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執行役員 岡野進 

（TEL. 06-6373-4348） 

 

不適切な会計処理に関する調査結果について 

 

2009 年 4 月 10 日付「不適切な会計処理の判明について」で公表しましたとおり、当社の

事業部門であるサービス部門で平成 11年度から平成 20年度第 3四半期に至るまで不適切な

会計処理が行われていたことが判明したことから、外部専門家を含む調査委員会を設置し、

事実関係の確認、影響額の確定、責任の所在の明確化及び再発防止策の検討に鋭意取り組

んでまいりました。本日、当社取締役会において調査委員会の調査結果が報告されるとと

もに、同調査報告を受け当社としての対応を決定いたしましたので、下記のとおりお知ら

せいたします。 

株主、投資家、取引先及びその他関係者の皆様にはご迷惑をおかけしますことを、深く

お詫び申し上げます。 

 

記 

 

第 1. 本調査の経緯 

 

平成 21 年 3 月中旬、当社サービス本部（以下「サービス本部」といいます。）において

長年にわたり決算の不正処理が行われている旨の匿名の手紙が、サービス担当役員宛に届

いたことを契機として、直ちに社内調査を開始したところ、サービス本部にて、不適切な

会計処理がなされていたことが判明いたしました。 

これを受けて、当社は、同年 4 月 10 日、①不適切な会計処理に係る事実関係の確認、②

不適切な会計処理に係る金額の把握、③責任の所在の解明、④不適切な会計処理が長年に

わたり発覚しなかった理由の特定、⑤再発防止策の提案等を目的として、外部の専門家弁

護士を委員長とし、公認会計士及び当社代表取締役社長兼 COO から構成される以下の調査

委員会を発足させました。調査委員会は同日以降、関係者からの事情聴取、帳簿・証憑の

検証作業等の調査（以下「本調査」といいます。）を行い、本日当社取締役会において、そ

の 終報告を行いました。 
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    ＜調査委員会構成員＞ 

     委員長：鈴木 克昌（弁護士、森・濱田松本法律事務所パートナー） 

     委 員：丸山 琢永（公認会計士、あらた監査法人パートナー） 

     委 員：岡野 幸義（当社代表取締役社長兼 COO） 

 

第 2. 本調査により判明した事実 

 

1. サービス本部の組織について 

 当社サービス本部は、当初当社が製造販売する空調機等の据付、保守、メンテナンスの

品質向上を第一義とする支援部門でしたが、平成 7 年度より売上及び利益予算（目標値）

を持つ事業部門に改組されました。サービス本部の中には、サービス本部企画部（以下「企

画部」といいます。）のほか、これと並列する組織として、各地域を統括する、東日本サー

ビス部、西日本サービス部、中部サービス部及び九州サービス部（平成 14 年度に新設）（以

下「地域サービス部」と総称します。）が設置され、現在、各地域サービス部の下には合計

54 のサービスステーション（以下「SS」と総称します。）が設けられています。 

サービス本部では、同部を担当する担当役員の下、本部長・企画部長が中心となり、企

画部において、サービス本部全体の経営管理、当社取締役会が決定するサービス本部の予

算の詳細決定及び実績管理、並びにサービス本部に係る決算の作成を行い、地域サービス

部各部を管理しています。地域サービス部各部では、部長、企画担当課長、及びグループ

リーダーが中心となり、傘下の SS の予算管理等を行っています。 

 

2. サービス本部における予算達成の圧力について 

平成 10 年 6 月に新たにサービス本部の本部長（平成 16 年 7 月にサービス本部を担当す

るサービス担当役員に就任。以下「本担当者 A」といいます。）が任命されましたが、本担

当者 A は、サービス営業の経験が長く、売上及び利益予算に対する執着が非常に強かった

ため、予算が達成できなければ会議の席上又はプライベートにおいて、責任者を厳しく叱

責するなどの行為が繰り返されておりました。このように、サービス本部においては、予

算必達という方針が 優先されるとともに、本担当者 A による熾烈なプレッシャーに対し

て、異論をはさめる者がおりませんでした。また、平成 11 年度からは、地域サービス部ご

とに売上及び利益の予算管理が実施されることとなり、地域サービス部各部の責任者の予

算責任が明確化され、企画部の責任者、地域サービス部各部の部長及び企画担当課長、各

SS 所長に対し、予算達成に向けた過度のプレッシャーが課せられておりました。 

 

3. 地域サービス部における不適切な会計処理の開始と拡大について 

 このように、地域サービス各部の責任者及び各 SS 所長に対して、予算達成に向けたプレ

ッシャーが強く課せられていたところ、平成 11 年度末、予算達成が特に困難な状況にあっ
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た西日本サービス部において、本来平成 12 年度に全部又は一部の工程を実施する予定の工

事について、平成 11 年度末までに工事全部が終了したものとして、売上の前倒し計上（詳

細な手法については下記 4.を参照のこと。）が行われました。なお、この時点においては、

西日本サービス部長及び企画担当課長等から SS に対する明確な売上の前倒し計上の指示は

確認されておりません。 

 また、翌事業年度（平成 12 年度）において、年度末が近づくにつれ、同事業年度におけ

るサービス本部の業績が同本部の予算に比して大幅な未達となる見込みであることが、本

部長及び企画部長、地域サービス部各部の部長・企画担当課長の間で共有されることとな

りました。かかる状況の下、予算必達に強い執念を有する本担当者 A 及び企画部の企画部

長（以下「本担当者 B」といいます。）は、平成 13 年 3 月下旬に、当時比較的業績が好調で

あった東日本サービス部の部長（以下「本担当者 C」といいます。）に対し、業績が不調で

あった西日本サービス部の予算未達分の一部を補うため、平成 13 年 3 月末までに営業利益

を改善するよう要請しました。東日本サービス部では、部品発注の延期、作業工程の向上

等の施策により当該要請を満たそうとしたものの、要請された営業利益を達成することは

できず、企画担当課長及びグループリーダーが、他の地域サービス部の企画担当課長等と

も相談の上、平成 13 年 3 月末時点で受注済み・仕掛未了の工事案件について、工事仕掛を

前倒し計上すること（詳細な手法については下記 4.を参照のこと。）で、営業利益を増加す

ることを発案し、本担当者 C もそれを容認しました。この結果、平成 12 年度において、東

日本サービス部において、本来平成 13 年度において計上されるべき工事仕掛が前倒しして

計上される結果となりました。東日本サービス部においては、平成 13 年度以降平成 20 年

度第 3 四半期に至るまで、同様の手法で工事仕掛の前倒し計上が行われました。また、東

日本サービス部においても、予算達成に向けたプレッシャーが厳しくなるにつれ、平成 13

年度以降は売上の前倒し計上も行われるようになりました。 

 さらに、平成 14 年 3 月には、西日本サービス部において、従来以上に平成 13 年度の予

算未達額が大きくなることが確実視されたことから、同部の部長（以下「本担当者 D」とい

います。）がフィールドサービス担当課長および各 SS 所長に指示をすることにより、売上

の前倒し計上が行われるようになり、平成 20 年度第 3 四半期に至るまで、同様の手法で売

上の前倒し計上が行われました。また、同年には、本担当者 D、企画担当課長及びグループ

リーダーが相談し、上記東日本サービス部と同様の工事仕掛を前倒しして計上する方法に

よる不適切な処理が開始されました。即ち、西日本サービス部では、売上を前倒しして計

上する方法による不適切な会計処理は平成 11 年度から、工事仕掛を前倒しして計上する方

法による不適切な会計処理は平成 13 年度からそれぞれ開始され、いずれも平成 20 年度第 3

四半期まで継続して行われました。 

 他方、中部サービス部においても、平成 13 年度において、予算達成に向けたプレッシャ

ーを課せられた同部部長等の指示により、上記と同様の方法で本来平成 14 年度において計

上されるべき売上を平成 13 年度に前倒しして計上する方法による不適切な会計処理が行わ
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れました。また、遅くとも平成 14 年度からは工事仕掛を前倒しして計上する方法による不

適切な会計処理も開始され、いずれも平成 20 年度第 3 四半期まで継続して行われました。 

 なお、九州サービス部においても、証憑・帳簿等を検証した結果、平成 16 年度及び平成

18 年度において、工事仕掛を前倒しして計上する方法により不適切な会計処理がなされた

可能性が高いと判断される取引が確認されております。 

企画部の企画部長であった本担当者 B（平成 16 年 7 月に本部長に就任。）は、地域サービ

ス部各部においてこれらの不適切な会計処理がなされている可能性を認識していましたが、

地域サービス部各部の担当者を追及することなく、かかる会計処理の訂正を命ずるなどの

適切な措置を行いませんでした。 

 

4. 地域サービス部における不適切な会計処理の手法について 

 上記のとおり、地域サービス部各部では、売上又は工事仕掛の前倒し計上を行っていま

した。 

売上の前倒しについては、翌事業年度に全部又は一部の工程を実施する予定の工事につい

て、当事業年度において工事全部が終了したものとして会計処理を行うものであり、主に

地域サービス部の指示に従い各 SS においてかかる処理が行われておりました。 

また、工事仕掛の前倒しについては、翌事業年度に全部又は一部の工程を実施する予定

の工事を、当事業年度末の工事仕掛（棚卸資産）として前倒しして計上し、当事業年度に

おける売上原価を圧縮するものであり、かかる処理は、地域サービス部の部長・企画担当

課長・グループリーダーに限り行うことが可能でした。 

これらの不適切な会計処理は、サービス本部が行う 4 つの事業（修理サービス、保守契

約、オーバーホール、部品販売）のうち、オーバーホールにおいて行われておりました。

オーバーホールとは、顧客との契約に基づく機器の総合点検、熱交換器洗浄作業、消耗部

品の交換、分解点検調整、機器入替工事等の作業ですが、一般に工期が長いこと（1 週間か

ら 1 ヶ月程度）、物件単価が高いこと（約 50 万円以上）、サービス業であるため部品販売等

の対象物が存在する取引に比して売上計上時期の確認が困難であること、工程が単純で会

計処理・案件管理が容易であることから、翌事業年度の売上又は売上総利益の先取りのた

めの手段に利用されやすかったものと思われます。 

なお、予算到達度の評価は、平成 19 年度までは半期ごと、平成 20 年度からは四半期ご

とに行われていたため、平成 19 年度までの各上期及び平成 20 年度各四半期においても上

記の不適切な会計処理が行われておりました（下記「5. サービス本部企画部における不適

切な会計処理について」記載の会計処理についても同様です。）。 

 

5. サービス本部企画部における不適切な会計処理について 

上記 3.のとおり、平成 11 年度以降、地域サービス部各部において売上及び工事仕掛の前

倒し計上による不適切な会計処理が行われていましたが、平成 16 年 3 月分のサービス本部
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の売上及び工事仕掛が異常に多いことを不審に思った企画部の企画部長が地域サービス部

各部について調査を行った結果、平成 15 年度において、売上約 13 億円及び工事仕掛約 8

億円が不正に前倒し計上されている事実が発覚しました（なお、当該各計上金額は、当時

の報告内容に基づき記載しております。）。 

同企画部長はかかる調査の結果を本担当者 B に報告し、本担当者 B は本担当者 A にその

後の対応について相談しました。本担当者 B 及び上記企画部長は、平成 16 年 10 月頃、地

域サービス部各部の部長に対し、今後は地域サービス部レベルでは不適切な会計処理を行

わないよう指示する一方、平成 16 年度以降、本来の予算に不適切な会計処理により既に先

取りされた利益を加えた額以上の利益を達成し、結果として不適切な会計処理なくして予

算を達成していく方針である旨を告げましたが、かかる方針の実現には複数年を要するも

のと認識していたため、利益が十分に積みあがるまでは企画部において工事仕掛の前倒し

計上を行うことを当初より計画していました。 

かかる方針に従い、平成 16 年度以降平成 20 年度第 3 四半期に至るまで、サービス本部

の各事業年度の着地見通しが見えた段階で、本部長（本担当者 B）及び企画部長が、サービ

ス本部全体の予算に近づけるために調整が必要な額を検討し、サービス本部全体で把握し

ている受注済・工事仕掛未了の案件について、当該金額分の工事仕掛を前倒しして計上し

ました。サービス担当役員（本担当者 A）は、予算達成を 優先事項とし、かかる不適切な

会計処理を認識の上、認容していました。 

なお、平成 16 年 10 月に本担当者 B 及び企画部長から、地域サービス部各部の部長に対

し上記の指示が出された後も、地域サービス部各部の担当者は、従来と同水準の予算達成

のプレッシャーがかけられたことから、引き続き上記 4.に記載の方法で、売上又は工事仕

掛の前倒し計上を行っていました。 

 

6. 子会社における不適切な会計処理について 

 本調査の結果、当社の子会社のうち、ダイキンファシリティーズ株式会社（以下「DFC」

といいます。）及びダイキンエアテクノ株式会社（以下「DAT」といいます。）においても、

上記 4.に記載の方法と同様の方法により不適切な会計処理が行われていた事実が発覚いた

しました。 

DFC は、関東エリアを中心に、当社製品に関するサービスやメンテナンスを主たる事業

とする当社の完全子会社です。DFC もサービス本部の管轄下にあり厳しい予算達成のプレ

ッシャーにさらされていたところ、上記 4.記載の地域サービス部における不適切な会計処

理に関与していた担当者がその取締役に就任し、平成 14 年度から平成 18 年度までの間、

DFC の役員の指示の下、売上及び工事仕掛を前倒しして計上する方法により、不適切な会

計処理が行われておりました。 

DAT は、空調機器の販売及び工事施工を主たる事業とする当社の完全子会社であり、当

社空調営業本部において管理しております。DAT は、平成 20 年 4 月に、従来地域ごとに存
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在していた 7 社が合併して成立した会社ですが、その前身であるダイキンエアテクノ関東

株式会社（以下「エアテクノ関東」といいます。）、及びダイキンエアテクノ東京株式会社

（以下「エアテクノ東京」といいます。）において、不適切な会計処理が行われていたこと

が確認されております。 

具体的には、エアテクノ関東において平成 17 年度から平成 19 年度までの間、エアテク

ノ東京において平成 16 年度から平成 19 年度までの間、本来翌事業年度に全部又は一部の

工程を実施する予定の工事について、当事業年度に工事全部が終了したものとして、売上

を前倒しして計上しておりました。エアテクノ関東及びエアテクノ東京については、グル

ープ組織上サービス本部の管理下にはないものの、サービス本部と同様の事業を営んでお

り、売上を前倒しして計上する方法による不適切な会計処理が容易に発案され、広く行わ

れるに至ったものです。 

 

第 3. 不適切な会計処理の金額と過年度決算の訂正について 

  

1. 不適切な会計処理の金額 

上記第 2.記載の不適切な会計処理の金額は、以下のとおりです。なお、下記影響額は、

当社サービス本部、DFC 及び DAT において行われた各年度末における売上及び工事仕掛の

前倒し計上額の合計金額を記載しております。売上の前倒し計上の結果、翌事業年度以降

の売上高は同額だけ少なく計上されており、また前倒し計上された工事仕掛品は翌期以降

の売上原価として計上されております。各事業年度の前倒し計上額の合計額が影響額とし

て累積することはないため、平成 20 年度期首時点で前倒し計上となっている金額を累計額

として記載しております。 

 

当社サービス本部、DFC 及び DAT における本件処理に係る金額 

（単位：百万円、単位未満切捨て） 

 売上の前倒し計上 仕掛調整 合計額 

平成 11 年度 47 － 47 

平成 12 年度 62 不明 不明 

平成 13 年度 139 不明 不明 

平成 14 年度 429 273 702 

平成 15 年度 1,069 684 1,754 

平成 16 年度 387 2,094 2,481 

平成 17 年度 439 2,822 3,262 

平成 18 年度 904 2,608 3,512 

平成 19 年度 720 3,295 4,015 
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平成 20 年度（第 3 四

半期累計額） 

64 1,619 1,683 

累計額 720 3,295 4,015 

 

（注 1）受注データおよび証憑書類から裏付けが確認できた範囲内では、売上の前倒し計上は平成 11 年度

から行われております。 

（注 2）仕掛計上額の分析および関連資料の調査の結果、仕掛調整は平成 12 年度から行われていると認定

されておりますが、平成 12 年度および 13 年度については現時点において仕掛明細データがなく具

体的な金額を算定できないため、不明と記載しております。 

（注 3）平成 19 年度までは各上半期、平成 20 年度は第 1、第 2 及び第 3 四半期においても、本来翌下半期

又は翌四半期に計上すべき売上又は工事仕掛を前倒しする会計処理が行われておりますが、上記の

表に記載の額は当該上半期又は各四半期において前倒しして計上された額は含まれておらず、各事

業年度末において行われた不適切な会計処理の額を記載しております。 

（注 4）DFC においては工事仕掛を翌事業年度に繰り延べる会計処理もなされておりましたが、上記の表

の「仕掛調整」において当該処理に関する額を控除した額を記載しております。 

（注 5）九州サービス本部においても不適切な会計処理がなされていた可能性が高いと判断される取引の

存在が認識されておりますが、上記の表の「仕掛調整」において当該金額を加算した額を記載し

ております。 

 

2. 決算の訂正方法 

 

（1）売上の前倒し計上について 

前倒しが行われていた取引を抽出・精査し、計上されている売上高、売上原価及び売

掛金を取り消す処理を行い、客観的な資料に基づき当該作業が完了されたと判断される

会計期間に売上、売上原価、及び売掛金を再計上する修正を行います。これに伴い、各

事業年度末時点で仕掛中となっており、部分的に実作業が発生していると認められる取

引（工事）については、対応する原価相当額を仕掛品に計上する修正を行います。 

 

（2）工事仕掛の前倒し計上について 

前倒しが行われていた取引を抽出・精査し、各事業年度末時点で実作業が発生してい

ないと判断される仕掛工事については計上の取消を行います。これに伴い各事業年度に

おける原価差額の配賦計算を再計算し、各事業年度末の仕掛品残高・売上原価・販売費

及び一般管理費を修正します。 

 

(3) 訂正の対象となる財務諸表等 

以下の各公表資料に含まれる財務諸表等について、上記(1)及び(2)に記載の各訂正を行
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います。なお、当該財務諸表等の具体的な訂正内容については現在作成中であり、可及

的速やかに確定し、公表いたします。 

 

・平成 15 年度乃至平成 19 年度（通期）に係る決算短信 

・平成 17 年度乃至平成 19 年度に係る中間決算短信 

・平成 20 年度第 1 四半期・第 2 四半期・第 3 四半期に係る四半期決算短信 

 

なお、金融商品取引法に基づく有価証券報告書等に記載される財務諸表等についても、

同様の訂正を行い、有価証券報告書等の訂正報告書を平成 20 年度に係る有価証券報告書

の提出前の可及的速やかな時点において提出する予定です。 

 

第 4. 本件処理が長年にわたって発覚しなかった理由 

 

本調査によれば、本件は、主として以下の理由により、長年にわたり発覚しませんでし

た。 

① サービス本部において決算・財務報告のモニタリングを行うべき主要な担当者（本

担当者 A、B、C、D 等）が不適切な会計処理に主体的に関与していたこと。 

② 証憑の記載と異なる数値又は日付の会計システムへの入力が可能であったこと。 

③ オーバーホールは売上又は工事仕掛の計上時期の確認に現場確認を要するため、部

品販売等対象物が存在する取引に比して当該計上時期の確認が困難であること。 

④ 顧客都合等により工事完了証明書が得られないことがあり、内部監査又は外部監査

人による監査の過程で発見された証憑の不整合についても、容易に真偽の特定がで

きなかったこと。 

⑤ 平成 12 年度以降平成 14 年度に至るまで、ほぼ同じ水準で売上又は工事仕掛が計上

されていたため、異常値に気づきにくい状況にあったこと。 

⑥ 平成 10 年 6 月に本担当者 A がサービス本部の本部長に就任して以降、予算必達と

いう方針が 優先事項とされ、熾烈なプレッシャーに対して、異論をはさめる者が

いなかったこと。 

⑦ サービス本部においては、顧客要請により工事未完了の案件について請求書を年度

内に発行する事例もあり、適切な会計処理・開示に対する規範意識が低下していた

こと。 

⑧ DAT の前身である各子会社においては、適切な証憑の検証を行うことなく売上又は

工事仕掛の計上を行うことが可能であるなど、平成 19 年度以前は決算・財務報告作

成プロセスに不備があり、当社もかかる不備を認識していなかったこと。 

⑨ DAT の前身である両子会社（エアテクノ関東及びエアテクノ東京）においては、そ

の取締役の一部が不適切な会計処理を主導していたこと。 
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第 5. 本件処理への組織的な関与の有無について 

 

本調査によれば、上記第 2.に記載のとおり、サービス本部の当時の担当役員以下複数の

担当者による関与があったものと認められますが、その他の当社の取締役による全社的な

関与は認められませんでした。 

但し、DAT における不正処理については、当社サービス本部における予算達成へのプレ

ッシャーが原因ではなく、エアテクノ東京又はエアテクノ関東における取締役が関与して

行われたものですが、当社の取締役による全社的な関与は認められておりません。 

 

第 6. 本件処理の関連当事者以外の第三者における被害・損害の発生の有無等について 

 

本調査によれば、本件処理に関連して、当社関係者が第三者に対し損害又は損失を被ら

せた事実は、認識しておりません。 

 

第 7. 再発防止策 

 

調査委員会は、上記第 2.に記載された本件処理がなされた原因及び上記第 3.に記載され

た本件処理が長年にわたり発覚しなかった理由を踏まえ、今後類似の不適切な会計処理が

二度と発生しないよう、以下の再発防止策を提案し、当社はかかる再発防止策を実行する

ことを決定いたしました。 

 

（1）サービス本部内の再発防止策 

① サービス本部内における日々の業務を通じてのダブルチェックの導入 

・ サービス本部内の売上・利益管理に関わっていない部門に、専任部隊を配置

し、異常なデータ入力がないか等のチェックを日常業務として行うことで、

部門内での独立的なモニタリングを実施します。 

・ 決算期をまたがる工事仕掛等の計上は、社内で定める基準に沿って適切に実

施します。同時に、適切な計上管理については、本部内に新たに配置するコ

ンプライアンス担当部長が、モニタリング体制の企画、モニタリング手法の

開発・導入、上記専任部隊の指導などを実施し、上記専任部隊と連携し、各

SS・各地域サービス部・企画部が適切な計上を行っているかの決裁状況につ

いて定期・不定期でのチェックを実施することで、牽制機能の強化を図るも

のとします。 

 

② 決算データの検証手続の強化 

・ サービス本部における決算管理体制を見直し、決算における売上、工事仕掛
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に異常データが含まれていないことの確認や、過去の決算との比較分析など、

決算データの検証手続を四半期ベースで強化します。 

      

  ③ 予算策定及び管理プロセスの見直し 

・ 予算の策定及び管理プロセスにおける増益圧力が今回の不適切な会計処理

の一因となったことから、サービス本部における予算策定及び管理プロセス

の見直しを実施します。 

・ 予算策定においては、サービス本部内の各地域サービス部門の実力を基礎と

する利益計画に基づく、各地域サービス部門とサービス本部企画部との調

整・すりあわせ作業を繰り返し実現可能な予算数値を設定します。予算管理

においては目標数値の達成状況のみでなく、未達時の原因分析と対応策を検

討する等のプロセスに改善します。 

 

  ④ IT システム統制の高度化 

・ IT システムを事業年度末に不正操作できる環境であった反省を踏まえ、シ

ステムを刷新し、IT 統制レベルを強化します。 

・ 具体的には、受注登録後の入力内容の変更及び「見積原価」入力のみでの売

上計上について制限し、企画部門（コンプライアンス担当部長）によるモニ

タリングを円滑に実行するため、第三者チェックを目的とした仕掛高明細の

帳票出力機能の追加、異常値がある場合のデータ抽出とチェック等も含む総

合的なシステム改修を実施します。 

・ システムの運用・管理状況や、入力情報の正確性をはじめとした業務処理統

制の適切さについて、ビジネスフロー革新部が定期的にチェックを行う仕組

みとします。 

 

（2）全社的な再発防止策 

① 経理財務部門・事業部門（管理責任部門）連携してのチェック機能の強化 

・ 事業部門（管理責任部門）は、月次単位で売上・粗利管理とともに、重要な

勘定科目についての予算管理を徹底するとともに、異常値チェックを行いま

す。具体的には、各支店別、子会社別など、データを横並びしての異常値チ

ェック、各支店別、子会社別での対前年、対予算分析を実施します。 

・ 経理財務本部では、管理責任部門（事業部門）がかかる管理を実施している

かを定期・不定期に確認するよう運営の高度化を図ります。 

 

 ② 全社的な決算報告プロセスの高度化 

四半期単位で、昨年導入した連結決算システムでの警告システムも活用し、財務
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会計上の損益や仕掛品残高推移の異常値をモニタリングし、予算と実績の進捗管

理をより効果的に行うとともに、月次単位での売上・粗利管理、その他主要な勘

定科目のモニタリングを強化することで、決算報告プロセスの「見える化」を実

施します。 

 

③ モニタリング体制の強化 

a） サービス本部の仕組みの再構築に合わせ、他事業部門においても、日々の業務

を通じてのダブルチェックの体制を強化し、日常のモニタリング機能の向上

をめざします。 

b） 内部監査部門においては、全社共通のテーマ監査のみでなく、コーポレート

部門並びに各事業部門・子会社の業務形態や組織構造に応じたリスクの分析

を実施し、「不正リスク」を含むリスクアプローチによる内部監査を実施しま

す。また、内部監査の実施にあたっては、抜き打ち監査の導入や現物確認、

部門長、担当役員へのヒアリング、財務計数の分析など、「不正リスク」に対

応した監査手続の強化を図ります。 

 

 ④ 会計をはじめとした従業員教育の徹底 

全社的に経理に関する教育が不十分であったことを踏まえ、経理の基礎教育をは

じめたとした教育・啓蒙活動を、対象とする層別に教育メニューを作成した上で、

全社的教育を実施していきます。 

 

 ⑤ 内部統制・コンプライアンス教育・指導の充実 

経理財務本部、法務・コンプライアンス・知財センターのメンバーでの教育・指

導チームを編成し、上記③b)のモニタリング情報とも連携し、チェック・教育が

必要と認識する部門並びに子会社への教育（内部統制・コンプライアンス）を実

施していくことで、内部統制の重要性の再徹底とその高度化をめざします。 

 

⑥ 再発防止策の取り組み状況のフォロー体制の整備・運用 

今回の不適切な会計処理は、当社のブランド価値の低下及び財務上の損失につな

がる可能性のある重大な事象としての認識に立って、再発防止に関する提言への

取り組みを実現するための計画を立案し、その取り組み状況を定期的にフォロー

します。企業倫理・リスクマネジメント委員会（年 2 回開催）にて定期的に取り

組み状況を共有・推進するとともに、コンプライアンス・リスクマネジメントリ

ーダー会議（月次開催）においても都度、共有化を図り、役員会等においてフォ

ロー結果を報告する仕組みに改めます。 
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   ⑦ 統制環境（全社統制）の改善     

・ サービス本部として 

これまでも「早さ」「確かさ」「親切さ」などサービス品質を測る部門固有

の指標として、例えば、顧客に出向いて一回でサービスを完了させたかどう

かを測る「一発完了率」、電話を受け付けた当日に出動したかどうかを測る

「出動率」、又は、コンタクトセンターにおける「応答率」、更には「顧客

満足度指数」などの指標の改善度合いを部門の重要な指標として事業を行っ

てまいりましたが、売上・利益などの財務指標に偏重しがちであった昨今の

傾向を是正し、再度こういった指標に基づく事業運営を強化するよう努めて

まいります。 

    ・ 全社としての経理機能強化として 

金融商品取引法に基づく内部統制報告制度の対応のため、経理人材の増強、

「グローバル経理規程」や「内部統制運営要領」の制定、全部門・子会社で

の「経理責任者」の配置など経理機能の強化をめざしていた中で、今回のよ

うな事案が発生したことを真摯に受け止め、今後、一段の経理機能強化を図

るべく、「経理責任者」と経理財務本部との連携をさらに強めるとともに、経

理責任者の機能強化を図ります。 

具体的には、経理責任者は、会計処理の正確性を期するために、自部門の

会計処理の状況や課題を、事業部門長のみならず、経理担当役員にも必ず報

告するとともに、経理財務本部は、経理責任者に対し、 新の会計情報や法

律・基準の改正動向を適時・適切に提供するなどにより、相互間での情報共

有化の徹底と経理機能の一段のレベルアップをめざします。また、経理責任

者の評価は、事業部門長と経理担当役員とが従来以上に密接に連携し、協議

の上、実施いたします。さらに、現在推進している経理財務本部の体制強化

の中で、経理財務本部の経理人材の充実を加速すると同時に、事業部門への

経理に精通した人材の提供、経理責任者の経理財務本部と事業部門間のロー

テーション、事業部門と子会社間のローテーションなどを実施することで、

各事業の経理に精通した人材を育成強化し、信頼性のある財務報告を行うた

めの適切な仕組みを構築します。 

 

第 8. 社内関係者の処分 

 

当社は、上記第 2.記載の本調査により認定された事実を基礎として、当社の社内規程に

従い、本件に関与した当時の当社の執行役員及び従業員並びに子会社の取締役に対し、厳

正な処分を採りました。 

以上 


