスク評価プロジェクト・チームは、識別・分類した不正リス

クをその重要性の程度に応じ、それを回避するのか、低減するのか、受容するのか、

又はそれらを組み合わせて対応するのかについて分類・検討し、取締役会に報告する

こととします。また、不正リスク評価プロジェクト・チームは、上記で分類した不正

リスクのうち、その対応策として、具体的にどのような統制活動を通じてリスクの低

減を図っていくのかを検討し、不正リスク対応マップを作成して、会社として取り組

むべき不正リスク対応策の優先順位付けを行いその結果を社内に開示します。統制活

動の方針については、全社にわたって標準的・統一的に定められることが適切なもの

は全社的職務規定として整備し、組織内の各部門又は活動単位ごとに定めることが適

切なものについては、個々の業務手続規定として整備します。当社は、このようにし

て策定される対応策に基づき、組織内の適切な職務分掌を構築し、各担当者の権限及

び職責を明確にし、内部統制を可視化させ、各人が自らの権限及び職責の範囲内で適

切に業務を遂行していく組織体制を目指すこととしています。 

 これらの作業の実施時期については、上述したとおり、制度内容自体を検討中であ

るため未確定ですが、平成 21年 4月を目処として作業に着手する予定です。 

 

第第第第 7777        おわりにおわりにおわりにおわりに    

    

 当委員会は、当社において二度とこのような事態が発生しないよう、コンプライアンス

に対する全役職員の意識改革を最重要課題として健全な経営を行い、適正な会計処理が行

えるよう万全を期し、株主及び投資家並びに各取引先の方々はもちろん、社会の信頼回復

に全力で努めていかなければならないと考えています。また、当委員会は、当社が健全か

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ことが重要であると考えています。 

以 上 


