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当社連結子会社における不適切な経理処理の判明について 

 
この度、当社の連結子会社である株式会社メディアートにおきまして不適切な経理処理が行われてい

たことが判明いたしました。解明作業を進めた結果、当社の連結業績に与える影響は、約 38億円であ
り、当社では、本日公表いたしました平成 22年 3月期第３四半期連結決算において、特別損失にて一
括処理いたします。 
 当社の子会社において、このような事態が発生したことは誠に遺憾であり、当社株主の皆様をはじめ

関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をお掛けいたしますことを、心より深くお詫び申し上げま

す。 
記 

 
１．判明の経緯および現時点で当社が把握している不適切な経理処理の概要 
昨年 11月 27日に公表しました当社連結子会社（近鉄ビルサービス株式会社）元従業員による不正
行為（業務上横領で刑事告訴）の判明を受け、当社グループ会社において、不適切な経理処理が行わ

れていないか特別内部監査を進めていたところ、当社の連結子会社である株式会社メディアートにお

いて、平成 14年度～平成 21年 12月にかけて、同社前社長（平成 22年 2月 2日の同社株主総会に
おいて同日付で解任）の指示により、取引実体のない売上の計上や売上計上時期の前倒し、費用の過

少計上など複数の不適切な経理処理が行われていたことが判明いたしました。また、当社の定期の内

部監査の際にも必要資料の隠匿・改竄など、前社長は発覚を免れるための隠蔽工作も行っていました。 
 
２．今後の対応について 
株式会社メディアートの前社長が不適切な経理処理を主導していたことは、誠に遺憾の極みであり

ます。 
当社は、今回の事態を厳粛に受け止め、全容の厳正かつ徹底的な解明および再発防止策の策定につ

いて的確な提言を受けることなどを目的として、本日、公正かつ中立的な立場の弁護士および公認会

計士で構成する調査委員会を設置いたしました。当社取締役会は、調査委員会の調査結果に基づき、

適切な対応をとってまいります。調査委員会の調査結果がまとまり次第、速やかにご報告申し上げま

す。調査委員会のメンバーは以下の通りです。 
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委員長   荒川洋二（弁護士＜大阪弁護士会所属＞、元大阪高等検察庁検事長） 
委 員   本井文夫（弁護士＜大阪弁護士会所属＞、弁護士法人御堂筋法律事務所） 
委 員   溝端浩人（公認会計士・税理士、溝端公認会計士事務所） 

 
３．今期の業績への影響について 
 平成 22年 3月期第 3四半期連結決算において、平成 21年 3月期までの同社における不適切な経理
処理修正に伴う過年度損益修正損 3,846百万円（先に公表した近鉄ビルサービス株式会社元従業員に
よる不正行為に係る損失を含めると 4,082百万円）を特別損失に一括計上いたします。なお、平成 22
年 3 月期第 2 四半期累計期間の修正額（48 百万円の利益過少計上）については当第 3 四半期会計期
間に戻し入れております。 
これによる平成 22 年 3 月期の通期業績予想の修正につきましては、本日別途公表いたしておりま
す「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

 
４．過年度財務諸表への影響について 
 現時点で判明している事実に基づき、過去の不適切な経理処理の修正による過年度の連結財務諸表

への影響を、先に判明した近鉄ビルサービス株式会社における不正行為の修正を含め次のとおり検証

した結果、各年度への影響は限定的かつ軽微であることから、過年度財務諸表の訂正は行わないこと

としました。 
 
直近５期及び当期の連結損益計算書における影響額 

（単位；百万円未満切捨） 

決算期 区分 
公表済数値 

(A) 
影響を加味 
した数値(B)

(C)=(B)－(A) (Ｃ)／(A)

経常利益 43,638 43,267 △371 △0.9%
当期純利益 20,678 20,082 △596 △2.9%平成 17年 3月期 
(H16.3期以前を含む※) (18,682) (△1,995) 
経常利益 48,739 48,010 △728 △1.5%

平成 18年 3月期 
当期純利益 17,760 16,970 △789 △4.4%
経常利益 53,109 53,265 155 0.3%

平成 19年 3月期 
当期純利益 23,157 22,795 △362 △1.6%
経常利益 41,870 41,598 △271 △0.6%

平成 20年 3月期 
当期純利益 23,296 23,021 △274 △1.2%
経常利益 23,445 23,016 △428 △1.8%

平成 21年 3月期 
当期純利益 16,077 15,417 △659 △4.1%
経常利益 6,469 6,527 57 0.9％平成 22年 3月期 

第 2四半期 四半期純利益 2,577 2,405 △171 △6.7%
 ※過年度連結財務諸表訂正の検証対象期間である直近５期以前の期間に係る損益影響額△1,399 百万
円（平成 15年 3月期△1,403百万円、平成 16年 3月期 3百万円）を当期純利益に含めたもの 
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上表(B)の数値の算定方法 
（１） 各年度における不適切な売上高及び売上原価等の計上をそれぞれ取り消して算定しておりま

す。 
（２） 各年度における不適切な経理処理を修正した同社の財務諸表に基づき、繰延税金資産の回収可

能性を再検討し、平成 17 年 3 月期において全額を取り崩し、以降の法人税等調整額の計上を
取り消しております。また、同様に固定資産の減損の兆候を再検討し、平成 19 年 3 月期にお
いて減損損失を認識し、以降の減価償却費の調整を行っております。 

（３） 平成 21年 3月期の当期純利益及び平成 22年 3月期第 2四半期の四半期純利益には、先に判明
した近鉄ビルサービス株式会社元従業員による不正行為にかかる損失処理額のうち当該期間の

帰属分（平成 21年 3月期 236百万円、平成 22年 3月期第 2四半期 220百万円）を含めて算
定しております。 

 
今回お知らせいたしました子会社における不適切な経理処理につきまして、当社株主の皆様をはじめ

関係者の皆様に、多大なるご迷惑とご心配をお掛けいたしますことを、重ねて深くお詫び申し上げます。 
当社といたしましては、今後、調査委員会の協力を得ながら、本件の全容解明と再発防止の徹底を図

ってまいります。また、グループ各社に対する特別内部監査を引き続き実施するなど監督機能の強化を

図ります。 
当社グループの全役員および社員が一丸となって、信頼回復に努めてまいる所存でありますので、何

卒引き続きのご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。 
 

以上 
 
（ご参考）株式会社メディアートの概要 
（１）本店所在地  大阪市天王寺区生玉町 3－10 
（２）代表者名   代表取締役社長 中井 潔（なかい きよし）※１ 
（３）資本金    １億円 
（４）従業員数   373名（平成 21年 3月末時点） 
（５）設立     昭和 24年 5月 6日 
（６）主な事業内容 広告代理業、看板および標識類の製作、造形・装飾および展示 
（７）株主構成   近畿日本鉄道㈱ １００％ 
（８）決算期    ３月 
（９）当社との関係 
 ・資本関係  当社は当事会社の発行済株式の１００％を保有しており、当事会社は当社の連結

子会社であります。 
   ・人的関係  当事会社の役員のうち４名が当社からの出向であり、４名が当社との兼任であり

ます。 
・取引関係  当社は当事会社に広告業務を発注しております。 
・関連当事者への該当状況 
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          当社は当事会社の発行済株式の１００％を保有しているため、当社と当事会社は

相互に関連当事者に該当します。 
（10）最近３年間の経営成績および財政状態※２ 

（単位；百万円未満切捨） 
 平成 19年 3月期 平成 20年 3月期 平成 21年 3月期 
売上高 14,649 13,234 12,383
営業利益 167 △271 △615
経常利益 132 △305 △661
当期純利益 93 △332 △717
総資産 5,311 4,868 4,159
純資産 △512 △862 △1,598

※ １．旧代表取締役社長である佐藤裕紀（さとう ひろのり）は、平成 22年 2月 2日付で解任さ
れ、同日付で新代表取締役社長として当社執行役員の中井潔が選任されました。 

※ ２．同社の修正前決算数値に今回判明した不適切な経理処理の影響額を加減したものであります。 


