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大阪証券取引所への「改善状況報告書」の提出について 

 

当社は、平成21年６月30日に大阪証券取引所に提出いたしました「改善報告書」に関し、大阪証券取引

所における「有価証券上場規程」第14条の３第１項の規定に基づいて、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、添付資料のとおり大阪証券取引所に提出いたしましたので、お知

らせいたします。 

今後とも当社は、株主、投資家をはじめとする全てのステークホルダーの皆様に対して常に適時・適切

な情報開示をおこない、一日も早く皆様の信頼を取り戻すことができるよう、適時・適切な情報開示をお

こなう体制の整備と運用に努め、また、健全な経営の実現に向け努力を続け企業価値の回復とともに改善

策を実効あるものとすべく、継続的な運用と徹底に向けた取り組みを引き続き実行していく所存です。 

 

添付資料：改善状況報告書 



平成 22年 1月 19日

改善状況報告書

株式会社大阪証券取引所

代表取締役社長 米田 道生 様

株式会社 大 水

代表取締役社長執行役員 真部

平成 21年 6月 30日提出の改善報告書について ｢有価証券上場規程｣第 14条の 3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ここに提出いたします｡ 

Ⅰ.改善報告書の提出経緯

平成 20年 10月当社において不適切な取引 (以下､本件取引という｡)が判明し､当社は社内調査委員

会および平成 20年 11月取引の解明について客観性と公正性を担保することと速やかな解明につき適切な

ア ドバイス･提言を受けることなどを目的として外部委員による調査委員会を設置いたしました｡平成 21

年 3月調査終了とともに調査報告書を受領 し､これによって取引の全体像､実態を明確に把握 し､本件取

引に起因する有価証券報告書の訂正作業を進めてまいりました｡

訂正の対象となりましたのは､平成 16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

等および決算短信等でありました｡

かかる訂正により､貴取引所より平成 21年 6月 17日に改善報告書の提出を求められたため､平成 21

年 6月 30日付けで改善報告書を提出いたしました｡ 

Ⅲ.改善措置 

1.原因および問題点

本件取引の発生原因およびこれに対する再発防止に向けた改善措置は､平成 21年 6月 30日提出の改善

報告書に記載 しておりますoその概要は以下のとおりです｡なお､実施と運用状況につきましては､後記

｢Ⅲ.改善措置の実施と運用状況｣に記載しております｡ 
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（１）本件取引の発生原因 

当社元部長（以下、当該社員という。）が営業成績を上げるために、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おこなっていました。当社の組織風土として売上至上主義であったことが本件

取引の原因の一つと考えました。 

 

（２）本件取引の発生原因に係る管理体制上の問題 

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。

本件を発見できなかったことから、関係法令等を遵守しなければならないことが、当該社員のみなら

ず、全社員にその認識が不十分でありました。コンプライアンス研修への参加が役職員に限られてお

り、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、長期にわたり同一部署で同一の業務を担当することが多い人事体系になっておりま

した。この環境が他者からのチェックを困難にしておりました。また、長期にわたり同一取引関係業

者と取引をおこなうことが多く、その関係を利用して取引関係業者などの協力者を得て不正取引をお

こな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、営業担

当者にとって重荷になり、不正行為をおこなう一因になったと考えます。 

 

④ 不十分な内部監査  

 内部監査室を設置しておりましたが、平成 20 年３月までは業務監査を主体とし営業活動の監査を

中心に内部監査をおこなっておりました。平成 20 年４月からは、内部監査規程に基づいた監査を実

施しておりました。監査内容が取引の内部・外部証憑の整合性監査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ていたことと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）体制の不備 

本社経理部において、商品買付伺書について一定の事前審査をおこなっていましたが、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中心の審査方法となっていました。 

仕入から売上まで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、審査体制が不十分でした。 
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管理部署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、営業部長が担当者にヒアリングをおこない、取引内容および損失理由の確認をしてお

りましたが、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、

不適切な取引を発見できる体制になっていませんでした。 

 

（３）本件取引の発見が遅れた理由 

本件取引は複数の本件取引関係業者が関与し、通常の取引に混在し多様なパターンの循環過程を経てお

り発見することが困難でした。外部の協力者が存在しすべての取引に関与するとともに損失をすべて引き

受けるという特異な形態であったことが発覚を難しくさせました。また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。 

 

 

２．改善策 

（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、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、全社員を対象としたコンプ

ライアンス研修を実施することとしました。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。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 

 社内規程の閲覧は各部署に配布した規程集を利用するとしていたものを、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掲載し全社員に周知いたしました。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可能ですが、さらに、コンプライアンス意識の浸透を

図るためポスター化し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にいたしました。 

 

（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、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
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監査室、社外窓口を顧問弁護士とした内部通報制度を導入しております。また平成 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。 

 

② 法令遵守委員会の充実 

  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。 

  法令遵守委員会が当面取り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 

法律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おこな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 

当社の根幹にかかる企業理念、経営理念が役職員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、より広い視点から身近な存在

とする仕掛けを持って臨むことといたしました。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、当

社の一員であることを自他共に認識して業務をおこなうことを義務づけ、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 

 平成 21 年１月より、内部統制委員会に社外からスタッフを増員し、財務報告に係る内部統制の業

務プロセスおよびリスクを全面的に見直しました。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員会とし平成21年８月よりリスクマネジメント会議

とし毎月開催しております。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、その対応結果をリスクマネジメント会議で検証する体制を

維持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 

  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、取引調査を強化するため、管理

部門と連携し管理部門がモニタリングしている各種資料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。内部監査対象項目の充実と社内規程を厳格に適用し、監査精度の向上を図りま
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す。監査研修等を受講し内部監査規程に基づいた監査手法の確立に努め、監査役との連携で効率的な

監査を実施するように努めます。 

 

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し、その定義の確認および具体的な手法を検討しておりま

す。帳合取引は循環取引の温床となりやすい取引であるため、帳合取引に係る申請・決裁プロセスを

対象に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 

取引決裁手続きが仕入を重視した方法になっていましたので、商品買付伺書の事前審査の範囲を拡

大し管理部署が事前承認をおこない、決裁された仕入商品の販売完了までの顛末を確認し、取引の実

在性確認と取引のリスク管理機能を強化するように改善します。 

 

⑤ 売上・利益優先の経営方針の改善 

  平成 21 年７月１日新たに設置した経営企画室が経営者と中堅若手社員を中心に中期経営計画を策

定して、それをもとにボトムアップ形式の収支計画案を策定し、その計画を実行していくことにより

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 

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。現状は、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、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・販売ができるようにした上でチーム制を再導入いたします。適

正人員を見定め、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。 

 

（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、営業部門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、組織強化や人員増員が十分でなかったことから、経理スキルを擁する人材を１名採用い

たしました。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。  
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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ますが、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り仮渡期間が長期

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、営業担当者の月２回の在庫過不足調査の結果を、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。 

実地棚卸は、現物在庫確認を主たる目的として実施することとし、以前から取り入れていた商品品

質管理を充実して適切におこない在庫確認の強化を図りました。また、平成 21 年４月１日に監査法

人と共同で抜き打ち的に自社冷蔵庫を検査しました。営業冷蔵庫は、近辺に止まらず遠方の営業冷蔵

庫（東京都、神奈川県）に出向いて検査をおこない、今後も、定期的に営業冷蔵庫数箇所を選別し在

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、運賃請求の漏れがないように運送業者に請求書の早期発行を要請し、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後仕切課に提出します。仕切課にて内容を確認し

経費処理・支払をおこないますが、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 

仕切金送金のチェックは、買付仕切一覧表を経理部門内の課長以上の部署長、管理職に回覧するこ

とにより、内容を重視し送金の頻度、金額の相応性等に範囲を拡げたチェックをおこなっていきます。

また、経理部において商品買付伺書チェックを平行しておこな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 

管理部門において平成 21 年３月より日々の取引調査表の抽出基準を追加してモニタリングを実施

し、モニタリング範囲を拡大いたしました。また、月 1回の定期的モニタリングとして営業部による

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おこなって

おりますが、さらに５月末より金額基準を変更して実施しております。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

な検査をおこない、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
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進め、相互牽制機能の強化を図っております。 

 

 

Ⅲ．改善措置の実施と運用状況 

 １．経営刷新とコーポレート･ガバナンス体制の強化 

 （１）経営陣の刷新 

  ① 平成21年２月５日に大株主である日本水産株式会社と当社の経営全般についての主導的な指導、

主要な経営陣の派遣、コーポレート･ガバナンスとコンプライアンスの改善、資金支援等の資本・

業務提携に関する協議を開始し、平成 21 年３月 27 日、「基本合意書」を締結いたしました。また、

同日付で、同社の持分法適用会社となりました。 

  ② 平成 21 年６月 29 日株主総会において、代表取締役以下７名が退任し新たに取締役５名（社外取

締役２名を含む）を選任し、社外出身者を代表取締役としました。また、新たに常勤監査役（社外

出身者）を選任いたしました。 

  ③ 平成 21 年７月１日には、代表取締役社長が全役職員・従業員に向け、新しい経営・執行体制に

変わり、「変革」と「良質な売上げ」をキーワードとしてコーポレート･ガバナンス体制を強化し、

執行責任を明確にして経営をおこなうこと、併せてコンプライアンス意識の醸成を図り、不正取引

の再発防止に全力を注いでいくことを通達いたしております。 

その要旨は次のとおりです。 

『コーポレート・ガバナンス体制の強化について、取締役は５名とし、迅速に意思決定する機能

の充実と内部統制のシステムの整備やコーポレート･ガバナンスの強化が取締役の責任と法定され

ており、幅広い経営視点を取り入れ内部の論理による意思決定を牽制していく目的で社外役員の導

入をおこない、社外取締役２名、社外出身の常勤監査役を招聘しました。コンプライアンス体制の

強化・拡充をすすめることと、企業として誇りを持って「正しい仕事」の推進と「信頼され頼れる

企業」への再生を進めます。』 

 

 （２）コーポレート･ガバナンス体制の強化 

    当社では、コーポレート･ガバナンス体制の強化を目的に、組織を抜本的に見直し、業務執行お

よび社内管理体制の強化の観点より「営業本部」、「管理本部」、「経営企画室」を新設いたしました。 

また、会議体、委員会を刷新し、「①営業管理体制等の強化」および「②コンプライアンス推進

等社内管理体制の強化」の２つの概念による会議体を新設いたしました。 

なお、それぞれの会議体の下に委員会等を設置し、機動的な意思決定がおこなえるよう、体制の

改善を推進しております。以下に改善状況について記載いたします。 

①営業管理体制等の改善状況 

新たに常勤取締役および執行役員を構成員とし、企業運営にかかる業務執行の意思疎通を主たる
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目的とした「経営会議」を設置いたしました。また常勤取締役、執行役員および子会社社長を構成

員としグループ経営の連携の強化を主たる目的とし「グループ経営会議」を新設し、経営会議は月

１回、グループ経営会議は四半期毎に開催しております。 

また、経営会議の下、営業会議、在庫管理委員会、中期経営計画プロジェクトを配置しておりま

す｡経営会議の討議内容を営業会議において指示および周知しております。経営会議は、在庫管理

委員会、中期経営計画プロジェクトから討議内容の報告を受けております。各会議等の目的を明確

化しコーポレート･ガバナンス体制の強化を図るため、各会議等を定期的に開催しております。 

なお、具体的な営業会議等の実践状況としては、社長と本社・大阪本場支社勤務の執行役員を中

心とした執行役員が、可能な限り月曜日から金曜日までの毎日午前中にミーティングをおこない、

情報の共有化を図り発生事象や状況変化に即応した経営判断を迅速におこなえる体制としていま

す。 

  ②コンプライアンス推進等社内管理体制の改善状況 

コンプライアンス推進体制の構築のため、新たに常勤取締役および執行役員を構成員とし企業運

営におけるリスクの統括管理を主たる目的としてリスクマネジメント会議を設置し、月１回開催し

ております。 

リスクマネジメント会議の下、内部統制委員会、コンプライアンス委員会、債権管理委員会、情

報セキュリティ委員会等を配置し各会議体、委員会は、目的を明確化し定期的に開催しております。 

③意思決定プロセスの改善状況 

各会議体、委員会にて協議された検討事項については「経営会議」、「リスクマネジメント会議」 

に集約され、取締役会付議事項は、取締役会に付議し、その他の事項については、代表取締役が迅

速に決裁、実行することとしております。 

また今後も引き続き各会議体、委員会の有効性を検証し、体制の有効性、実効性を高め、コーポ

レート･ガバナンスの強化を図ってまいります。 

諸会議・委員会の役割と構成表（諸会議・委員会は情報の共有と協議後の上程事項決定を目的とする。） 

名 称 主たる役割・目的 Ａ１ Ａ２ Ａ３ 合計 開催 

経営会議 企業運営に係る拠点間意思疎通 14 名  14名 月１回

営業会議 販売計画の検討、進捗管理および 

実績の評価 

13 名 21 名  34名 月１回

在庫管理委員会 商品在庫の適正管理および対策の検討 ９名 １名  10名 月１回

中期経営計画 

プロジェクト 

中期経営計画(３ヵ年)の検討 ５名 ２名 14 名 21名 適宜 

グループ 

経営会議 

グループ経営の強化のための意思疎通 14 名

①３名

 17名 四半期

毎 
リスクマネジメ

ント会議 
企業運営におけるリスクの統括管理 

〔旧リスク管理委員会〕 

14 名  14名 月１回

内部統制委員会 内部統制システム構築、運用および 

評価 

４名 ４名 ２名 10名 月１回

コンプライア

ンス委員会 

法令遵守等コンプライアンスのための

施策の検討、実行管理 

〔旧法令遵守委員会〕 

５名

②１名

２名  ８名 月１回
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改善推進部会 不適正事件に係る改善策の検討および

実行管理 

12 名 ６名  18名 適宜 

債権管理委員会 与信管理、売掛債権の保全管理等 

〔旧取引委員会〕 

９名 ３名  12名 適宜 

情報セキュリ

ティ委員会 

情報セキュリティ基本方針ならびに情

報資産の維持および管理のための施策

の検討 

５名 ３名  ８名 適宜 

安全衛生委員会 職場における安全衛管理に関する事案

の情報共有および対応策の検討 

１名

③１名

７名 ９名 18名 月１回

品質管理委員会 卸売市場整備基本方針に準拠、営業に

係る品質管理の検討 

〔旧表示点検部会を統合〕 

８名 18 名  26名 適宜 

＊上記表中のＡ１は役員クラス、Ａ２は管理職クラス、Ａ３は一般職クラスとし、構成人員を表す。なお、

①は当社の子会社代表取締役社長、②は当社の顧問弁護士、③は当社の産業医である。 

（末尾添付当社会議体・委員会構成図参照） 

 

 

２．社員へのコンプライアンス意識の浸透およびコンプライアンス推進体制の充実 

（１）コンプライアンス研修等の実施 

  新体制下で改めて実効性のある研修としてコンプライアンス研修の実施に先立ち、平成 21 年８月「企

業理念」、「経営理念」、「行動規範」、「目安箱」、「内部通報窓口」の各項目を記載した「コンプライアン

スの手引き」を、手帳等に収容可能で常時携帯出来るよう「ポケット版」として作成し、全社員に配布

しました。各職場単位で「企業理念」、「経営理念」、「行動規範」、「目安箱」、「内部通報窓口」の項目に

ついて「読み合わせ会」を実施いたしました。「コンプライアンスの手引き」を常時携帯し業務遂行時

の指針とするよう義務付けております。 

  コンプライアンス研修は、全社員を対象として計４回開催しました。講師は企業のコンプライアンス

研修に造詣の深い専門の弁護士を招聘し「コンプライアンスとは何か」「コンプライアンスの必要性」

「内部通報制度」をテーマとし下記日程で実施しました。 

 

外部講師によるコンプライアンス研修実施状況 

対 象 講  師 開催日 研修時間 対象者 出席者 出席率

本社・大阪本場支社・東

部支社・北部支社 
外部講師（弁護士） 10 月２日 １時間 30 分 153 121 79.0 

京都支社・子会社 外部講師（弁護士） 10月 21日 １時間 30 分 89 83 93.2 

神戸支社・神戸東部支

社・明石営業部 
外部講師（弁護士） 10月 23日 １時間 30 分 98 70 70.7 

本社・東部支社・北部支

社・子会社 
外部講師（弁護士） 10月 26日 １時間 30 分 140 98 70.0 

     計    480 372 77.0 
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 上記コンプライアンス研修未受講者フォロー研修実施状況 

対 象 講  師 開催日 研修時間 対象者 出席者 出席率

本社・大阪本場支社 担当部署長等 12 月２日他 30 分～１時間 42 42 100.0

東部支社 担当部署長等 12 月１日他 30 分～1時間 17 17 100.0

北部支社 担当部署長等 12 月２日 30 分～1時間 15 15 100.0

京都支社 担当部署長等 12 月４日 30 分～1時間 ４ ４ 100.0

神戸支社 担当部署長等 11 月 26 日他 30 分～1時間 12 12 100.0

神戸支社 明石営業部 担当部署長等 11 月 20 日他 30 分～1時間 14 14 100.0

神戸東部支社 担当部署長等 11 月 17 日 30 分～1時間 ４ ４ 100.0

     計    108 108 100.0

 

 受講集計表 

 全対象者 全受講者 カバー率 

コンプライアンス研修 480 480 100.0 

 未受講者については担当部署が同様の教材資料を使用し、小集団により研修を継続し、社員が 100％受

講いたしました。また、コンプライアンス研修についての内容の理解度、要望等のアンケートを実施し継

続的におこなう研修の一助とすることとしております。 

 

 更に、上記の研修に加えてコンプライアンス研修の一環として、営業担当者を中心に以下の研修を実施

しました。 

①日常業務の根幹である卸売市場法、同施行令と各行政の中央卸売市場業務条例、同施行規則を営業部

門の社員に最新情報として周知するべく研修会を企画し実施しました。 

②食品流通業者として、ＪＡＳ法(農林物資の規格化および品質表示の適正化に関する法律)を遵守して

日常業務に当っているか、また、その知識は適正で最新の状態であるか確認する場として研修会を企

画し実施しました。 

③中央卸売市場の卸売業者として、日常業務に当り食品衛生法を理解し、正しく運用しているか、また、

その知識は最新の状態であるか自己検証するための研修会を企画し実施しました。 

 
 
 
 

卸売市場法ほかの拠点ごと研修の実施状況 

研修主旨 【卸売市場法】 【ＪＡＳ法】 【食品衛生法】 

大阪本場支社 平成 21 年 10 月 20 日(火)

11 時～12 時 

講師：大阪市中央卸売市場

テーマ：大阪市中央卸売市

場本場に関する業務条例

などコンプライアンスに

ついて 

・ 出席者 86 名 

・ 資料講習者 74 名 

・ 受講者総数 160 名 

平成 21 年 11 月 17 日(火) 

11 時～12 時 

講師：近畿農政局大阪農政

事務所 

テーマ：食品表示とその制

度について 

・ 出席者 84 名 

・ 資料講習者 79 名 

・ 受講者総数 163 名 

平成 21 年 12 月８日(火) 

12 時 30 分～13 時 30 分 

講師：大阪市中央卸売市場

食品衛生検査所 

テーマ：食品衛生について

・ 出席者 68 名 

・ 資料講習者 92 名 

・ 受講者総数 160 名 
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東部支社 平成 21 年 10 月 23 日(金)

11 時 30 分～12 時 30 分 

講師：大阪市中央卸売市場

テーマ：コンプライアンス

に関する研修会 

・ 出席者 43 名 

・ 資料講習者 30 名 

・ 受講者総数 73 名 

平成 21 年 11 月 19 日(木) 

11 時 30 分～12 時 30 分 

講師：近畿農政局大阪農政

事務所 

テーマ：➀食品の表示につ

いて、②適正な食品表示に

向けた監視について 

・ 出席者 47 名 

・ 資料講習者 26 名 

・ 受講者総数 73 名 

平成 21 年 12 月 17 日(木) 

11 時 30 分～12 時 30 分 

講師：大阪市中央卸売市場

東部市場食品衛生検査所 

テーマ：食品衛生法につい

て 

・ 出席者 49 名 

・ 資料講習者 25 名 

・ 受講者総数 74 名 

北部支社 平成 21 年 12 月 15 日(火)

11 時～12 時 

講師：大阪府中央卸売市場

テーマ：市場法・業務規程

について 

・ 出席者 37 名 

・ 資料受講者 33 名 

・ 受講者総数 70 名 

 

平成 21 年 11 月 25 日(水) 

11 時～12 時 10 分 

講師：近畿農政局大阪農政

事務所 

テーマ：ＪＡＳ法に基づく

食品表示について 

・ 出席者 41 名 

・ 資料講習者 29 名 

・ 受講者総数 70 名 

平成 21 年 12 月８日(火) 

11 時～12 時 

講師：大阪府中央卸売市場

食品衛生検査所 

テーマ：食中毒について 

・ 出席者 43 名 

・ 資料講習者 26 名 

・ 受講者総数 69 名 

京都支社 平成 21 年 10 月 16 日(金)

11 時 30 分～12 時 20 分 

講師：京都市中央卸売市場

第一市場 

テーマ：中央卸売市場 

関係法令等について 

・ 出席者 61 名 

・ 資料講習者 17 名 

・ 受講者総数 78 名 

平成 21 年 11 月 17 日(火) 

11 時 30 分～12 時 40 分 

講師：近畿農政局 

テーマ：ＪＡＳ法における

食品表示について 

・ 出席者 60 名 

・ 資料講習者 18 名 

・ 受講者総数 78 名 

平成 21 年 11 月 26 日(木) 

11 時～11 時 40 分 

講師：京都市衛生公害研究

所 

テーマ：食品衛生講習会 

・ 出席者 43 名 

・ 資料講習者 36 位 

・ 受講者総数 79 名 

神戸支社 平成 21 年 10 月 13 日(火)

12 時 30 分～13 時 30 分 

講師：神戸市中央卸売市場

本場 

テーマ：中央卸売市場と

は？役割・使命・法令と取

引等 

・ 出席者 49 名 

・ 資料講習者 19 名 

・ 受講者総数 68 名 

平成 21 年 11 月 17 日(火) 

13 時～14 時 

講師：近畿農政局兵庫農政

事務所 

テーマ：(ＪＡＳ法に基づ

く)水産物の表示について 

・ 出席者 44 名 

・ 資料講習者 24 名 

・ 受講者総数 68 名 

平成 21 年 11 月 25 日(水) 

13 時～13 時 40 分 

講師：神戸市中央卸売市場

食品衛生検査所 

テーマ：最近の食品事件等

からみるコンプライアンス

・ 出席者 45 名 

・ 資料講習者 23 名 

・ 受講者総数 68 名 

明石営業部 平成 21 年 10 月 13 日(火)

13 時～14 時 

講師：兵庫県農政環境部農

政企画局 

テーマ：卸売市場法(地方

卸売市場における卸売業

者編) 

・ 出席者 16 名 

・ 資料講習者３名 

・ 受講者総数 19 名 

平成 21 年 11 月 11 日(水) 

9 時 30 分～10 時 30 分 

講師：兵庫県農政環境部農

政企画局 

テーマ：ＪＡＳ法について

(食品表示および表示基準

等) 

・ 出席者 16 名 

・ 資料講習者３名 

・ 受講者総数 19 名 

平成 21 年 12 月８日(火) 

13 時～14 時 

講師：兵庫県農政環境部農

政企画局 

テーマ：食品衛生法につい

て 

・ 出席者 16 名 

・ 資料講習者３名 

・ 受講者総数 19 名 

神戸東部支社 平成 21 年 10 月 15 日(木)

11 時～12 時 

講師：神戸市中央卸売市場

東部市場 

テーマ：卸売市場法につい

て 

・ 受講者総数 15 名 

平成 21 年 11 月 18 日(水) 

11 時～12 時 

講師：近畿農政局兵庫農政

事務所 

テーマ：水産物の表示につ

いて 

・ 受講者総数 16 名 

平成 21 年 11 月 26 日(木) 

11 時～12 時 

講師：神戸市中央卸売市場

食品衛生検査所 

テーマ：最近の食品事件等にみ

るコンプライアンスについて 

・ 受講者総数 16 名 
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当社の営業取引に当って、水産物卸売業者として重要な関連法の社員研修を営業部門中心に管理・現業

部門も含め、全社で支社単位ごとに各行政の指導的立場にある講師を招請し、日常業務に即した内容で実

施しました。また、当社の主要な商品取引形態である買付について、研修内容をより具現化する目的で、

法令に適合した買付商品取引をおこなうことを商品買付規程に明記することとしました。 

 

 コンプライアンス研修については、コンプライアンス委員会へ議題として上程し、機関審議を得て進め

ております。現時点でのコンプライアンスプログラム案では、一連の不祥事を風化させないために次年度

の７月から 10 月の期間に当社の顧問弁護士によるコンプライアンスの研修を京阪神のブロック単位で実

施を予定しております。また、同期間に昨年に引き続き卸売市場法(市場ごとに業務条例・諸事項を含む)、

ＪＡＳ法(周辺の関連法令・諸事項を含む)、食品衛生法(周辺の関連法令・諸事項を含む)の集合研修を支

社単位で実施を予定しております。 

 なお、新しく役職者として登用されたもので上記の研修を受講していないものがいる場合、上位の役職

者等が講師となって同様の教材を利用してフォローの研修を行うこととしております。 

 

（２）社内掲示物ならびに社員証等を利用したコンプライアンス意識の醸成 

  前述の「読み合わせ会」をより実効性のあるものにするために以下の３つの施策を実施いたしました。 

①平成 21 年８月本支社および子会社の要所に「企業理念」、「経営理念」、「内部通報窓口」をＡ２版

ポスターとし掲示しました。 

②社員証を復活させ、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

をおこなうことを義務づけ、本人確認が容易な中で仕事をする環境を作り出すため、平成 21 年 10

月全社員に表面に氏名・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した社員証の携帯を義務付けました。 

  ③内部通報制度の活用により、業務を遂行する過程で担当者等が自らの業務行為を相互監視すること

のできる状況を作り出して日常的に役社員のコンプライアンスに対する意識を働かせることで組

織内の健全性維持をするために、「コンプライアンスの手引き」に内部通報窓口および目安箱につ

いて記載し、また、外部講師、社内講師によるコンプライアンス研修においても「社内通報窓口」、

「目安箱」の利用方法を研修いたしました。 

かかる改善措置の結果、内部通報窓口を利用した通報が平成 20 年９月導入されて以降なかった

ものが、本改善状況報告書作成までのわずかの間に初めて１件なされました。また、目安箱につい

ては内部通報制度をより利用しやすくするため平成 21 年７月全社に設置いたしましたが、現在ま

でに 19 件の投稿がなされており、内部監査室を窓口として社員の声を広く聞取り業務改善等に生

かしております。 

 

（３）法令遵守委員会の充実 
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  平成 20 年２月のチリメン産地偽装事件再発防止を目的として再発防止対策委員会を設置し、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。平成 20 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法令遵守委員会として再出発いたしました。その後、平成 21 年８月に

はリスク管理委員会をリスクマネジメント会議として改組した際に、変革を明確にし、より拡充機能さ

せるため、その下の法令遵守委員会を、コンプライアンス委員会と改めました。 

 

上記のコンプライアンスに係る研修はコンプライアンス委員会が実行の管理を行っております。また、

リスクマネジメント会議の下に品質管理委員会を設け、産地偽装事件以来継続してきたＪＡＳ法に基づ

く産地表示の点検を実施してきた表示点検部会を発展的に品質管理委員会に吸収し点検手法等の見直

しをおこない、平成 21年 11 月より下記３項目につき自主管理をおこなっております。 

①従来の送り状と納品書による産地表示の月次点検 

②ＪＡＳ法・食品衛生法・景品表示法・計量法に基づく取扱商品の表示日次点検 

③中央卸売市場業務条例に基づく「水産物部卸売業務の品質管理の方法に関する要綱」に基づく項目に

ついて、既に選任している品質管理責任者を中心に月次点検をおこなっております。 

各支社長が各市場の総括責任者として上記の点検の実施および改善をおこない、緊急な場合を除き２

カ月に１回、品質管理委員会を開催し、各市場の実施状況と改善点を討議する予定です。 

  

なお、コンプライアンス委員会についてはその討議内容を吟味し、法令違反リスク等について追加の

検討および対応をおこなっていくことといたしました。具体的には、平成 21 年 12 月に開催された同委

員会において、以後の活動について検討を開始しております。今後、コンプライアンスプログラムの作

成、関係法令の洗い出しおよび社内規程集の見直しなどをおこなっていくことを予定しております。 

 

 

３．内部管理体制の強化・再編 

（１）内部統制の充実 

  新経営体制においては、経営管理体制を整備し、適切な内部統制を整備および運用する方針とし、

内部統制の推進を今年度の最優先に取り組むべき経営課題としております。新経営方針に基づき業

務の適正を確保するため、内部統制基本方針の見直しを進めることとしております。改善措置の実

施と運用状況に記載しましたとおり経営管理体制刷新とコーポレート・ガバナンス体制強化および

コンプライアンス体制強化による内部統制の充実を図りました。それに加え財務報告に係る内部統

制システムの再整備を目的として、平成 21 年７月に代表取締役社長を委員長、常務執行役員管理

本部長を副委員長とする内部統制委員会の再構成を行いました。全社的統制について執行役員・子

会社社長・管理グループ長を対象にリスクと統制内容のガイダンス・ヒアリングを実施し、業務処
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理統制についてウォークスルーを実施して各支社の整備状況の評価を行うとともに、発見された改

善事項に対して業務担当部署にリスクと統制内容を説明して改善対応を進め、社内に内部統制の徹

底を図りました。また、業務プロセス手順とリスクおよび統制内容の把握を容易にして浸透を図る

目的で、改めて業務フローチャート・業務記述書・リスクコントロールマトリックスを再作成いた

しました。 

 

（２）内部監査室の機能強化 

内部監査室の体制強化を図るために、平成 21 年３月に内部監査室の人員を 1名増員し、３名体制と

いたしました。また、平成 21 年６月 29 日付で元取締役経理部長を内部監査室長に配置する人事異動を

実施いたしました。平成 21 年４月以降は、経理部がモニタリングしている取引調査表等を内部監査室

でも精査し、取引の実在性確認を重視し在庫商品実地棚卸の立会いを実施する等、モニタリングの強化

と内部監査対象項目の充実をおこないました。 

当社が平成 21 年６月 30 日付の内部統制報告書において、財務報告に係る内部統制に重要な欠陥が

あり有効でないと評価したことを踏まえ、内部監査室は財務報告に係る内部統制の整備・運用におけ

る評価に重点をおいて活動しております。内部統制評価で発見された不備については内部統制評価報

告書で指摘をするとともに、被監査部門から具体的な改善策の改善計画兼報告書の提出を徹底させ、

その回答を社長および内部統制委員会に報告し、改善計画兼報告書に記載された改善策の実施状況に

ついてフォローアップ監査によって確認し社長に報告しております。また、内部統制評価活動をおこ

なう中で業務監査としての書面監査において発見された問題については、業務監査報告書で指摘およ

び改善提案をするとともに、被監査部門から改善計画兼報告書を提出させて社長に報告し、フォロー

アップ監査によって改善実施状況を確認し社長に報告する運用を実施しております。さらに重大な事

項に関する監査報告は必要に応じ取締役会、監査役会、リスクマネジメント会議に報告し、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ております。また、監査役とも緊密な連携を保

ち、効率的な監査を実施するため監査計画について協議をおこなった上で実施しております。 

 

（３）人事異動の促進 

前出６ページ、Ⅱ．の２の（３）の⑥のとおり、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迅速な人事異動が可能でない状況であり、人事異動の促

進の前段階として営業部門においては、部署内での部会・課会の実施のほか、チーム制確立のため同

一魚種の複数担当制をはじめ業務部員と営業担当と情報連絡等おこなっており、今後部署内の再編も

含めて検討していきたいと考えております。 

また、各支社間での担当者のコミュニケーションを図る意味で、主要魚種においては各支社の担当

を月 1回のペースで本社に集合し、平成 21 年９月より販売会議を開催し魚種チーム制を作り、仕入と

販売において情報の共有化に努めております。 
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上記の様に、部署でのチーム制と魚種を基本とした魚種チーム制の導入をおこなうことにより、縦

のライン/横のラインでのチーム制の導入を図っていき、平成２２年４月から定期的に複数のチーム間

で同程度の業務経験者の人事異動ができる体制にもっていくように現在取組んでおります。 

 

（４）帳合取引と通常取引の区分 

   本件取引の調査委員会による調査報告書において指摘されているとおり、帳合取引は信用補完目的

で売り先と仕入先に介在する取引であり、当業界の取引慣行として帳合取引は通常取引と同様に行わ

れております。そのため帳合取引と本件取引の循環取引とは取引当事者以外では容易に区分できず、

そのような土壌において当社は本件取引を長期にわたって発見できませんでした。 

   そこで、当社では、売先が確定した仕入で、その仕入の全量がほぼ同日に売上計上され、かつ、薄

利な取引全般を帳合取引と称すようになっておりましたので、そのような当社の取引区分を改め、帳

合取引を信用補完等の目的で、当社が直接または主体的に商談していない取引（当社では「帳面とお

し」と称す）として、従来の考え方より狭義に定義することにより、「帳面とおし」取引に不正取引が

混在しないよう確認し易くいたします。 

また、通常取引についても一定量まとめて仕入をおこない、必要に応じて販売していく仕入先行の

取引（当社では「在庫取引」と称す）と、売先が確定しており在庫することなくほぼ同一日に売上仕

入が完了する取引（当社では「売りつなぎ」と称す）に区分し、取引の性質・性格を明確にすること

で、取引の異常性を発見し易くいたします。 

   これらの区分は、今期中に規程を改訂した上で、営業担当者が商品買付伺書を作成する際に明記す

ることとし、営業部署および管理部署の承認時に、取引の区分に見合った適切な条件で取引が行われ

ていることを確認いたします。 

 

（５）モニタリングの強化 

  ①営業部門と管理部門の相互牽制機能の強化に関する改善状況 

  ア．仮渡処理のチェック強化に関する改善状況 

平成 21 年８月の経営会議で仮渡についての現状報告がなされ、問題点として受取確認書を法的

対抗要件が満たされる全社統一のものにするよう指示がありました。全社統一のものとして商品引

渡確認書を作成し同年９月の債権管理委員会でその確認書使用について説明をおこない、同年 10

月より各支社にて商品引渡確認書を使用しています。 

    全社統一前は書類による商品引渡しの確認が取られてないことが多く、取引の実在性の確認が取

れていませんでした。取引の実在性を確認するため、確認書を取ることを義務付け商品引渡確認書

として書類を統一いたしました。管理部門において月２回の仮渡残高チェックを行い、商品引渡確

認書の有無を営業部門に確認しております。 
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イ．在庫照合のチェック強化に関する改善状況 

在庫照合については、経理部仕切課（以下、仕切課）が月２回、営業冷蔵庫の在庫証明書と在庫

システム上の在高との過不足調査を実施しておりましたが、本件取引の発覚後、平成 20 年 12 月よ

り、仕切課のみが調査するのではなく、営業部署にて過不足調査をおこない、その結果を仕切課が

再度チェックしております。 

 

ウ．実地棚卸による品質管理・在庫確認の強化に関する改善状況 

実地棚卸に関しては、従来は近辺の冷蔵庫のみの検査でしたが、平成 21 年４月には、監査法人

と共同で遠方（東京都大井・神奈川県川崎）の営業冷蔵庫に出向きました。また、今まで商品品質

管理および長期在庫の削減を主たる目的とした実地棚卸を年２回９月、３月に行なっていましたが、

今後の実地棚卸は年２回９月と３月に在庫の実在性確認を充実させるため、抜き打ち検査（商品品

質・在庫数）をおこないます。平成 21 年９月にも遠方（愛媛県宇和島）の冷蔵庫にも出向き実地

棚卸を実施いたしました。 

 

エ．運送経費のチェックの強化に関する改善状況 

運送経費については、本件取引において運送業者を利用した架空請求がおこなわれていたことか

ら、仕切課において請求書を取りまとめ、営業担当者と上長の確認をとることに加えて、平成 21

年９月から取扱量の規模別に運送会社を３社抽出し、発送荷物の受領書１か月分を取り寄せた上で

受領書と請求書を仕切課で照合いたしました。結果に問題はありませんでしたが、今後も抜き打ち

で実施していくこととしております。 

 

オ．仕切金送金チェックの強化に関する改善状況 

従来、仕切金（買掛金）送金チェックは、仕切課が日々の仕入の一覧表（買付仕切一覧表）を

もとに金額・支払日等に異常なものがないか確認し、送金前にも同様の確認をおこなっていまし

た。 

事件以後、買付仕切一覧表を経理部内の課長以上に回覧し、複数の視点で確認することとし、

仕切課は買付仕切一覧表に記載されている１案件の取引金額が 300 万円以上の取引が、商品買付

伺書に記載された内容どおりの取引となっているか確認しております。 

また、新規荷主登録時に営業担当者が新規荷主登録申請書を作成し、仕切課は申請を受けて取

引先の会社情報の内容確認をおこない異常性が発見できるように努めており、最終的に経理部長

の承認を受けております。 

 

カ．不適切取引のモニタリングに関する改善状況 

 （ア）商品買付伺書の記載内容の確認(仕入前の確認) 
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当社は営業担当者が仕入計上するに当たり、以前は１案件の取引金額が 5,000 万円以上の取引ま

たは在庫期間が３ヶ月以上と想定される 3,000 万円以上の仕入に限り、事前に管理部署で内容確認

の上社長承認を必要としておりました。平成 21 年７月以降は、１案件の取引金額が 1,000 万円以

上の支社長決裁の取引、同じく 300 万円以上の部長決裁の取引まで、管理部署にて取引先や販売条

件等の記載内容の確認をおこなっております。 

     

（イ）日次の取引調査に関する改善状況 

従来、管理部署において、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、営業部長が取引の妥当性、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

クをおこなっておりました。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、さらに同年５月 21 日よりその基準額を売上 100 万円以上に変更しモニタ

リング範囲を拡大しました。 

     

（ウ）月次の取引調査に関する改善状況 

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売上 300 万円以上の全ての取

引を直近２ヶ月間分出力して、営業部長による循環取引・買戻し条件付販売・在庫預け・不適切

な帳合取引・仕入売同一取引先取引等の疑義についての取引調査を実施し、判定結果について管

理部門が確認をおこなっています。さらに同年５月末より金額基準を売上 100 万円以上と範囲を

拡大し取引内容の判定を続け営業部門への牽制を図っています。 

 

②業務改善強化に関する改善状況 

管理部門内での業務改善勉強会の実施については、本社経理部において「得意先課仕切課合同ミ 

ーティング」を月 1回実施しています。 

営業部と管理部門との業務調整会の実施については、６支社７市場において月１回の会議（販売

会議および合同会議等）を開催し、管理部門と営業部の情報共有化・コミュニケーションづくりを

おこなっています。 

                                         以   上 

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、今後改善策

を実効性のあるものとすべく、継続的な運用と徹底に向けた取り組みを全社一丸となって実行し、また不

断の見直しをおこなってまいります。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。 
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