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各  位  

会 社 名   株式会社 大 水 

代表者名  代表取締役社長 真部 誠司 

（コード 7538 大証第二部） 

                        問合せ先   取締役執行役員総務部長 山﨑 定男 

（TEL 06－6469－3000） 

 

 

大阪証券取引所への「改善報告書」の提出について 

 

 当社は、過年度の決算短信等を訂正した件について、株式会社大阪証券取引所より、平成21年６月17

日付で「改善報告書」の提出を求められておりましたが、本日、別添のとおり提出いたしましたのでご

報告いたします。 

 

別添書類：改善報告書 

 

以  上 





 

 

Ⅰ．経 緯  

第１．本件取引の調査概要 

（１）本件取引が判明した発端 

平成２０年１０月２７日、取引関係業者から当社管理部門に支払予定にない支払いの確認および

支払要請があったことから、当社元部長（以下、当該社員という。）に問い質したところ、当該社

員が不適切な取引（以下、本件取引という。）の事実関係を認めたことにより、本件取引が判明い

たしました。当社は直ちに社内調査委員会を設け本件取引に関する調査を開始いたしました。 

 

 （２）社内調査の開始および社外調査委員会の設置 

    本件取引が判明したことを受け、当社は直ちに社内調査委員会による調査を行うとともに、平成

２０年１１月１７日外部委員による調査委員会（以下、調査委員会という。）を設置し、調査を

行いました。調査委員会の推移は以下の通りです。 

  平成２０年１０月２７日  経理部担当者による調査の開始 

平成２０年１０月３０日  社内調査委員会の設置 

    平成２０年１１月１７日  調査委員会の設置（外部委員と社内委員の構成） 

平成２０年１１月２１日  調査委員会の構成変更 

・調査委員会（外部委員で構成、客観性、公正性の確保） 

 構成 委員長   弁護士   １名 

                    委員    公認会計士 ２名 

・社内調査チーム 

社内委員４名で発足し、順次メンバーを追加し１４名とする。 

   平成２１年３月１３日      調査終了により調査委員会解散 

 

（３）調査の状況 

① 調査の方法  

本件取引の調査は、当該社員の聴き取りを行い、併せて本件取引に関する当社の請求書、売掛金 

台帳、送り状・納品書、取引関係業者の請求書、買付計算書、荷主元帳、冷蔵倉庫入庫通知書と取 

引データを照合しました。また、本件取引の基軸となったＡ社および取引関係業者に出向き聴き取

りを実施するとともに、関係帳簿証憑類を入手し当社取引データと照合を行いましたが、Ａ社では

当該取引において商品名、数量の異なる自社保管用請求書と販売先送付用請求書の２通を作成して

おり、一定期間（入金完了等）を過ぎると販売先送付用請求書控えを廃棄しているため、Ａ社の売

掛金補助簿と販売先の仕入元帳の商品名、数量が一致しないケースが多く見られ、照合作業は難航
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し取引の実態解明に長時間を要しました。 

② 調査の内容 

・対象期間：平成１５年４月～平成２０年９月 

 Ａ社から入手できた関係帳簿は、平成１５年５月期以降の決算書および平成１５年４月以降

の売掛金・買掛金補助簿等であったこと、当該社員および取引関係業者等の記憶を基にした

情報（陳述・供述等含む）は平成１５年以降であれば精度が高いと判断したことから当該期

間といたしました。 

・本件取引の当社仕入売上の実態調査 

    Ａ社の売掛金補助簿、取引関係業者の証憑との当社買付計算書突合精査 

    Ａ社の買掛金補助簿、取引関係業者の証憑との当社請求書突合精査 

    取引関係業者の証憑および聴き取りにより仕入販売経路を当社帳票で確認 

    本件取引に関わる当社の在庫品の架空在庫および在庫評価損確認 

    取引関係業者の当社買掛金、売掛金残高確認 

    当社の過年度各期末在庫、各期末在庫表から販売状況により確認 

    取引関係業者の請求書と当社の経費一覧表を照合確認 

 

 （４）調査結果の要旨 

本件取引の調査の結果認められる事実の要旨は以下のとおりです。 

   ① 本件取引は、現在の形として平成１０年ごろから始められ、すべて当該社員の指示で行われて

いました。 

② 当社とＡ社を中心としたいわゆる循環取引で、本件取引においては主に売上高の増大、在庫の

処理が目的であり、さらに発覚を恐れて決済の期間の差を利用した資金の提供で行われていま

した。 

③ 本件取引の多くは、本件取引関係業者を当社とＡ社との間に介在させており、関係した業者は

十数社に及んでいました。 

④  平成１７年頃からのサケの取扱いにより取引量が増大しました。 

⑤ 循環取引の過程において商品名や数量が変更されているものが少なからず存在していました。 

⑥ 架空在庫の商品を対象とした取引が存在していました。 

⑦ 本件取引関係業者とは正常な取引も多くあり、本件取引はそれらに紛れ込んでいました。 

⑧  循環取引ではありませんが、Ａ社への資金提供を目的として、運送業者を介在させた架空取引

がありました。 

⑨ 本件取引は、当該社員が社内の決裁基準や与信限度枠を巧妙に回避しており、その結果として

通常の取引量を大きく逸脱して行われていました。 

⑩ 調査委員会は、本件取引における会社の組織的な関与を認めることはできませんでした。 
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（５）本件取引の概要 

① 本件取引の実態 

本件取引の主な態様は、当該社員が、取引の基軸となったＡ社を利用し、取引毎に取引関係業者

の中の複数社を、当社とＡ社との間に介在させる循環取引です。 

当社のヒアリングによれば、本件取引に関与した取引関係業者の多くは、単なる帳合取引を行な

っているとの認識を持っておりました。たとえば「当社→取引関係業者→Ａ社」という取引を指示

された場合もＡ社の売り先を知らされていないため、循環の認識をもっている業者はありませんで

した。 

（ア）循環取引 

本件取引は、平成１０年頃からすべての循環取引についてＡ社を利用する枠組みをつくり、

当該社員は、Ａ社および取引関係業者に直接連絡し、仕入および売上の指示を行っておりまし

た。取引関係業者は、当該社員の指示に従って順次取引を進めていきました。その過程で取引

関係業者には概ね 0.5～1.0％の手数料が上乗せされ、当社にも通常取引並みの２～３％の利益

が計上されておりました。 

（イ）商品価格の付け替え 

サケ等の相場が、当社の仕入れ価格に比して大幅に下落した場合に、当社は協力業者Ｘ社に

対し、相場とはかけ離れた仕入れ価格に利益を上乗せした価格で販売し、Ｘ社も仕入れ価格に

利益を上乗せしてＡ社に販売していました。Ａ社は、当該社員の指示に基づき時価程度で協力

業者Ｙ社に販売するのと同時に、Ａ社の仕入価格と販売価格の差額とほぼ同額の架空商品をＹ

社に販売していました。 

（ウ）架空運送費による資金提供 

当社と取引のある運送業者を通じた、Ａ社の決済資金の提供がありました。具体的方法は、

Ａ社から運送業者へ運送費として架空の請求を行い、運送業者はＡ社からの請求分を通常取引

による運送費と合わせて当社に請求し、その決済を通じて運送業者経由でＡ社に資金を提供し

ておりました。 

② サケ事業による本件取引の拡大 

当該社員の供述によると、平成１７年１０月からサケ事業の責任者となった当該社員は、以前か

ら行っていた水産会社とのサケ事業を拡大し、Ａ社の架空在庫として抱えていた損失を少しでも減

らすことを目的として取り組みました。しかし、サケの相場は当初高値を付けていましたが、平成

１８年度が当該期間中で一番高く、平成１９年度から下落傾向が見られ、以後は主に水産会社や加

工業者が抱える不良在庫を当社が引き受け、この含み損を顕在化させないためＡ社を介した商品価

格の付け替え取引が行われ、同時に取引関係業者に対する循環取引を継続するための資金繰りを目

的として循環取引を繰り返すことも活発になり、本件取引の規模および損失が拡大いたしました。 
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（６）本件取引における関与者 

関係帳簿、帳票および証憑の調査を実施すると共に当社担当役員、関係部署の部長、次長、課長、 

営業担当者からヒアリングを行いましたが、会社はもとより本件取引発生部署においても組織的な 

不適切な取引は発見されませんでした。本件取引は、当該社員が社内の決裁基準や与信限度枠を巧 

妙に回避しているものもあり、結果として通常の取引量を大きく逸脱して行われたものであり、当 

該社員以外の取締役および従業員の関与を認めることはできませんでした。 

 

第２．訂正報告書の提出 

当社は、本件取引について過年度報告書の訂正作業を進めてまいりました。平成２１年１月末頃、調 

査はほぼ終了し、財務諸表における損失の仕訳、過年度分への振り分け等も固まりましたので、平成１ 

６年３月期から平成２１年３月期第２四半期の各期の有価証券報告書等の訂正報告書を作成し、平成２ 

１年２月１７日近畿財務局に提出いたしました。  

しかしながら、当時提出いたしました有価証券報告書等の訂正報告書につきましては、平成１６年３

月期から平成１８年３月期の監査を行った中央青山監査法人、平成１９年３月期の監査を行ったみすず

監査法人が、既に解散しており、また適時に独立監査人を選任することもできなかったため、やむを得

ず、監査報告書を添付せずに提出いたしました。 

当社といたしましては、当該訂正報告書等は監査報告書の添付はないものの、本件取引に係る財務諸

表部分は現在の監査法人が精査しており、内容的には本来あるべき報告書に近いものと解釈いたしまし

たので、株主および投資家への適時な情報開示に繋がるものと判断し提出したものです。 

同時に、当社は監査報告書を添付した過年度訂正報告書等を提出しなければならないことを十分認識

しておりましたので、平成２１年３月１２日に監査人を選任し、過年度訂正報告書等の監査を受けてま

いりました。その結果、同年５月１０日に監査報告書を受理いたしましたので、５月１１日に平成１６

年３月期から平成１９年３月期の訂正報告書を、翌日１２日に平成２０年３月期半期訂正報告書および

平成２０年３月期訂正報告書を近畿財務局に提出いたしました。 

 

第３．過年度決算に与える影響 

前述の調査結果等に基づく各決算期への影響額の内容は、以下のとおりであります。 

（１）損失の内容（平成２１年３月期に処理した損失額を含む） 

     平成 1５年３月末累積損失                  346 百万円 

     循環取引による当社の利益相当額          508 百万円 

     取引関係業者の手数料相当額               298 百万円 

     不良在庫の含み損                 471 百万円 

     私的流用額                      49 百万円 

         総 額                   1,674 百万円 
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（２）過年度決算の訂正 

① 連結および個別決算                           （単位：百万円） 

連結決算 個別決算 

訂正額 訂正額 

 

訂正前

（Ａ） 

訂正後

（Ｂ） 

訂正前

（Ａ） 

訂正後

（Ｂ） （Ｂ－Ａ） （Ｂ－Ａ）

売上高 223,010 220,927 △ 2,083 216,443 214,360 △ 2,083

営業利益 893 860 △ 33 861 828 △ 33

経常利益 1,232 1,199 △ 33 1,131 1,098 △ 33

税引前  

当期純利益 998 925 △ 72 1,017

 

944 △ 72

当期純利益 545 472 △ 72 585 512 △ 72

第 69 期  

平成 16 年 

３月期 

資本 10,359 9,940 △ 419 10,960 10,540 △ 419

売上高 208,206 205,385 △ 2,820 203,766 200,946 △ 2,820

営業利益 845 829 △ 15 836 820 △ 15

経常利益 1,084 1,068 △ 15 1,054 1,038 △ 15

税引前  

当期純利益 782 716 △ 66 736

 

670 △ 66

当期純利益 439 373 △ 66 401 335 △ 66

第 70 期 

平成 17 年 

３月期 

資本 10,351 9,865 △ 485 10,969 10,484 △ 485

売上高 209,668 206,681 △ 2,987 203,641 200,654 △ 2,987

営業利益 918 864 △ 53 879 826 △ 53

経常利益 1,278 1,225 △ 53 1,237 1,184 △ 53

税引前  

当期純利益 1,144 1,027 △ 117 992

 

875 △ 117

当期純利益 650 533 △ 117 513 396 △ 117

第 71 期 

 平成 18 年 

３月期 

資本 10,836 10,233 △ 602 11,241 10,639 △ 602

売上高 197,801 193,579 △ 4,222 190,961 186,739 △ 4,222

営業利益 877 761 △ 116 840 724 △ 116

経常利益 994 878 △ 116 947 831 △ 116

税引前 

当期純利益 △ 55 △ 241 △ 186 △ 461

 

△ 647 △ 186

当期純利益 △ 292 △ 478 △ 186 △ 678 △ 865 △ 186

第 72 期 

平成 19 年 

３月期 

純資産額 9,634 8,845 △ 789 9,738 8,949 △ 789

売上高 179,848 175,392  △ 4,455 172,891 168,435 △ 4,455

営業利益 807 491 △ 316 690 373 △ 316

経常利益 932 616 △ 316 804 488 △ 316

税引前 

当期純利益 25 △ 376 △ 401 △ 519

 

△ 921 △ 401

当期純利益 △ 1,112 △ 1,514 △ 401 △ 1,621 △ 2,023 △ 401

第 73 期 

平成 20 年 

３月期 

純資産額 7,500 6,308 △ 1,191 7,155 5,964 △ 1,191
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② 連結および個別中間決算                                           （単位：百万円） 

連結決算 個別決算 

訂正額 訂正額 

 

訂正前

（Ａ） 

訂正後

（Ｂ） 

訂正前

（Ａ） 

訂正後

（Ｂ） （Ｂ－Ａ） （Ｂ－Ａ）

売上高 95,158 93,085 △ 2,072 92,213 90,141 △ 2,072

営業利益 146 73 △ 73 144 71 △ 73

経常利益 203 130 △ 73 187 114 △ 73

税引前  

当期純利益 

 

137 27 △ 110 18

 

△ 92 △ 110

当期純利益 58 △ 52 △ 110 10 △ 100 △ 110

第 72 期  

平成 19 年 

３月期 

(中間期) 

純資産額 10,256 9,543 △ 713 10,639 9,926 △ 713

売上高 85,376 83,382 △ 1,993 82,196 80,202 △ 1,993

営業利益 202 60 △ 142 170 27 △ 142

経常利益 272 130 △ 142 241 98 △ 142

税引前  

当期純利益 

 

139 △ 45 △ 184 52

 

△ 132 △ 184

当期純利益 87 △ 97 △ 184 14 △ 170 △ 184

第 73 期 

平成 20 年 

３月期 

(中間期) 

純資産額 9,037 8,063 △ 974 9,097 8,123 △ 974

 

③ 平成 21 年３月期第１四半期連結決算  （単位：百万円） 

連結決算 

訂正額 

 

訂正前

（Ａ） 

訂正後

（Ｂ） （Ｂ－Ａ）

売上高 42,329 41,378 △ 950

営業利益 161 88 △ 73

経常利益 211 137 △ 73

税引前 

当期純利益 

 

181 89 △ 92

当期純利益 117 25 △ 92

第 74 期 

平成 21 年 

３月期 

(第１四半

期) 

純資産額 7,589 6,306 △ 1,283

 

④ 平成 21 年３月期第２四半期連結決算  （単位：百万円） 

連結決算 

訂正額 

 

訂正前

（Ａ） 

訂正後

（Ｂ） （Ｂ－Ａ）

売上高 83,065 80,966 △ 2,099

営業利益 △ 68 △ 226 △ 158

経常利益 △ 15 △ 173 △ 158

税引前 

当期純利益 △ 1,512 △ 324 1,187

当期純利益 △ 1,344 △ 157 1,187

第 74 期 

平成 21 年 

３月期 

(第２四半

期) 

純資産額 5,939 5,935 △ 3
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Ⅱ．本件取引の発生を回避できなかった理由および管理体制上の問題 

（１）本件取引の発生原因 

当該社員が本件取引を行った動機は、当該社員が自らの営業成績を上げるためにＡ社を軸に循環 

取引を組み立て、売上や利益の増大と不良在庫の処理を目的として、循環取引を行っていたと陳述 

しており、当社の組織風土として売上至上主義であったことも本件取引が発生した原因の一つと考

えます。 

 

（２）本件取引の発生原因に作用した管理体制上の問題 

① コンプライアンス意識の欠如 

当該社員の行為は不適切取引であり、これにより会社に多大な損害を与えたことは、コンプライ 

アンス意識が欠如していたことにほかなりません。法令、卸売市場法、中央卸売市場関係法令など 

の基本的なルールを遵守しなければ企業は社会的に認知されず、その企業の信用が大きく失墜する 

ことになりますが、当該社員のみならず全社員にその認識が不十分であったものと思われます。社 

員の意識向上を目的として教育制度の導入や研修も行っておりましたが、人権問題や水産専門講習 

が中心となり、コンプライアンス研修・経理財務関連研修が、単発的に開催される外部研修会に関 

係部署の役職者が参加することはあっても一般社員まで内容が十分伝達されておらず、手薄になっ 

ておりました。 

② 人事の長期固定化 

営業担当者は、担当商品に関する専門知識を要求される業務であり、同一商品を長期間にわたり

担当することにより、当該商品知識や相場観をより深められることから、長期にわたり同一部署で

同一の業務および同一の商品を担当することが多い人事体系になっておりました。取引には総合的

な市場環境を見極める能力や相場観が必要なため、商品に関する圧倒的な情報を有している営業担

当者は、担当商品の取扱い経験がない上司等から、相場に基づく妥当な取引量、単価等取引に関し

て異議を唱えられることは少なく、このような環境が他の者からのチェックを困難にしておりまし

た。また、長期間にわたり同一の取引関係業者と取引を行うことが多く密接な関係が生まれやすい

ことから、こういった関係を悪用して取引関係業者などの協力者を得て不正取引を行う土壌が醸成

されました。 

③ 売上・利益優先の経営方針 

トップダウンによる売上至上主義的な経営方針の推進が、本件取引を生じさせた背景にあり、た

えず前年実績を上回る売上目標を掲げた計画が、経済情勢、営業環境等の実情に即していない状況

を生み、各営業担当者にとって重荷になったものと考えます。 

当社では、常勤役員および執行役員支社長で構成する定例会を毎月１回ないし２回開催しており、

毎年２月の定例会で次年度の売上・利益目標等を定める年度収支計画を策定しておりました。この

収支計画の策定にあたっては、各営業部署から提出された計画数値をもとに検討しておりましたが、
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計画業績が前年実績に届かない場合は、前年対比で大きく落ち込んでいる部署や業績の良い部署あ

るいはまだ余力があると感じられる部署に付加して年度収支計画を修正していました。こういった

年度収支計画の策定方法がその部署や担当者にとっては大きな負担となり、不正行為を行う一因に

なったと考えます。 

④ 不十分な内部監査  

内部監査に関しては、平成９年３月の株式上場に向けて、平成４年７月に内部監査室を設置し、

平成９年までは３名または２名の人員を配置していました。平成６年７月に現在の内部監査規程を

作成し、その年度は、総務課固定資産「車両運搬具」管理業務監査、出納事務監査、平成７年は、

総務課「物品（印刷物）管理業務」監査、約束手形管理に関する監査、平成８年は、支社総務課「新

規得意先選定管理業務」監査、平成９年は、業務分掌規程に基づいた管理部門（経理、総務課を中

心とした）の業務監査を主体として監査を実施しました。営業部門の監査は平成８年４月１日～平

成９年３月３１日の１年間が監査基本計画書にありますが、テーマは「安定した利益確保」に対し

て、「原価意識の徹底」及び「在庫削減」等、営業活動の監査が中心の内部監査規程に基づく監査

がおこなわれていました。その後、平成１０年以降～平成２０年までは、人員も２名ないし不在と

なり、充分な監査が行える体制でなくなり販売先、仕入先、損益、在庫等のチェックのみで内部監

査が空白の時期がありました。平成２０年４月から、執行役員を内部監査室長に配置し、内部監査

規程に基づいた監査を実施しておりました。監査内容は取引の内部証憑と外部証憑の整合性監査

（請求書、送り状、仕切書、商品買付伺書等）、および、取引と関連規程の整合性監査や、滞留債

権の監査を主としました。しかしながら、全期間を通じて監査手法が未熟であったため不正取引を

想定した有効な監査とはなっておらず、不十分な内部監査となっていました。 

⑤ モニタリング（取引審査）態勢の不備 

社内規程には明記されていないものの、従来から、本社経理部において、商品買付伺書について 

仕入額５千万円以上の案件のみ事前審査を行っていましたが、当該審査は、当社の資金繰りおよ 

び買付先の信用力等を重視した仕入れ中心の審査方法となっていました。 

なお、平成１７年１０月から平成１９年６月までの期間については、本社に商品統括室を設置し、 

同室が商品買付伺書について仕入額１千万円以上の案件のみ、在庫の適正管理の観点から事前に審 

査し、同室が審査したものは全て、経理部において仕入額５千万円以上の案件と同様の審査を行っ 

ておりましたが、上記以外の案件については、審査する体制とはなっておりませんでした。このよ 

うに、当社においては、仕入から売上までの顛末を一連の取引として審査する体制が採れていな 

かったため、取引の実在性確認を意識した審査とはなっておらず、審査体制は不十分でした。 

また、平成１９年６月から、本社は経理部、支社は管理グループにおいて、同一取引先との同一

商品・数量の取引および損失発生取引における発生理由を把握する目的で、日々の売上のうち、「仕

入または売上が 100 万円以上かつ利益率１％以下」または「鮮魚部を除く部署における１取引の損

失５万円以上」または「１回の仕入れに対する１商品の損失１０万円以上」の取引を抽出して、当
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該取引について営業部長が担当者にヒアリングを行い、取引内容および損失理由の確認をしており

ました。しかし、本件取引については、利益率基準を上回っていたため、検出することができませ

んでした。当該取引の抽出・審査方法は形式化し、取引の実在性確認を意識した審査とはなってお

らず、本件の不適切な取引を長期間発見することができませんでした。 

 

（３）本件取引の発見が遅れた理由 

当社が本件取引を長期間にわたって発見できず、本件取引のような行為を防止できなかった主な 

    理由は以下のとおりであると考えます。 

① 本件取引は、複数の本件取引関係業者が関与し、通常の取引に紛れ込ませ、非常に多様なパター 

   ンの循環過程を経ているため、業務に精通したものが事後的に請求書・送り状・名義変更通知書等 

の証憑類をチェックしても、循環過程を発見することが困難でした。 

② 外部の協力者が存在したことも大きな要因です。循環取引が成立するには、取引が循環取引であ 

ることを認識した協力者が必要ですが、本件取引ではそのような協力者としてＡ社が存在し、Ａ社 

がすべての取引に関与していたことにより本件取引関係業者の循環取引に係る資金繰り管理が容 

易になっていたものと思われます。とりわけ、Ａ社が損失をすべて引き受けるという特異な存在で

あったことは、本件取引の発覚を遅らせた重要なポイントでありました。 

③ さらに、本件取引では外部冷蔵倉庫業者が当該社員の依頼に応じて架空の名義変更通知書や入庫 

通知書を発行していたため、架空在庫の存在に気付くことができませんでした。 

 

 

Ⅲ．改善措置 

（１）社員へのコンプライアンス意識の浸透 

① コンプライアンス研修等の実施 

平成２１年４月、新入社員研修へコンプライアンス教育を組み込み実施いたしました。また、

平成２１年７月本社・東部支社・北部支社（三社合同）、京都支社、神戸支社・神戸東部支社・明

石支社（三社合同）の三会場において、コンプライアンス専門の弁護士を外部講師として招聘し、

当社のおかれている状況を踏まえた内容の全社員を対象としたコンプライアンス研修を実施いた

します（５月下旬開催直前に京阪神地区に新型インフルエンザが蔓延、感染防止のため急遽７月に

延期しました）。また、今後も毎年継続的に全社員を対象に研修を繰り返すことでコンプライアン

スについての意識の浸透を図ることといたします。この研修による学習を踏まえて、当業界の日常

的な営業活動に係る関連法令を見直し、当社にとって欠けている問題点を掌握し、改善を推し進め

ていくことにより法令遵守への組織としての認識を高め、社員一人一人の意識の変化･向上を目指

します。 

さらに、特に管理職に対しては、コンプライアンス研修を含む役職登用研修の実施に加え、担当 
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上長による管理職のコンプライアンス意識のヒアリングを毎年実施いたします。 

   

② 社内掲示物等による周知徹底 

従来、社内規程の閲覧は各部署に配布した規程集（書類）を利用するとしていたものを、平成１ 

   ９年５月、社員が諸規程一式を直接容易に閲覧できるようイントラネットに載せるとともに，全社 

   員に周知いたしました。また、現在、全社員が企業理念、経営理念、行動規範等をイントラネット 

   で閲覧できるようにしておりますが、さらにコンプライアンス意識の浸透を図るため、これをポス 

   ター化し、７月中に本支社および関係会社に配布し、社員が直接目に触れるよう各主要な場所に掲 

   示し周知いたします。 

 

（２）コンプライアンスを推進する体制の構築 

① 内部通報制度の活用 

内部通報制度の活用により、毎日の業務を遂行する過程で、担当者が自らの業務行為を相互監視

されているとの状況を創出し、日常的にコンプライアンス意識が働き、組織内の健全性が維持され

るものと考えます。 

そこで当社は、当社の全社員および当社の取引業者等の社員からの組織的または個人的な法令違 

反および不正行為等に関する相談または通報の適正な処理の仕組みを定めることにより、相互監視、

牽制効果による不正行為等の不祥事防止および早期発見と是正、社会的信頼の確保を図り、もって

法令遵守経営の強化に資することを目的に、社内窓口を内部監査室、社外窓口を顧問弁護士とした

内部通報制度を平成２０年９月から導入しておりますが、十分に活用されているとは言えない状況

（今日まで社外窓口、社内窓口ともに、問合せが 1件も発生していない）である事から、平成２１

年７月に新たに社内に目安箱を設置し、より利用し易い内部通報制度に向け、充実を図ってまいり

ます。 

まずは、平成２１年３月に社内報にて改めて全社員に内部通報制度の周知を行い、７月開催予定の

研修会においても社内通報制度の必要性を取り入れてまいります。さらに７月中に作成するコンプ

ライアンス啓発ポスターにも内部通報制度を表示いたします。 

② 法令遵守委員会の充実 

平成２０年２月に発生したチリメン担当者による産地偽装事件の再発防止を目的として本社の 

   役職員５名を委員とする再発防止対策委員会を設置いたしました。発足当初から産地表示自主点検 

   の管理・運営および卸売市場法を中心とする法令の遵守について毎月議論を進めてまいりました。 

   同年４月、社員の法令遵守の徹底およびコンプライアンス意識の向上を図るため、再発防止対策委 

   員会を発展的に解消し本支社長および管理グループ長１４名を委員とする法令遵守委員会として 

再出発いたしました。その後も委員会では、法令遵守委員会の目的・規程・組織・業務範囲の観点

から整備を進め、リスク管理委員会統括下の主要委員会として運営しております。 
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法令遵守委員会が当面取組むべき課題としては、次の内容を予定しております。 

（ア）社内規程へのＪＡＳ法および卸売市場法遵守盛り込み 

平成１７年７月の会社法の大改正に始まり、同１８年金融商品取引法、同２０年四半期財務

諸表および財務報告に係る内部統制関係関連規則(日本版ＳＯＸ法)と企業の根幹に係る大き

な法改正が続きました。当業界でも卸売市場法、続いて各中央卸売市場法が平成１７年５月生

鮮食料品に係る品質管理と品質管理責任者の設置、平成２１年４月手数料自由化等があり、社

会的に大幅な改定が続きました。これらの改正を、社内の個別規程に盛り込み、その内容を理

解した上でイントラネットを通じて対象者全員に周知し、必要に応じ上長が、日常業務を行う

なかで指導していくものといたします。 

（イ）内部統制委員会との連携によるモラル向上活動 

        平成１９年８月に発足した内部統制委員会で、諸規程の見直しと、企業理念、経営理念、大 

水行動規範等の作成を行いました。しかしながら他の諸規程同様にイントラネットにより全社 

員に配信（社員一人ひとりが常時閲覧可能な環境に）いたしましたが十分浸透しておりません

でした。今回の一連の事象は当社の根幹にかかる企業理念、経営理念が役職員の一人一人にと

ってより身近な存在であるはずのものが、極めて希薄な存在になっていたことに原因があると

受け止めており、初心に戻りより広い視点から、自他共に身近な存在とする仕掛けを持って臨

むことといたしました。しばらく途切れておりました社員証を復活させ、表面に氏名・顔写真・

当社の社員であることの証明文を記載し、裏面には当社の企業理念と経営理念を記載すること

により、役職員一人一人に日常勤務中、当社の一員であることを自他共に認識して業務を行う

ことを義務づけ、本人確認が容易な中で仕事をする環境を作り出します。 

 

（３）内部管理体制の強化・再編 

① 内部統制の充実 

当社は、平成１９年８月に内部統制委員会を立ち上げ、平成２０年４月１日から全社統制、業務 

プロセスの文書化、有効性の検証、財務報告に係る内部統制の検証、信頼性の維持等を図ってきま

した。 

内部統制委員会は、代表取締役社長を 高責任者とし、委員長  常務取締役管理部門担当、副

委員長 取締役経理部長、以下内部監査室長、執行役員本社営業部門担当補佐、総務部長代理、経

理部長代理、電算課長を委員とした構成メンバーで発足しました。 

しかしながら、今回、内部統制上の重要な欠陥の存在を改めて認識し、平成２１年１月より、社外

からコンサルタント２名、スタッフ３名、会計士１名を内部統制委員会スタッフを加え、業務プロ

セスおよびリスクを全面的に見直すことにより、改めて業務の有効性・効率性を高め、財務諸表の

信頼性の確保、 関連法規の遵守徹底に努めてまいりました。 

さらに、常勤役員および執行役員支社長で構成していた定例会を平成２１年３月よりリスク管理委
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員会に位置付け毎月開催しておりますが、今後は、業務に存在するリスクを幅広く吸い上げ対応策

を講じるとともに業務の改善・効率化向上を図りながら、その対応結果を再度同委員会で検証する

体制を構築し、リスクの低減に努めております。 

② 内部監査室の機能強化 

継続して有効な内部監査を実施するために平成２１年３月から 1名増員し、３名体制といたしま

した。また、改善処置として取引調査を強化するため、管理部門と連携し管理部門（特に経理部）

がモニタリングしている各種資料（取引調査表等）を再度内部監査室でも精査し、モニタリングの

強化を図りました。 

従来、内部監査室は、正しい仕入および販売がおこなわれているかを中心に監査してきましたが、

今後は、内部監査対象項目を充実するとともに、社内規程の適用をさらに厳格化し、監査精度の向

上、監査の強化を図り、各種監査研修等に出席し、内部監査規程に基づいた監査手法の確立に努め

ます。さらには、監査役とも緊密な連携を保ち、効率的な監査を実施するように努め、監査計画に

ついて監査役会と協議を行い、その上で実施することといたしました。 

また、内部統制の整備・運用における、評価活動を行うことは勿論のこと、内部監査で発見され

た問題等についは、被監査部門に対して具体的な改善対策を求め、そのフォローアップ監査を行う

とともに、重大な事項に関する監査報告は必要に応じ取締役会、監査役会、法令順守委員会に報告

し、必要と認めた場合、会社の諸会議へ出席し積極的に意見を述べることとしました。 

③ 帳合取引と通常取引の区分 

日常の取引を帳合取引と通常取引に区分することを前提として、定義の確認および具体的な手法 

を検討しております。帳合取引は、水産業界においては信用供与や在庫調整などの目的で、近時そ 

の問題点が指摘され減少しているものの、古くから行われていたものと認識しております。 

しかし、帳合取引は循環取引の温床となりやすい取引であるため、帳合取引申告制度（仮称）をも

って帳合取引に係る申請・決裁プロセスを、社内規程にある商品買付伺書に準じて平成２１年７月

より行います。具体的には帳合取引となる取引につきましては商品買付伺書兼顛末書に“帳合取引”

と記載し、決裁を受けるものとします。また、決裁プロセスに管理部門の承認行為を決裁の条件と

することにより、取引の適正審査を厳格化するとともに、取引の顛末管理・事後検証等の証跡管理

を充実し、管理体制とチェック機能の強化を図る方式といたします。 

④ 取引の決裁手続きの改善 

従来の取引決裁手続きが仕入を重視した方法になっていたことから、決裁された仕入商品の販売 

   完了までの顛末を確認するように改善します。社内規程にある商品買付伺書の決裁手続きにおきま 

しても従前 5,000 万円以上については事前審査を行っていましたが、管理部門のリスク管理を強化 

するために、今後は営業部長が決裁者である１案件の取引金額が 300 万円以上となる取引につきま 

しても、管理部門が事前承認を行う方式を導入いたします。決裁プロセスに管理部門の承認行為を 

決裁の条件とすることにより、取引の実在性確認に係るチェック項目を意識した審査を実施する等、 
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運用を強化いたします。 

具体的な内容は、商品買付伺書兼顛末書に販売計画を記載し販売先、販売時期、販売経費、金利 

   を除いた粗利益を記入するとともに、商品を特定できるように商品情報を記入することとします。

決裁手続きにつきましては、従来は決裁基準により営業部長または営業部門担当役員（支社におき

ましては支社長）の決裁を条件としておりましたが、今後、管理部門の承認行為を付加することに

より取引のリスク管理機能を強化いたします。また、販売終了後、営業部長と管理部門は商品買付

伺書兼顛末書の販売計画と販売結果を照合し、取引の顛末を再確認することによりチェック機能を

強化いたします。 

⑤ 売上・利益優先の経営方針の改善 

当社は、トップダウンによる売り上げ至上主義的な経営方針が本件事件を生じさせた背景と反省

し、平成２１年７月１日新たに設置する経営管理室が主管となり、経営トップと中堅若手社員を中

心に、事業環境の変化に対応した経営方針および経営戦略に基づく中期経営計画を策定します。そ

れを基軸として各部門の具体的な計画を積み上げたボトムアップ形式の収支計画案を策定し、その

計画案を全社員に周知徹底させ実施することにより、全社員が一つの方向に向かって会社変革を推

進してまいります。 

⑥ 人事異動の促進 

今回の事件の発生が人事の固定化に一因があることを真摯に受け止め、今後積極的な人事異動に

取り組み、社員の意識改革を促し、業務の効率化を勘案しつつ実施してまいります。但し現状は、

平成１７年１０月に導入したチーム制が、経年の人員減や異動により空席状態が散見され、十分な

機能を発揮していない状況で、無条件で一定率の異動をすることは適正な業務執行を圧迫し、経営

に急激な変化をもたらすと予測され、実施には困難を伴うので、その前段階として各部門において

担当区分が商品群別、販売地域別、出荷者群別となっているものを２～３名の担当者が重複担当し

仕入・販売ができるチーム制を再導入いたします。 

また、今回の不適切取引の発生と発見が遅れた要因を踏まえ、部長職および管理職の異動の促進を

図ってまいります。チーム制とは直接関連しませんが、平成２０年１２月１日付で、東部支社の部

長を当該部署の部長職に、平成２１年４月１日付で、本社・神戸支社間で、管理職の異動を行いま

した。一方、管理部門では、業務の脆弱性を回避するため現在複数人員の採用活動を行っておりま

す。 

今後も管理職のコンプライアンス意識の向上を図りながら、社員の意識改革を促し、部長および 

管理職の異動を適時実施し、その際、上長から担当部署の専門知識が乏しいと思われるものには必

要知識の教育をいたします。特に、営業部門においては、まず適正人員を見定め、業務を一人任せ

にしないようチーム制を進め、必要に応じ長期間同じ取扱商品を担当させないようにし、データの

入出力作業の担当分離を行うなど、内部牽制を考慮した人事異動・採用等を実施していきます。 
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（４）モニタリングの強化 

次の各項目を達成するために、管理部門内での業務改善勉強会の実施、営業部と管理部門との業 

務調整会を実施しております。 

① 管理部門のチェック機能の強化・改善 

経理部は、平成１７年度の固定資産の減損会計の変更への対応、平成１８年度の会社法への対応

や内部統制の準備、また平成１９年度の税制改正での減価償却方法変更に伴う償却システム対応等、

業務負担増加があったにもかかわらず組織強化や人員増員が十分でなかったことから、現在複数人

の採用活動を進めています。先立って、６月１日付で経理スキルを擁する人材を１名採用いたしま

した。 

本件取引は、通常の取引の中に複数の取引関係業者が関与し、多様な過程を形成し、外部の協力 

      者の存在や、他社による架空の証憑（請求書・送り状・名変通知書等）の発行等、業務に精通した 

ものが事後的に証憑類をチェックしても不適切取引を発見することが困難でした。商品買付伺書承 

認においてもすべてではありませんが、一部買付金額を部長承認権限額以内に分割して申請し承認

を受けているものがありました。買付先が信用力のある水産会社であることを考慮しても、分割申

請をし営業部門担当役員や社長決裁を受けているものがあったことは、審査体制が十分機能してい

なかったといわざるを得ません。現在、内部統制システム等と組み合わせ、チェック機能の強化を

図っております。 

（ア）仮渡処理のチェック強化・改善 

仮渡とは、商品引渡し時点において取引条件の一部未確定の取引をいい、仮渡処理を行って 

おります。従来は在庫管理の側面から仕切課にて管理しておりましたが、仮渡チェックを売掛 

管理部署である得意先課に移行し、仮渡残の内容について営業担当者に確認をとることとし、 

仮渡期間が長期化する場合には、納品先に受取確認書による受領確認の徹底を図りました。 

（イ）在庫照合のチェック強化・改善 

在庫照合については、仕切課が営業担当者に月２回商品在庫表を配布し現物在庫と帳面在庫 

          の過不足調査を実施しておりましたが、当該事件後は、営業担当者の月２回の過不足調査在庫 

の結果を、各営業部署長が再点検および確認を実施した後、その結果を受け仕切課が再度チェ 

ックすることといたしました。 

実地棚卸に関しては、今までは商品品質管理および長期在庫の削減を主たる目的にしており 

ましたが、現在では視点を変え、現物在庫確認を主たる目的として実施することとし、併せて 

以前から取り入れていた商品品質管理も更に充実して適切に行い、在庫確認の強化を図りまし 

た。 

       また、平成２１年４月１日には、監査法人と共同で抜き打ち的に自社冷蔵庫をすべて回り検 

査し、営業冷蔵庫においても近辺に止まらず遠方の営業冷蔵庫（東京都、神奈川県）に出向い

て検査を行いました。 
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     営業冷蔵庫につきましては、今後も定期的に各地の営業冷蔵庫数箇所を選別し順次訪問し、 

着実な在庫確認、棚卸を実施する計画です。 

（ウ）運送経費のチェック強化・改善 

仕切課は、月末日に２ヶ月以前までの運賃が発生した業者に対して、運賃請求の漏れがない

ように請求書の早期発行を要請し取り寄せ、営業担当部署に配布し、担当者のチェック後、担

当者および上長の承認・捺印後、仕切課に提出します。仕切課にて承認印等の内容を確認し経

費処理・支払を行いますが、内容に不備のある請求については支払をいたしません。今後内容

の確認についてより一層の強化を図ってまいります。 

（エ）仕切金送金チェック強化・改善 

従来、仕切金送金のチェックは、仕切課が日々送金前に買付仕切一覧表をもとに金額と支払 

日の照合を行い、送金後は送金一覧表から異常性の有無確認を行っていました。事件以後、内 

容を重視したチェックを行なうため、買付仕切一覧表を経理部内の課長以上の部署長・管理職 

に回覧することにより多くの人の目に触れさせ、金額と支払日の照合だけでなく、送金の頻度、 

金額の相応性等に範囲を拡げ確認することとし、送金一覧表のチェックもこれまで以上に厳し 

く行うなど、仕切金送金のチェック機能の強化を図りました。また経理部において商品買付伺 

書チェックを平行して行うことといたしました。 

② 営業部門と管理部門の相互牽制機能の強化 

従来、管理部門において、不適切取引のモニタリング・損失理由の把握の目的で、当日売上分の 

「仕入または売上 100 万円以上・利益率１％以下」「損失５万円以上」、売上完了分の「損失１０万 

円以上」の取引を抽出して日々の取引調査表を作成しており、営業部長が担当者にその取引につい 

てヒアリングを行い、取引内容・損失理由を取引調査表に記入し、その結果を本社は経理部、支社 

は管理グループにおいて内容チェックを行っておりました。しかし、本件取引については利益率基 

準を上回っていたため検出することができませんでした。 

そこで、内部牽制機能の強化を目的として、平成２１年３月より抽出基準を追加して、当日売上

分「売上および訂正売上 300 万円以上」の取引についても同様のモニタリングを実施し、さらに５

月２１日よりその基準金額を 100 万円に変更しモニタリング範囲を拡大いたしました。また、平成

２１年２月末より定期的に月１回実施のモニタリングとして、直近２ヶ月間の 300 万円以上の全取

引を出力して、営業部による異常な取引の流れがないかの取引調査を実施し、確認結果について管

理部門がチェックを行っておりますが、さらに５月末より金額基準を 100 万円に変更して実施して

おります。 

管理部門は、諸証憑の存在・記載内容の確認、送り状と仕入原票・販売原票の照合をはじめ各種 

   帳票類の確認等の定期的またはサンプリング的な検査を行い、仕入先と販売先が同一企業グループ 

   のモニタリング（循環・買戻し取引の監視）の強化に努めてまいります。 

また、管理部門は、営業各部門販売会議、担当者会議等の機会を通じ、情報の共有化を進め、良 
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好なコミュニケーションづくりに努め、相互牽制機能の強化を図っております。 

 

 

Ⅳ．本件に係る社内処分 

（１）当該社員に対する対応 

① 当該社員の処分 

平成２０年１１月  1 日  人事異動 総務部付嘱託 

平成２０年１２月２６日   懲戒解雇 

② 当該社員に対する今後の対応 

    当該社員は、当社の営業担当者として業務を執行するにつき、自分が担当した取引で発生した損

失を隠蔽する目的で、当社に無断で取引関係業者十数社が関連する一連の循環取引および架空取引

等により当社に与えた損失に対し、平成２１年４月３０日、支払い義務があることを認めました。

当社は弁護士と相談のうえ、先ずは確定した損失について損害賠償請求を行うこととし、６月１９

日に提訴いたしました。告訴につきましては弁護士と改めて検討してまいります。 

 

（２）役員の処分 

株主並びに投資家の皆様をはじめ、取引先および市場関係者の皆様に多大なご迷惑をお掛けして

いることの重大性に鑑み、経営責任および管理責任を明確にするため、以下のとおり処分を行いま

した。 

① 役員報酬の減額 

 平成２１年３月期 役員 

代 表 取 締 役   社長        清水 元一  報酬月額３０％減額  ６ヶ月 

常 務 取 締 役   本社営業部門担当  打浪 誠也  報酬月額２０％減額  ４ヶ月 

常 務 取 締 役   管理部門担当    川北 忠良  報酬月額２０％減額  ４ヶ月 

常 務 取 締 役   北部支社長     山﨑 惠司  報酬月額２０％減額  ３ヶ月 

取  締  役   秘書室長      山﨑 定男  報酬月額２０％減額  ２ヶ月 

取  締  役   神戸支社長     板敷 睦男  報酬月額２０％減額  ２ヶ月 

取  締  役   経理部長      片野 博雄  報酬月額２０％減額  ２ヶ月 

監  査  役   常勤監査役     香西 眞勝  報酬月額２０％減額  ３ヶ月 

② 実施日 

 平成２１年２月１日付 

 

（３） 経営体制の見直し 

経営体制は、今後、内部統制とコンプライアンスを 重要課題と位置付け、筆頭株主である日本
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水産株式会社からの経営・業務支援を受け、より透明性のある経営を目指してまいります。 

経営陣については、第７４回定時株主総会において日本水産株式会社元取締役の真部誠司氏を代

表取締役社長に選任するとともに社外取締役は弁護士を含む２名を選任し、監査役も金融機関出身

者を選任するなど、役員構成を見直し、大幅な役員異動を実施いたしました。 

 

 

この度、関係者各位に多大なご迷惑をお掛けしたことを深くお詫び申しあげますとともに、今後再発防

止に全社一丸となって取り組んでまいります。 

何卒よろしくご理解とご指導を賜りますようお願い申しあげます。 

以 上 
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