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外部調査委員会調査報告書の受領に関するお知らせ 

 

当社は、平成21年11月24日付「不適切な取引について」、および平成21年12月１日付「外部調査

委員会設置に関するお知らせ」で開示いたしましたとおり、過去の取引において不適切な取引が行

われていたとの疑義が生じたことから、外部有識者のみによる調査委員会を設置し、取引の内容等

の解明を進めていることをお知らせいたしました。 

当社は、外部調査委員会に対し、第三者の立場から、調査範囲および方法、並びに事象発生の原

因究明および再発防止策の策定についての提言を委託しておりましたが、本日開催の当社取締役会

において、外部調査委員会より調査報告書を正式に受領いたしましたので、ご報告いたします。 

 

平成22年２月17日付「独立監査人の選任についてのお知らせ」で開示いたしましたとおり、２名

の独立監査人を選任し、外部調査委員会の調査範囲も含め、過去の取引について監査をお願いし、

過去の決算における一部不適切な取引について、会計処理の修正を要する事象を抽出し、訂正いた

しました。連結財務諸表等の訂正を要する期間は、平成18年４月期（中間）から平成19年４月期ま

でであり、修正する金額等については、別紙参考資料をご参照下さい。 

尚、別紙資料内容は、上記独立監査人の予備調査および監査過程において判明した事実も加味し

て当社で要約したものです。 

 
株主様をはじめとする多くの関係者の皆様には多大なご心配とご迷惑をお掛けする結果となりま

したことを改めて深くお詫び申し上げます。当社は、外部調査委員会の調査報告書および提言を真

摯に受け止め、引き続き再発防止体制の維持に取り組んでまいる所存です。 

 

   

以上 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（資料１） 

修正数値の概要は以下のとおりであります。 

（単位：千円） 

連結 単体 
 

訂正前 訂正後 影響額 訂正前 訂正後 影響額 

売上高 1,812,845 1,347,845 △465,000 1,778,044 1,313,044 △465,000 

営業利益 56,632 △346,722 △403,355 57,862 △345,492 △403,355 

経常利益 30,563 △372,791 △403,355 37,263 △366,091 △403,355 

当期純利益 4,529 △533,543 △538,072 11,013 △527,059 △538,072 

純資産 1,243,031 704,958 △538,072 1,246,870 708,798 △538,072 

平成 17年 
10月期 

総資産 3,334,843 3,100,828 △234,014 3,329,552 3,095,538 △234,014 

売上高 4,022,793 3,415,793 △607,000 3,902,281 3,295,281 △607,000 

営業利益 283,629 △282,722 △566,351 338,191 △228,160 △566,351 

経常利益 251,646 △314,704 △566,351 310,712 △255,638 △566,351 

当期純利益 73,667 △592,409 △666,076 125,073 △541,002 △666,076 

純資産 1,330,354 664,277 △666,076 1,360,931 694,854 △666,076 

平成 18年 
4月期 

総資産 3,513,397 3,234,320 △279,076 3,451,105 3,172,029 △279,076 

売上高 1,590,311 1,530,311 △60,000 1,590,311 1,530,311 △60,000 

営業利益 △195,655 △253,035 △57,380 △197,118 △254,499 △57,380 

経常利益 △216,986 △274,367 △57,380 △198,476 △255,857 △57,380 

当期純利益 △1,265,320 △764,790 500,530 △1,246,531 △746,000 500,530 

純資産 50,534 △115,011 △165,546 114,605 △50,940 △165,546 

平成 18年 
10月期 

総資産 2,812,301 2,646,755 △165,546 2,873,559 2,708,013 △165,546 

売上高 2,671,671 2,611,671 △60,000 2,671,671 2,611,671 △60,000 

営業利益 △571,135 △625,992 △54,856 △571,794 △626,651 △54,856 

経常利益 △647,124 △701,981 △54,856 △623,683 △678,540 △54,856 

当期純利益 △2,676,582 △2,010,505 666,076 △2,686,899 △2,020,822 666,076 

純資産 147,278 147,278 0 182,237 182,237 0 

平成 19年 
4月期 

総資産 2,521,243 2,521,243 0 2,553,389 2,553,389 0 

売上高 1,227,049 1,227,049 0 911,488 911,488 0 

営業利益 △212,561 △212,561 0 △207,960 △207,960 0 

経常利益 △223,941 △223,941 0 △214,021 △214,021 0 

当期純利益 △98,378 △98,378 0 △121,482 △121,482 0 

純資産 89,038 89,038 0 60,754 60,754 0 

平成 19年 
10月期 

総資産 2,391,427 2,391,427 0 1,930,221 1,930,221 0 

（注） 

1. 訂正前及び訂正後の各利益の△表示は、損失を表しています。 

2. 金額については、千円未満を切り捨てて表示しています。 

3. 純資産については、平成 17年 10月期及び平成 18年 4月期は「資本合計」に「少数株主持分」を加算し

て表示しています。 

 4.  平成 19年 10月期については、貸借対照表科目のみの修正です。 

 



（資料２） 

調 査 報 告 書（要 旨） 

  
 

第１ 報告内容の要約 

 

当委員会による調査・検討の結果、下記の各取引について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、これらの各取引及びこれに付随する取引若しくは会計処理について

売上の取消等の過年度決算の訂正をすべきとの結論に至りました。 
 

１ 売上計上の取消及び計上 

（１）スープカレー「心」のエリア・パートナー（以下、「ＡＰ」といいます。）契約に基づく売

上計上の取消し及び計上（いずれも金額は税抜） 

① 平成１７年７月３１日 静岡エリア分 ４５００万円 

② 平成１７年７月３１日 阪奈和エリア（大阪・奈良・和歌山）分 １億２０００万円 
  →平成１８年４月２８日 転売時に売上計上 １億２０００万円 

③ 平成１７年１０月３１日 韓国エリア分 ３億円 

④ 平成１８年４月３０日 千葉エリア分 ４２０００万円 

⑤ 平成１８年７月３１日 北関東エリア（群馬、栃木、茨城）分 ６０００万円 

⑥ 平成１８年４月３０日 東京都下エリア分 １億２０００万円 
 

（２）平成１８年１月３１日に売上計上されたコンサルティング業務委託売上 合計７

０００万円（税抜）の取消  
 

（３）平成１８年１月３１日 フランチャイジー加盟売上（東京エリア５枠分）  

３０００万円（税抜）の取消 

 
２ 上記 1に係る一連の資金循環取引の取消（いずれも金額は税抜） 
（１）スープカレー「心」のＡＰ権売上に係る資金循環取引の取消 

① 上記１（１）①に係る資金循環取引 
・ 平成１７年１０月２５日に支払った業務委託契約に係る保証金 ５０００万円 

② 上記１（１）②に係る資金循環取引 
・ 平成１７年７月２８日に支払った工事仮払金のうち １億２０００万円 

③ 上記１（１）③に係る資金循環取引 
・ 平成１７年１２月２０日に支払った投資 ２億８３５０万円  
・ 平成１８年３月２９日に入金された預かり金返還 ２６５０万円 
・ 平成１７年１０月３１日に支払ったＤ社への支払手数料 ６０００万円 
・ 平成１８年５月３０日に実行された貸付金 ３億６０００万円 

④ 上記１（１）④に係る資金循環取引 
・ 平成１８年４月２８日に支払った請負契約発注 ４５００万円 

⑤ 上記１（１）⑤に係る資金循環取引 



資金循環取引と認定するに至った取引はありません。 
⑥ 上記１（３）に係る資金循環取引 

・ 平成１８年２月２８日に支払った中目黒工事代金のうち ３０００万円 
 

（２）コンサルティング業務委託売上に係る資金循環取引の取消 
・ 平成１７年８月３１日及び平成１７年１２月２０日に支払った古民家代金のう

ち ７０００万円 
 

 なお、上記取引の取消に伴い、その後なされた減価償却費の計上等も付随的に修正されるべき

こととなります。 

 

第２ 当委員会の概要 

 

１ 当委員会設置の経緯及び当委員会の目的 

    

株式会社リンク・ワン（以下「当社」という。）は、平成２０年３月７日の社長交代を機に経営

陣を刷新し、新たに「事業の選択と集中」を基本コンセプトとして事業再建を推進しておりまし

たが、その途上において、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とともに、それが当社の会

計処理に与える影響の有無・程度を解明するために、鋭意社内調査を進めて参りました。 

その後、当社は、平成２１年１１月２４日付で、その時点で判明した当社のフランチャイズ本

部事業における、主として平成１８年４月期の売上の計上等に関し、不自然な取引が行われてい

た疑義があることを公表しました。当社は、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すすめるとともに、適切な処理を図ること及びかかる不適切な

会計処理を防止するための有効な再発防止策の策定、実施を目的として、同日付で外部有識者の

みによる当委員会を設置することを決定しました（平成２１年１１月２４日付「不適切な取引に

ついて」）。 

 

２ 当委員会の構成及び役割 

    

当委員会の構成員及び役割は、平成２１年１２月１日付「外部調査委員会設置に関するお知ら

せ」において公表したとおりであり、弁護士の委員３名及び公認会計士１名を加えた４名で構成

されております。 

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うる者です。 

 

３ 当委員会による調査期間・方法・内容・範囲 

 

当委員会は、平成２１年１２月１日から平成２２年２月１０日までの間を調査期間として、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

与していたと思われる会社の関係資料の精査とともに、当時の代表取締役であったＫ氏をはじめ



とする関係者への事情聴取を行いました。 

当委員会の調査内容として、過年度の取引についての事実関係の調査とあわせて、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における訂正内容の検討を行いました。 

当委員会の調査範囲は、スープカレー「心」等のフランチャイズ事業のＡＰ認定契約に関する

全取引を対象としましたが、そこから特に平成１８年１０月３１日に事業改革損として会計処理

されている取引及びＡＰ権利金の返金処理を行った取引（ＡＰ自らが出店した実績がある取引を

除く）の中から、関係者からの聴取結果を受けて不適切な会計処理がされた懸念があると判断し

たものを重点的に調査し、その結果、前記第１記載の取引が修正対象となりました。 
なお、当委員会の調査結果は、上記のような時間的制約の下、当社及び関係者から当委員会に

対して任意に開示された資料に基づいたものであることを付言します。 

 

第３ スープカレー「心」静岡ＡＰの取引について 

 

（１）評価 

平成１７年７月、当社とＡ社との間で静岡ＡＰ契約が締結され、権利金として当社が受領した

４５００万円（税抜）を第５期（平成１８年４月期）上期のＦＣ売上として計上されております

が、下記のとおり、売上として計上することは不適切であったと判断します。 

 
（２）根拠 

当時の静岡エリアの営業担当は、取締役経営管理本部長のＮ氏であり、四半期末を控え、どう

しても目標数字を達成したいという状況にありました。また、Ａ社は、建設業者であり、そもそ

も飲食店経営の実績もなく、新たに飲食店経営を始める予定もありませんでした。 
このような状況下、Ｎ氏は、「静岡のＡＰ権利はすぐ転売できる、権利を持っていただければ店

舗工事をすべてＡ社に発注する」等の説明をして営業しておりました。Ａ社側においては、自ら

出店する意志が全くなくても、ＡＰ権を転売できれば投資回収も出来るし、工事の受注という見

返りが期待できればメリットがあると考えＡＰ契約を結ぶことにしました。一方、当社側におい

ては、Ａ社にＡＰ権利を押さえてもらうことによって売上を計上することができるとして、利害

が一致している状況にありました。 

 
 その結果、平成１７年７月２６日付でＡ社と静岡ＡＰ契約が締結され、同年７月２９日にＡ社

から当社に４７２５万円が振り込まれました。Ａ社は銀行借入によって資金を調達しました。 
 その後、Ａ社は、同社の平成１７年１０月決算が迫ってきたので、Ａ社社長が、借入金を返済

する為に、転売先を決算までに見つけるよう迫りました。ところが、転売先は容易に見つからず、

契約上では権利の買戻しが出来ない取り決めとなっているため、Ｎ氏は同社と相談し、Ｋ氏の承

認を得て、Ｂ社を通じて、Ａ社に資金を融通し、Ａ社の銀行借入の返済原資とすることにしまし

た。 
平成１７年１０月２５日、当社とＢ社で不動産情報の収集、市場調査等の名目で業務委託契約

を締結し、同日、保証費として５０００万円を当社からＢ社に対し送金しました。その後、Ｂ社

からＡ社へ５０００万円が送金され、Ａ社は銀行に対して借入金の返済をしました。 
 
平成１８年１２月になり、１２月決算であったＢ社が上記処理を清算する必要に迫られたこと、



当社においても、みすず監査法人（以下、「監査法人」といいます。）から「出店実績も出店計画

も無く財務状況の良くないＡＰ」を整理すべきとの指導を受け、関連する取引の合意解約をする

ことになりました。平成１８年１２月２７日、当社とＡ社の間で、静岡ＡＰの「合意解約覚書」

を締結し、同日、４７２５万円を当社からＡ社に返金しました。同日、Ａ社からＢ社に４９５０

万円が支払われ、平成１８年１２月２８日、Ｂ社から当社に４９５０万円が返金されました。 
 
以上の通り、当該ＡＰ契約は、Ａ社にＡＰになる意思が無いことを知りながら、将来転売する

事、一時的にＡＰになってくれれば工事を発注する事等の約束のもとに締結された契約に過ぎず、

当社からＡ社に対する「役務の提供の完了」と評価できる事実はありませんでした。さらに、後

日、Ａ社からの求めに応じて、わずか３か月後に対価の事実上の返還に応じており、権利金の返

還について不確実性が伴っていました。したがって、静岡ＡＰの権利金を売上として計上するこ

とは、不適切であったと判断します。 
 
ただし、この４５００万円（税抜き、以下同じ）は、監査法人と相談して、当社の第６期（平

成１９年４月期）上期に事業改革損として特別損失に計上していますが、その期末仕訳において

４５００万円の売上を一旦取消し、未払金をたて、当該売上取消しの事実を特別損失としていま

す。 
 
（借方）売上高４５００万円／（貸方）未払金４５００万円 
（借方）事業改革損４５００万円／（貸方）売上高４５００万円 
 
ここで、一旦売上を取消した上で、当該売上取消しの事実を前期損益修正損ではなく、事業改

革損として表示変更したことには、取引を精査し特別な理由があったかと思われますが、当時の

監査法人から事情聴取の協力が得られず、その理由は考慮できませんでしたが、今回の調査によ

って、そもそも売上として計上できる取引ではなかったとし、計上期に遡って売上を取り消しす

べきと判断します。また、その後のＢ社との業務委託契約は、実質的にＡ社に権利金を返金する

ことを目的としてなされたものであり、保証金として計上することは不適切でありました。 

 

第４ スープカレー「心」韓国ＡＰの取引について 

 

（１）評価 

平成１７年１０月、当社とＤ社との間で、スープカレー「心」の韓国ＡＰ契約が締結され、権

利金として当社が受領した３億円（税抜）を当社第５期（平成１８年４月期）上期の売上として

計上されておりますが、下記のとおり、売上として計上することは不適切であったと判断します。 
 
（２）韓国進出計画が急遽浮上したいきさつ 

平成１７年９月から１０月頃の間、当社の名古屋営業所長をしていたＮ氏は、Ａ社社長より、

韓国系銀行関係者を通じて、Ｅ社の紹介を受けました。Ｎ氏は、Ｅ社社長にスープカレー「心」

のビジネスモデルの説明を行い、その日のうちに、Ｅ社社長が韓国でのスープカレー事業に興味

をもっているとの報告をＡ社社長から受けました。 

当時、当社には、具体的な韓国進出計画はありませんでしたが、Ｋ氏とＮ氏の間で、韓国での



人口をベースに、名古屋地域と比較して１００店舗くらいの出店が可能という概算をし、１店舗

３００万円×１００店舗で３億円という韓国ＡＰの権利金の額を決め、Ｎ氏は当社の役員会議で

韓国の案件が決まりそうだという報告をして、社内的にも韓国ＡＰの話が動き始めました。 
平成１７年１０月末頃になって、Ｅ社との交渉がうまくいかず韓国案件は一旦頓挫しました。 

下方修正は、絶対に許されないというＫ氏の意向のもと、３億円の売上を予定していたＮ氏は、

困窮し同年１０月末頃、Ａ社社長から、資金調達に詳しいＦ社の紹介を受け韓国案件は再び動き

出しました。 

    

① 平成１７年１０月３０日 当社とＤ社の韓国ＡＰ契約と資金の流れ 
 

Ｆ社社長からは、Ｆ社が資金調達をして、名古屋地区で出店実績のあるＤ社に資金を貸しつけ

て、一時的に韓国ＡＰ権を持たせ、その間に転売先を見つけるかＤ社で銀行借入れを行う等の対

策を打てばよいとの提案を受けました。Ｋ氏は、具体的な転売先の目処のないまま、提案を受入

れ、同年１０月３０日、当社とＤ社は韓国のＡＰ認定契約を締結し、３億円の売上を計上しまし

た。 

   Ｆ社は、資金力のある人物（以下、「個人Ａ」といいます。）から３億１５００万円を借り入れ

て資金調達をし、同年１０月３１日、Ｆ社からＤ社に対して３億１５００万円が貸付けされ、同

日、Ｄ社から当社に対して３億１５００万円が送金されました。 

また、同年１０月３１日、当社はＦ社に対し紹介報酬として６３００万円（加盟金の２０％）

を支払っています。６３００万円のうち３１５０万円はＦ社からＡ社に対し送金（預かり金）さ

れています。 

 

② 投資事業組合への出資を通した当社からの資金還流の経緯（個人Ａへの返済） 
 

当社は、平成１７年１２月１日にＧ社（Ｆ社社長とＧ社社長は同一）との間で投資事業組合契

約を結び、同年１２月２０日、当社はＧ社に対して２億８３５０万円を出資金の名目で送金しま

した。 
 

韓国ＡＰの契約時点では、韓国ＡＰ権の転売先がすぐにみつかるか、Ｄ社の銀行融資が決まる

という見込みでしたが、同年１１月に入ってもいずれも実現せず、Ｆ社にとっては個人Ａへ返済

期日が迫っており、その返済資金を手当てするために、Ｋ氏とＦ社社長は相談してＧ社への投資

を経由して、Ｆ社へ返金することにしました。当社は、Ｇ社との間で投資事業組合契約を結び、

同年１２月２０日、当社はＧ社に対して２億８３５０万円を出資金の名目で送金しています。 

   Ｆ社の返済資金として不足する３１５０万円（３億１５００万円－２億８３５０万円）は、同

年１２月２０日、Ａ社からＧ社に対し、預り金の返金（前記①参照）として、送金されています。 

   同年１２月２０日、Ｇ社からＦ社に３億１５００万円が送金され、Ｆ社から個人Ａに対して３

億１５００万円が返済されました。 

 

③ 当社とＨ社との間のＡＰ契約を通じて、Ｇ社投資事業組合の出資金の返金として当社に還流

していることの経緯 
 



Ｄ社とＨ社は、平成１８年３月３０日に韓国ＡＰの地位譲渡契約を締結し、同日、当社とＨ社

が新たにＡＰ契約を締結しております。また、契約に先立つ平成１８年３月２８日、Ｈ社からＤ

社に対して譲渡代金の３億１５００万円が送金され、同日中にＤ社からＦ社へ３億１５００万円

の借入金が返済され、その金額のうち２億８５００万円がＧ社を経由して当社へ返金されており

ます。 
 

前記①および②の取引において、Ｄ社に資金を貸付けたＦ社は、決算期が３月であったため、

平成１８年３月末日までには、Ｄ社への貸付金やＧ社の投資事業組合等の取引関係を清算する必

要がありました。また、当社においても、Ｇ社投資事業組合投資契約を処理しておく必要があり、

早急に韓国ＡＰ権の転売先を見つける必要がありました。そこで、Ｋ氏はＩ社社長に相談し、Ｉ

社の関連会社であるＨ社を韓国ＡＰ権の譲渡先と決定しました。 
 
当社は、Ｉ社の関連会社のＪ社からＪ社の経営するインターネットカフェ２店舗（以下、「Ｊ社

店舗」という）の内部造作物を購入し、同時に、Ｉ社からＪ社店舗の転貸借を受け、この店舗と

造作を一緒にして、Ｊ社にリースバックするという取引（以下「リースバック」という。）を行い、

同年３月２８日、当社はＪ社に対し、店舗造作物等売買の内金として３億２０００万円を支払っ

ています。さらに、当社はＪ社に対し、同年４月１０日に１億円、同年５月１０日に５５２３万

円を店舗造作物および敷金の名目で支払いました。合計で４億７５２３万円になります。 

 Ｈ社とＪ社はともにＩ社の関連会社であり、代表取締役も同一人物であることから、同年３月

２８日に当社がＪ社に支払った３億２０００万円のうち３億１５００万円がＨ社に送金され、同

年３月２８日にＨ社からＤ社に韓国ＡＰ権の譲渡代金として送金されました。 
 平成１８年３月２８日、Ｄ社からＦ社に対して３億１５００万円が送金され、翌日、Ｆ社に着

金しています。 
そして、平成１８年３月２９日、Ｆ社からＧ社に対して３億１５００万円が送金され、Ｇ社は、

同日中に、当社に対して２億８３５０万円を、Ａ社に対して３１５０万円の出資金の返還をして

います。これで、平成１７年１２月２０日の当社からＧ社投資事業組合に対する出資金について

返還が完了しました。なお、Ａ社は、Ｇ社の返還金３１５０万円のうち、５００万円を差し引い

て、残りの２６５０万円を当社に預かり金返金名目で戻しています。 

 

④ 当社からＪ社への貸付 
平成１８年５月３１日、当社は、Ｋ社に対し、金銭の交付日を平成１８年５月３０日として、

３億６０００万円を、弁済期同年１０月３１日として、金銭消費貸借契約を結んでいます。この

金額のうち３億３１５０万円はＪ社への貸付けに回っております。 
前記③のとおり、同年５月１０日までに３回に分けて、当社はＪ社に対し、Ｊ社店舗造作物売

買等の代金として４億７５２３万円を支払っています。この資金のうち、３億１５００万円は、

Ｊ社からＨ社に流れ、韓国ＡＰ権の譲渡代金としてＤ社に支払われております。その結果、Ｊ社

は、Ｊ社店舗造作のリースバックを行ったにもかかわらず、同社の資金繰りに寄与した金額は１

億６０２３万円となり、同社が当初想定した金額に及びませんでした。そこで、当社は、Ｊ社の

資金繰りのために、当社から資金を融通する必要がありました。 

そこで、平成１８年５月３０日、当社はＫ社に対して３億６０００万円を貸付け、同年５月３

０日頃、Ｋ社からＭ社へ工事代金として３億５０００万円を支払い、同年５月３１日、Ｍ社はＪ



社に対して３億１５００万円を貸し付けております。 
Ｍ社とＪ社の間の契約書が当社の内部資料として存在し、当社使用の契約書と同一形式のもの

を使っている形跡があることなどからすれば、この資金の流れに、当社が主体的に関与していた

ことは否めません。 
 

  当社としては、Ｉ社が平成１８年１１月に民事再生手続を申立てたこともあり、Ｊ社店舗資産

の評価減とともに未回収のリース分は平成１９年４月期下期に特別損失として計上しています。

また、前述のとおり、当社はＪ社との間でリースバック契約を締結していましたが、結局、当社

はＪ社から平成１８年５月から８月分まで月額１２９７万円余り、合計５１９１万２３３６円の

支払いを受けたところで、支払が停止しました。 

 

⑤ Ｈ社からＮ社への韓国ＡＰ権の再譲渡によるＫ社への貸付金の回収 

 

平成１８年１１月１７日、Ｈ社からＮ社へ韓国ＡＰ権を再譲渡しております。当時、当社にお

いても韓国語の説明資料を準備していたことや、同年４月頃から９月頃まで、Ｈ社が実際に韓国

ＡＰを展開するために、当社においても韓国への視察や説明会を行うなどしていたこと、平成１

８年６月１３日付けで、Ｈ社社長から韓国での事業について積極的な取り組みの要請とともに、

同年１０月までには１号店の出店を望む旨の内容の書面が存在すること等、韓国での出店を探る

動きはありましたが、出店計画が具体的化するまではいきませんでした。 

  このような状況下において、同年１１月頃、Ｋ氏は、Ｉ社が経営難に陥ったことを聞きました。

このままではＩ社の関連会社であるＨ社が韓国で事業展開を図ることが難しい上に、Ｈ社がＩ社

に連鎖して倒産という自体になれば、売上として計上している韓国ＡＰ権について監査法人から

指摘があるおそれがあったこと等の事情から、早急に新たな韓国ＡＰ権の転売先を探す必要が生

じました。 

  そのため、Ｋ氏は、海外でのビジネス事情に詳しいＯ社社長に相談し、韓国ＡＰとなってもら

う承諾を得ました。もっとも、早急な話であるため、Ｏ社は、権利金の買付資金が用意できない

ということになり、当社内で検討の上、当社の預金を担保にして、Ｏ社が資金調達することにし

ました。 

後述しますが、監査法人からはこのような方法による過去の売上計上は認められないという指

摘を受けて、平成１８年１０月の中間期決算において、韓国ＡＰ権については、３億円を事業改

革損の一部として特別損失に計上しています。 

  同年１１月１６日、当社は、Ｘ銀行のＹ支店に３億２０００万円の定期預金を担保に差し入れ、

平成１８年１１月１７日、Ｏ社は、Ｘ銀行Ｙ支店から、３億１５００万円の融資を受けました。 

そして、平成１８年１１月１７日、Ｈ社からＯ社に対して、譲渡対価を３億円（税抜）として、

韓国ＡＰの地位譲渡契約が締結されました。同日付で、当社とＯ社との間においても、韓国ＡＰ

の認定契約を結びました。 

  通常であれば、Ｈ社からＯ社への韓国ＡＰの地位譲渡契約に従って、３億１５００万円の代金

は、Ｈ社とＯ社の間で小切手による決済の形態をとり、平成１８年１１月１７日付けで、Ｏ社は

Ｊ社名義でＭ社へ３億１５００万円を送金しました。Ｍ社からＪ社に対する貸付金の回収が完了

したことになります。 

  この資金は、Ｋ社を介して当社へ返金されています。そして、平成１８年１１月２４日にＫ社



から３億６０００万円送金され、平成１８年５月３１日の当社からＫ社への３億６０００万円の

貸付金の返済が完了したことになります。 
また、平成１８年１１月２４日付けの当社がＫ社に宛てた完済確認書が存在し、捺印はありま

せんが、その確認書と同じ書式や体裁で作られた、Ｍ社からＪ社に宛てた、平成１８年５月３１

日の金銭消費貸借契約に基づく３億１５００万円の貸付に対する完済確認書が当社の内部資料と

して存在したことから、この一連の取引についても当社の意向が働いたことは否めません。 

 

⑥ 当社による韓国ＡＰ権の買戻し（Ｏ社との韓国ＡＰ契約の解消） 

 

平成１９年２月２１日、停止条件付きで、当社とＯ社は韓国ＡＰ契約を解消しております。 
 
Ｏ社と韓国ＡＰ契約を締結した後、当社内部で、Ｋ氏に対して一部の取締役から上記のような

韓国ＡＰ権を巡る不自然な資金の流れについて反発の動きがあったことや、監査法人から「出店

実績も出店計画も無く財務状況の良くないＡＰ」を整理すべきとの指導があり、各取引を合意解

約することになりました。そして、当社がＸ銀行Ｙ支店に担保として差し入れている３億２００

０万円の担保解除を条件に、当社とＯ社の間で韓国ＡＰ契約の合意解除の「覚書」を締結し、平

成１９年３月３１日までに合意解除をすることにしました。同年４月１１日、担保である３億２

０００万円のうち、３億１５００万円については、Ｏ社に返金し、５００万円は当社に振り込む

という処理になっています。 

 
⑦ 韓国ＡＰ権取引についての評価 

ア Ｄ社から受領した権利金について、当社では、当社第５期（平成１８年４月期）上期のＦＣ

売上に計上していますが、売上を訂正いたします。 
 

Ｄ社が当社に支払った３億１５００万円の権利金は、Ｆ社からの貸付資金が原資となっていま

す。ところが、当社は、平成１７年１０月３１日に手数料として６３００万円をＦ社に、平成１

７年１２月２０日には２億８３５０万円をＧ社を通じてＦ社に戻していることが認められます。 

Ｄ社は、中部地域でスープカレー心の出店実績がある会社ですが、平成１７年１０月末時点に

おいて、韓国に１００店舗の展開が可能であるほどの資金力やノウハウ、人脈があったことを示

す資料はありません。 

 さらに、韓国ＡＰ展開の経緯をみると、平成１７年９月当時において、当社において韓国展開

の具体的な準備を進めていたことを裏付けるような資料はありません。韓国向けの資料について

は、平成１７年１０月３０日の契約以後に作成されたことが認められます。当社とＥ社という韓

国ＡＰの候補先との交渉が先行し、３億という権利金の金額や１００店舗という出店枠の設定自

体も、具体的な市場調査等に裏付けられたものではなく、単純な人口比較から概算して決定した

ものでした。つまり、ＡＰに対してＦＣ本部としての「役務の提供」が出来る状態ではなかった

ことは否めません。 

 韓国ＡＰの候補先として、突然Ｄ社の名前が出てきたのは、１０月末頃に韓国ＡＰの候補先で

あったＥ社との交渉が頓挫したことを契機としており、そもそも韓国ＡＰの候補先であったとは

認められず、むしろ暫定的名目的な候補先として突然名前が浮上してきたものという印象を受け

ます。当然のことながら、Ｄ社が韓国で出店したという事実もありません。 



当社の担当者であるＮ氏が社内的には韓国案件が決まりそうだという報告を上げていたことか

らすれば、当社においては、四半期末を控え売上を大きく下方修正する要因はできる限り避けた

いという状況にあったことも推認できます。この点、Ｄ社とのＡＰ契約は、平成１７年１０月３

０日であり、期末に行われていることは明らかです。 

上記のような事情を総合すると、そもそも、ＡＰ権の設定をするにあたって、当社において、

韓国でのフランチャイズの展開を具体的に可能とする「役務の提供の完了」ができるような客観

的状況になかったことは明らかです。しかも、Ｄ社は一時的に名目的に購入者となっただけであ

り、自らが韓国ＡＰとして権利を行使する具体的な意思があったとは到底認められません。 

したがって、Ｄ社との韓国ＡＰ契約は実体の伴わないものであって、Ｄ社からの権利金を当社

の売上として計上することは、不適切であったと言わざるを得ません。 
 

イ 上記のとおり、Ｄ社からの売上計上は認められず、受領した３億１５００万円は前受金とし

て処理すべきものでした。そうなると、Ｄ社がＨ社に地位譲渡した時点で、収益として認識

できれば、売上として処理すべきことになります。 
 

しかし、Ｈ社が譲り受けた時点であっても、売上として評価することはできないと認められま

す。Ｈ社については、確かに、地位譲渡があった平成１８年３月以降、韓国での事業展開を図る

ための動きは確かにありました。 

もっとも、それが具体化するまでには至らず、出店もされていないこと、Ｈ社が韓国において

事業展開を図れるほどの資金力はありませんでした。 

また、権利金についても、３億２０００万円の資金が当社から流れて、翌日には当社に２億８

３５０万円が戻されていることからすれば、ＡＰ権を転売する事は、Ｄ社への資金付けスキーム

を解消する事が目的でありました。 

このような事情をみると、Ｈ社についても、一時的に名目上のＡＰとなっただけで、Ｄ社から

Ｈ社へＡＰ権が転売されたとしても売上として計上できる余地はありませんでした。 
    

ウ Ｉ社に韓国ＡＰとして権利を行使する意思は認められないこと 
 

そこで、最後に、Ｉ社がＨ社から韓国ＡＰの地位を譲り受けた時点で売上として計上すべきで

あったかどうかということになりますが、この点、現在の当社の帳簿上も、売上として計上され

ておりませんので、売上計上を検討する必要性もないと思われます。 

 

 上記のように、韓国エリアをめぐる一連の取引については、一部取引については意図的になさ

れている形跡があるものの、一連の取引全体が計画性をもってなされたものではなく、Ｄ社の不

適切な売上計上を処理するために、転々と地位譲渡を繰り返したものでありました。 
 

当然ながら、Ｃ社、Ｈ社、Ｉ社いずれにも韓国ＡＰとして権利を行使する意思がなかったもの

であり、かつ、何ら具体化されていない韓国ＡＰ権の権利金を売上として計上すること自体が不

適切でありました。 

ただし、この３億円（税抜き、以下同じ）は、監査法人と相談して、当社の第６期（平成１９

年４月期）上期に事業改革損として特別損失に計上していますが、その期末仕訳において３億円



の売上高を一旦取消し、「返品調整引当金」勘定を経由して前受金をたて、当該売上取消しの事実

を特別損失としています。 
 
（借方）売上高３億円／（貸方）返品調整引当金３億円 
（借方）返品調整引当金３億円／（貸方）前受金３億円 
（借方）特別損失３億円／（貸方）売上高３億円 
 
ここで、一旦売上を取消した上で、当該売上取消しの事実を「返品調整引当金」勘定を経由さ

せて、前期損益修正損ではなく、事業改革損として表示変更したことには、取引を精査した上で、

特別な理由があったかと思われますが、当時の監査法人から事情聴取の協力が得られず、その理

由を考慮できませんでしたが、今回の調査によって、そもそも売上として計上できる取引ではな

かったと判断し計上期に遡って売上を取消します。 
 
第５ スープカレー「心」千葉ＡＰの取引について 

 

（１）評価 

当社は、平成１８年４月２７日に、当社とＦＩ社との間で千葉ＡＰ契約が締結され、権利金と

して当社が受領した４５００万円（税抜）を第５期（平成１８年４月期）下期のＦＣ売上として

計上されておりますが、下記のとおり、売上として計上することは不適切であったと判断します。 
当時の当社の営業担当はＦＣ事業部副事業部長のＳＤ氏でした。 
 
（２）根拠    
千葉エリアでは、当初他の会社がＡＰ候補先となっていましたが、資金繰りがつかず、その話

が流れた時に、ＦＩ社が関東においてＦＣ展開に興味があるということで営業を行いました。と

ころが、ＦＩ社としては、資金が無いので断ったところ、当社から資金は何とかするという約束

で、平成１８年４月２７日、当社とＦＩ社の間で、千葉ＡＰ契約が締結され、平成１８年４月２

８日、ＦＩ社から当社に４４１０万円（税込）が振り込まれました。 
 上記資金は、平成１８年３月１５日に当社からＳＯ社に出した厨房器具の製造、設置に関する

請負契約に基づき、平成１８年４月２８日に当社から支払われた４５００万円が原資となってい

ます。 
   
 もともとの権利金の資金源は当社であり、ＳＯ社からＦＩ社に対して資金が還流されていたも

ので、千葉ＡＰの解約と同時に資金が当社に返金されました。そもそもＳＯ社が請負を行った実

績はない旨の記載がある当社とＳＯ社との間の覚書が存在したこと、当初の請負契約の記載内容

自体極めて不合理であること、当社の側にも成果物を示す資料は一切ないことなどからして、当

社とＳＯ社との間の請負契約は、ＦＩ社に資金付けするための単なる名目上のものでありました。 

 上記から、ＦＩ社に対し、当社が「役務の提供の完了」をしたと評価できるはずもなく、権利

金自体実質上当社が準備したに等しいものであって、それも、貸金ではなく帳簿上は一見しても

分かりにくいような請負代金の支払いの体裁を取っているなどの事情に照らすと、「対価の成立」

も認められません。 
 



当時、監査法人から「出店実績も出店計画も無く財務状況の良くないＡＰ」を整理すべきとの

指導を受け、関連する取引の合意解約をすることになりました。平成１８年１２月２１日、当社

とＦＩ社の間で千葉ＡＰ契約の「合意解約覚書」を締結し、同月２２日、４４１０万円をＦＩ社

に送金しました。その後、その資金はＳＯ社に渡り、平成１８年１２月３１日付で、上記ＳＯ社

との請負契約が終了したことの覚書を結び、平成１９年１月１２日、ＳＯ社から当社に４５００

万円が振り込まれました。 
したがって、千葉ＡＰの権利金を、当社第５期（平成１８年４月期）下期のＦＣ売上に計上す

ることは不適切であったと認められます。 
ただし、この４２００万円（税抜き、以下同じ）は、監査法人と相談して、当社の第６期（平

成１９年４月期）上期に事業改革損として特別損失に計上していますが、その期末仕訳において

４２００万円の売上を一旦取消し、未払金をたて、当該売上取消しの事実を特別損失としていま

す。 
 
（借方）売上高４２００万円／（貸方）未払金４２００万円 
（借方）事業改革損４２００万円／（貸方）売上高４２００万円 
 
ここで、一旦売上を取消した上で、当該売上取消しの事実を前期損益修正損ではなく、事業改

革損として表示変更したことには、取引を精査し特別な理由があったかと思われますが、当時の

監査法人から事情聴取の協力が得られず、その理由を考慮できませんでしたが、今回の調査によ

って、そもそも売上として計上できる取引ではなかったと判断し、計上期に遡って売上を取り消

します。 

 

第６ スープカレー「心」北関東（群馬、栃木、茨城）ＡＰの取引について 

 

（１）評価 

 当社は、平成１８年７月２８日に、当社とＳＰ社との間で北関東ＡＰ契約が締結され、権利金

として当社が受領した６０００万円（税抜）を第６期（平成１９年４月期）上期のＦＣ売上とし

て計上されておりますが、下記のとおり、売上として計上することは不適切であったと判断しま

す。 
  平成１８年６月頃、当社の営業担当者はＦＣ事業部副事業部長のＳＤ氏でした。 
 
（２） 根拠 
北関東ＡＰの候補先として、ＳＰ社に営業をしていました。当初、ＳＰ社は、ＡＰについて前

向きに興味をもっていましたが、買付資金の問題やスープカレー事業という業態に疑問があった

ことから、思うように話が進みませんでした。 

   ＳＰ社に対しては、直接に資金付けするのではなく、ＴＰ社を介してＳＰ社に資金付けをしま

した。 

   当社は、ＴＰ社との間で、外食店舗向けポータルサイトの構築を委託内容として、委託報酬３

８００万円（税別）とする業務委託契約を締結し、平成１８年７月２８日、３９９０万円（税込）

を支払いました。  

   その後、平成１８年７月２８日以降、３１日までの間で、６３００万円相当の金額がＴＰ社か



らＳＰ社に送金されていました。ＴＰ社からＳＰ社に対する平成１８年７月３１日付けの６３０

０万円の金銭消費貸借契約書（捺印のないもの）のドラフトが当社の内部資料としてあり、ＳＰ

社に確認したところ、ＴＰ社と金銭消費貸借契約をしており、平成１８年７月中にＴＰ社からＳ

Ｐ社に対して送金をしていました。 

   なお、この点に関し、平成１８年９月２９日に当社からＧＳ社に対する４０００万円の金銭消

費貸借契約に基づいて、１０月２日に４０００万円が支払われていますが、ＧＳ社がＴＰ社に対

して４０００万円を貸し付ける旨の金銭消費貸借契約書（捺印のないもの）のドラフトが当社に

あり、この４０００万円はＴＰ社の資金繰りを補填するため、当社がＧＳ社を通じてＴＰ社に対

して事後的に資金を融通したものでした。 
    

   その後、平成１８年１２月２２日、当社との間で、契約の合意解約を行い、この返金処理は、

第６期（平成１９年４月期）上期の特別損失に計上しています。 

    

  

当時、監査法人から「出店実績も出店計画も無く財務状況の良くないＡＰ」を整理すべきとの

指導を受け、関連する取引の合意解約をすることになりました。平成１８年１２月２２日、当社

とＳＰ社の間で北関東ＡＰ契約の「合意解約覚書」を締結し、同日、６３００万円を返金してい

ます。もっとも、北関東ＡＰの解約に伴い、当社・ＴＰ社間のシステム開発業務委託契約につい

ても清算する必要がありましたが、ＴＰ社に全額の返還交渉を行ったところ、役務の提供も行っ

ていたことから、２１００万円のみが返金されることになりました。また、当社からＧＳ社に対

する金銭消費貸借契約は、貸付時期も金額もＡＰ権との関連性が認められない金銭消費貸借契約

であり、平成１９年１１月３０日までに分割で返済されています。 
 
以上の通り、ＳＰ社は権利金以外の資金面も不安であったことからＡＰ事業を断念していたこ

とが伺われ、平成１８年７月の契約時点で具体的に権利を行使する意思もなく、権利金も当社が

積極的に支出・支援したことが確認される上、当社も「役務の提供を完了」したという状況がな

いため、北関東ＡＰの権利金を平成１９年４月期の売上として計上として計上することは、不適

切であったと認められます。 
ただし、この６０００万円（税抜き、以下同じ）は、監査法人と相談して、当社の第６期（平

成１９年４月期）上期に事業改革損として特別損失に計上していますが、その期末仕訳において

６０００万円の売上を一旦取消し、未払金をたて、当該売上取消しの事実を特別損失としていま

す。 
 
（借方）売上高６０００万円／（貸方）未払金６０００万円 
（借方）事業改革損６０００万円／（貸方）売上高６０００万円 
 
ここで、一旦売上を取消した上で、当該売上取消しの事実を前期損益修正損ではなく、事業改

革損として表示変更したことには、取引を精査し特別な理由があったかと思われますが、当時の

監査法人から事情聴取の協力が得られず、その理由を考慮できませんでしたが、今回の調査によ

って、そもそも売上として計上できる取引ではなかったと判断し、計上期に遡って売上を取り消

します。 



 

第７ スープカレー「心」阪奈和ＡＰに関する一連の取引について 

  
（１）評価 

当社は、平成１７年７月２９日に、ＳＮ社の子会社であるＳＮＧ社との間で、スープカレー「心」

の阪奈和ＡＰ権利金１億２０００万円（税抜）の認定契約を締結し、平成１７年９月２０日に、

ＳＮ社との間で、人事評価制度構築及び運用支援のコンサルティング業務委託契約４０００万円

（税抜）を締結し、平成１７年１０月２７日に、ＳＮ社との間で、「岩盤浴」に関するコンサルテ

ィング業務委託契約３０００万円（税抜）を締結し、また、平成１８年１月３１日に、ＳＮ社と

の間で、スープカレー「心」フランチャイズチェーン加盟契約３０００万円（税抜）を締結し、

当社の平成１８年４月期上期の売上として計上いたしました。 
ところが、上記の取引を売上として計上することは不適切であったと判断します。 

  

（２）根拠 

① 阪奈和ＡＰ契約 
 
当時、当社の阪奈和エリアの営業担当は、ＦＣ事業部副事業部長のＳＤ氏でした。 
従前より、大阪地区の出店店舗の内装工事はＳＮ社に依頼しており、阪奈和地区のＡＰ権利の

営業をＳＮ社に対し行っていましたが、資金的な面から断られ、頓挫しておりました。 
 経理担当のＭ氏と相談し、工事代金の前払い（建設仮勘定）という処理方法があることを知り、

Ｋ氏がＳＤ氏に、ＳＮ社を説得させるように指示をしました。 
ＳＮ社としては、内装工事が受注できること、資金は当社が負担すること等を総合的に判断し

た結果、ＳＮ社の子会社であるＳＮＧ社と当社で契約を締結しました。 
 平成１７年７月２０日付で、出店予定の６店舗の内装工事の着手金として合計１億４０００万

円（風月さいたま新都心店２５００万円、風月佐野店２５００万円、風月三田店３０００万円、

心南柏店２０００万円、心本町店２０００万円、心戎橋店２０００万円）を支払う契約を締結し、

同月２８日に１億４０００万円をＳＮ社に送金しました。 
 平成１７年７月２９日、ＳＮ社から、阪奈和ＡＰの権利金として１億２６００万円の入金があ

りました。 
 この取引は、当社が資金付けをした売上なので、売上を計上記に遡って取り消します。 

 
② 東京都下（２３区外）ＡＰ契約 
 
平成１８年４月に、兵庫ＡＰのＭＫ社から阪奈和でＡＰとして事業展開したいと申し出があり、

阪奈和ＡＰ権をＭＫ社に譲渡することで、上記①で取り消した 1 億２０００万円（税抜）の売上
を当社の第 5期（平成１８年４月期）下期に計上しなおします。 
しかしながら、阪奈和ＡＰの権利はＳＮＧ社へ売却しております。（その権利金は、当社が資金

付けをしており、実質的に権利の移動を伴わない売上でした。） 
当社として、形式上、売上に計上するのにはＭＫ社から当社に入金してもらう必要がありまし

た。 
その為に、ＳＮＧ社には阪奈和ＡＰを当社に返品したことにして、当社が返品の対価１億２６



００万円を返金し、その代わりに、東京都下ＡＰ契約を結ぶために１億２６００万円をＳＮ社か

ら当社に振り込んでもらっています。 
こうしたことから、東京都下ＡＰ取引についても売上に計上できる取引ではありませんでした。 

 
③ ＦＣジー加盟売上とコンサルティング契約について 
 
平成１８年１月３０日、ＦＣチェーン加盟金として、３０００万円（税抜）、平成１７年９月２

０日、コンサルティング業務（人事評価制度構築、運用支援）委託契約として、３０００万円（税

抜）、平成１７年１０月２７日、「岩盤浴」に関するコンサルティング業務委託契約として、４０

００万円（税抜）の売上を計上しております。 
これらの３つの合計金額 1 億円（税抜）は、当社からＳＮ社に、工事代金と古民家材として支
払ったうちの水増し分が原資となっております。 
したがって、これらの売上については、売上として計上できるものではありませんでした。 

 
 

第８ 不適切な会計処理の修正について 
 
 当委員会は、上記に記載の通りの方針で、過年度の不適切な会計処理を訂正すべきとの結論に

至りました。かかる結果を受け、当委員会が算定した、各事業年度における当社財務諸表への影

響額は以下の通りです。 
 修正項目については第 1「報告内容の要約」をご参照下さい。 
 

（単位：千円） 
連結 単体  

訂正前 訂正後 影響額 訂正前 訂正後 影響額 
売上高 1,812,845 1,347,845 △465,000 1,778,044 1,313,044 △465,000 
営業利益 56,632 △346,722 △403,355 57,862 △345,492 △403,355 
経常利益 30,563 △372,791 △403,355 37,263 △366,091 △403,355 
当期純利益 4,529 △533,543 △538,072 11,013 △527,059 △538,072 
純資産 1,243,031 704,958 △538,072 1,246,870 708,798 △538,072 

平成 17年 
10月期 

総資産 3,334,843 3,100,828 △234,014 3,329,552 3,095,538 △234,014 
売上高 4,022,793 3,415,793 △607,000 3,902,281 3,295,281 △607,000 
営業利益 283,629 △282,722 △566,351 338,191 △228,160 △566,351 
経常利益 251,646 △314,704 △566,351 310,712 △255,638 △566,351 
当期純利益 73,667 △592,409 △666,076 125,073 △541,002 △666,076 
純資産 1,330,354 664,277 △666,076 1,360,931 694,854 △666,076 

平成 18年 
4月期 

総資産 3,513,397 3,234,320 △279,076 3,451,105 3,172,029 △279,076 
売上高 1,590,311 1,530,311 △60,000 1,590,311 1,530,311 △60,000 
営業利益 △195,655 △253,035 △57,380 △197,118 △254,499 △57,380 
経常利益 △216,986 △274,367 △57,380 △198,476 △255,857 △57,380 
当期純利益 △1,265,320 △764,790 500,530 △1,246,531 △746,000 500,530 
純資産 50,534 △115,011 △165,546 114,605 △50,940 △165,546 

平成 18年 
10月期 

総資産 2,812,301 2,646,755 △165,546 2,873,559 2,708,013 △165,546 
売上高 2,671,671 2,611,671 △60,000 2,671,671 2,611,671 △60,000 
営業利益 △571,135 △625,992 △54,856 △571,794 △626,651 △54,856 
経常利益 △647,124 △701,981 △54,856 △623,683 △678,540 △54,856 
当期純利益 △2,676,582 △2,010,505 666,076 △2,686,899 △2,020,822 666,076 
純資産 147,278 147,278 0 182,237 182,237 0 

平成 19年 
4月期 

総資産 2,521,243 2,521,243 0 2,553,389 2,553,389 0 



売上高 1,227,049 1,227,049 0 911,488 911,488 0 
営業利益 △212,561 △212,561 0 △207,960 △207,960 0 
経常利益 △223,941 △223,941 0 △214,021 △214,021 0 
当期純利益 △98,378 △98,378 0 △121,482 △121,482 0 
純資産 89,038 89,038 0 60,754 60,754 0 

平成 19年 
10月期 

総資産 2,391,427 2,391,427 0 1,930,221 1,930,221 0 

（注） 

4. 訂正前及び訂正後の各利益の△表示は、損失を表しています。 

5. 金額については、千円未満を切り捨てて表示しています。 

6. 純資産については、平成 17年 10月期及び平成 18年 4月期は「資本合計」に「少数株主持分」を加算し

て表示しています。 

 4.  平成 19年 10月期については、貸借対照表科目のみの修正です。 

 

 

第９ 不適切な会計処理の原因と再発防止 

 

１ 不適切な会計処理の原因について 

 

従来フランチャイズ運営者がフランチャイズ加盟者から徴収する加盟金については、その収益

の認識時期において明確な指針等はなく、特に契約に返還義務のない旨の記載がある場合には、

入金基準で計上するのが一般的であったところ、実際には出店に至らないケースも多く、加盟者

からのクレーム等により加盟金の返還や買取りが数多く発生した状況から、平成１７年５月期に

業界大手企業が加盟金の売上計上について入金基準から出店基準に変更、他社も同時期に同様の

会計処理の変更を行いました。 

このような状況下において、当時の当社の会計基準自体に問題があったとまでは言い切れませ

んが、今回の調査により会計処理に問題があると判断した韓国、千葉、静岡、北関東、阪奈和Ａ

Ｐ契約及びそれに関する取引については、収益認識時期といった会計基準の問題以前に、経済合

理性の観点から売上として計上すること自体が会計処理として不適切であるという事案であった

と評価できます。 

このような取引を行った背景には、当初公表した経営計画上の売上計画の実現を過度に重視し

すぎたために、売上至上主義ともいうべき営業手法に傾倒したコンプライアンス意識の欠如、監

視・監督体制の不備等の原因があると考えられます。 

具体的には、ＡＰ権の営業方法について役員や現場担当者のコンプライアンス意識の問題もあ

ったことは否定できません。 

 

２ 再発防止策について 

 

（１）経営陣の刷新 

当社において、前代表取締役は、平成２０年３月７日をもって代表取締役を退任し、同年５月

の株主総会をもって当社役員を退任しており、それに伴って、経営陣の刷新を既に行っておりま

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ことに

よって、「事業の選択と集中」を基本コンセプトにした事業再建を既に始めております。現在は不

採算店の閉鎖に注力しており、過度の売上至上主義に流れるような経営方針は採っておりません。 



当然ながら、当社の資金を相手方に回して当社が売上を計上するというような経済的な余裕も

ありません。 

また、本件で問題となったＡＰ契約については、出店基準に変更になっており、権利金を形だ

けでも受領すれば名目上の売上が認められるというような余地はありません。 

 

（２）内部統制システムの強化とコンプライアンス意識の向上 

当社内での意思決定方法については、責任を明確化した社内基準を規定した上で、その決裁手

続の遵守、報告手続を徹底することや、取引記録の管理・保存体制を整えるなど、内部統制の整

備をすすめることが重要であると考えます。 

また、コンプライアンス意識の向上については、役員、従業員を問わず、社内倫理規定を作成

し、外部講師による研修や、社内研修をすすめること、懲戒に関する規定を見直すことなどが考

えられます。 

 今後はこのような事態が二度と発生しないよう、コンプライアンス重視の経営に全力で取り組

むのはもちろんのこと、収益の認識に当たってはより保守的な立場に立って臨む必要がある事を、

経営者及び従業員に周知徹底する必要があるものと考えられます。 

特に、取締役会を活性化するためには、取締役会議事録に、出席役員の発言内容を議事にそっ

て議事録に盛り込むことも効果的と思料します。 

  
第１４ 最後に 

  

 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、当社が上場企業にふさわ

しい内部統制システムを整備した上で、コンプライアンスに対する全役員、従業員の意識改革を

行い、株主及び投資家並びに各取引先を始めとした社会全体に対しての信頼回復に真摯に取り組

んでいく必要があるものと考えています。 

以上 

 

 

 

 

 


