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平成25年９月27日 

各 位 

会 社 名 株式会社クリーク･アンド･リバー社 

代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 井 川  幸 広 

        （コード番号 ４７６３ ＪＡＳＤＡＱ市場） 

問 合 せ 先 取 締 役  経 営 企 画 グ ル ー プ 

グループマネージャー 黒崎  淳 

   （ＴＥＬ：０３－４５５０－０００８） 

 

 

当社連結子会社における不適切な取引及び会計処理に関する内部調査報告について 

 

 

当社は、平成25年８月30日付にて「当社連結子会社における不適切な取引及び会計処理に関する

お知らせ」を公表し、当社代表取締役を委員長とし、外部専門家（弁護士及び公認会計士）を委員に

加えた内部調査委員会を設置し、当社連結子会社である株式会社リーディング・エッジ社（以下、「LE

社」という）における不適切な取引につき、事実関係の究明を行うとともに今後の対策を検討してま

いりました。この度、内部調査委員会より、本日付で調査報告書を受領しましたので、その内容、連

結業績への影響及び、社内処分も含めた今後の対応等につきまして、下記の通りご報告させていただ

きます。 

 

また、平成26年２月期第２四半期決算短信に関しましては、必要な手続きを行った上で、平成25

年10月10日に開示を行う予定です。また、四半期報告書に関しましては、平成25年10月11日に

提出を行う予定です。併せて、過年度における決算短信並びに有価証券報告書等に関しましても、開

示・提出を予定しております。 

 

なお、当社をはじめとし、基幹事業は堅調に推移しており、現時点で期初発表しました当期連結業

績予想の修正は予定しておりません。 

株主及び取引先の皆さまをはじめ関係者の皆さまには、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしま

したことを、心より深くお詫び申し上げます。 

 

 

記 

 

 

１．内部調査委員会報告書により確認された事実の概要 

調査の対象となる取引を確定するにあたり、当社グループ全体の取引を精査する必要性を検討し、

不適切な取引に関与した疑いが生じた LE 社 EC マーケティング事業部の全ての顧客並びに下請・委

託業者等の取引先と、LE社の他の事業部及びLE社以外の当社グループ各社の全ての取引先の照合作

業を行い、これらに重複がないことを確認しました。その上で、LE社 ECマーケティング事業部が関

わった全取引の調査を行い、その結果循環取引を含む架空取引を識別しました。過去の連結財務諸表

作成時においては、上記の事実が認識されておらず、適切な会計処理がなされておりませんでした。

事実の詳細は、添付資料「内部調査委員会報告書」に記載の通りです。 
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２．連結業績への影響 

調査により判明した不適切な取引の事実を反映させたことによる連結業績への影響額は、以下の通

りです。 

（単位：百万円） 

  訂正前 訂正後 影響額 

売上高 

営業利益 

経常利益 

当期純利益 

15,783 

675 

729 

253 

15,458 

637 

690 

156 

△324 

△38 

△38 

△97 

平成24年２月期 

通期 

総資産 

純資産 

5,957 

3,613 

5,752 

3,446 

△205 

△167 

売上高 

営業利益 

経常利益 

当期純利益 

18,998 

1,045 

1,089 

471 

17,532 

989 

1,033 

366 

△1,466 

△55 

△55 

△104 

平成25年２月期 

通期 

総資産 

純資産 

7,237 

4,100 

6,922 

3,806 

△314 

△293 

売上高 

営業利益 

経常利益 

当期純利益 

4,984 

394 

395 

209 

4,805 

386 

386 

180 

△179 

△8 

△8 

△28 

平成26年２月期 

第１四半期 

総資産 

純資産 

7,524 

4,276 

7,183 

3,954 

△340 

△322 

 

 

なお、当期における影響額は限定的と考えており、前述の通り、平成 25 年４月３日付当社「決算

短信」において発表いたしました、平成26年２月期の連結業績予想に関する修正はありません。 

＜ご参考＞平成26年２月期 連結業績予想                 （単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

第２四半期（累計） 10,000 650 650 300 

通期 20,000 1,200 1,200 550 

 

 

３．本件が発生した原因 

本件が発生した原因につきましては、LE 社におけるコンプライアンス意識の欠如のみならず、LE

社における管理・規律の不備によるものと考えております。また、当社におけるグループ管理体制に

も問題があったものと考えております。詳細は、添付資料「内部調査委員会報告書」の「第３部 原

因分析」に記載の通りです。 

 

 

４．再発防止策の概要 

添付資料「内部調査委員会報告書」の「第４部 再発防止策」に記載の内部調査委員会による提言

を踏まえ、グループを統括する当社が主導し、グループ全体の内部統制機能の向上を図ってまいりま

す。また、今後更に再発防止策の検討を行い、必要な追加を行ってまいります。 

(1) 子会社におけるコンプライアンス規程・意識の周知徹底 

グループ・コンプライアンス・ポリシーの浸透を図るため、各社の事業特性に応じた問題事

例等を研究する機会を設け、子会社役員及び社員のコンプライアンス教育の強化、意識の向上

を図ってまいります。 
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(2) 子会社における与信関連規程の整備・運用の徹底、個々の取引に関するチェック体制の確保 

子会社の規模及び事業形態を踏まえた与信関連規程の見直しを行うとともに、管理監督者に

対する意識付けを徹底してまいります。 

(3) 子会社取締役会・監査役の機能強化 

子会社における取締役会規程の見直しを行うとともに、必要に応じて役員構成の見直しを

行ってまいります。 

(4) 内部監査・モニタリングの機能強化 

子会社における内部監査機能を整備していくとともに、当社における内部統制機能を強化し

てまいります。 

(5) 取締役、監査役、会計監査人及び内部監査部門相互の連携 

これまで以上に監視・監督機能を果たす機関・組織が相互の連携を密にすることで、より効

果的な内部統制機能の改善・強化を図ってまいります。 

 

 

５．社内処分について 

当社は、今回の調査により判明した事実を踏まえ、関係者に対し厳重な処分を行うとともに、グルー

プ統制の観点から、当社役員についても以下の通り処分を行うことを決定いたしました。 

(1) 本件関与者 

現職 処分内容 

LE社 ECマーケティング事業部 執行役員Ａ 懲戒解雇 

（平成25年９月27日付） 

 

(2) LE社役員 

現職 処分内容 

代表取締役社長 辞任 

 

(3) 当社役員 

現職 処分内容 

代表取締役社長 役員報酬30％を３ヵ月減額 

取締役（兼 LE社代表取締役社長） 辞任 

取締役（経営企画グループ 兼 管理グループ担当） 役員報酬10％を３ヵ月減額 

 

 

６．今後の対応及びスケジュール 

当社は、「内部調査委員会報告書」の内容を真摯に受け止め、グループ全体の内部統制機能の向上

を図ってまいります。 

なお、前述の通り、平成 26 年２月期第２四半期決算短信に関しましては、必要な手続きを行った

上で、平成25年10月10日に開示を行う予定です。また、四半期報告書に関しましては、平成25年

10月11日に提出を行う予定です。併せて、過年度における決算短信並びに有価証券報告書等に関し

ましても、開示・提出を予定しております。 

また、本件に伴い必要となる財務上の手当ては全て行う予定ですが、今後関与者等に対する適切な

法的手段を考慮の上、債権回収に向けた努力を尽くしてまいる所存です。 

株主及び取引先の皆さまをはじめ関係者の皆さまには、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしま

したことを、心より深くお詫び申し上げます。 

 

 

以 上 
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内部調査委員会報告書 
 

平成２５年９月２７日 
 

  
            株式会社クリーク・アンド・リバー社内部調査委員会 

 
委員長  井 川 幸 広 
          
委 員  黒 崎  淳 
 
委 員  古 川 建比古 

              
委 員  河 合 弘 之 

 
委 員  太 田  将 
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第１部 調査の概要 
 

１．内部調査委員会設置の経緯及び目的 

 
株式会社クリーク・アンド・リバー社（以下「当社」という。）の連結子会社である

株式会社リーディング・エッジ社（以下「LE 社」という。）EC マーケティング事業部

（以下「EC 事業部」という。）が、株式会社甲（以下「甲社」という。）から受注した

開発委託等の業務の甲社に対する売掛金につき、平成 25 年 4 月末から 5 月末にかけて

合計 3 億 2176 万 2000 円（税込）の支払遅延が発生した（以下「本件売掛金」という。）。

本件売掛金の回収について、LE 社が甲社との交渉にあたっていたが、平成 25 年 5 月

末に本件売掛金に対して一部の弁済（768 万円）が行われたのみで具体的な回収にはつ

ながらない状況にあった。 
こうした状況において、LE 社による甲社に対する裁判上の請求の検討を行うととも

に、当社子会社において 3 億円超という売掛金の回収問題が生じたことに鑑み、グル

ープ管理の観点から内部監査室等の当社関連部署による調査を並行して行った。かか

る調査の中で、LE 社及び甲社間の取引について、取引に関する検収書等の帳票の一部

不備、不自然な支払サイトの設定や売掛金額の推移、担当社員及び LE 社の取引先等の

関係当事者の供述内容等から、甲社及び LE 社間における取引について架空取引・循環

取引の疑いが強まった。 
そこで、本件売掛金が発生した取引のみならず、LE 社及び甲社間における取引全般

（以下「本件甲社取引」という。）並びに本件甲社取引に起因して内部統制の観点から

調査・確認が必要と考えられる事項について、その実態及びその適正性について調査

を行うべく、平成 25 年 8 月 28 日に開催された当社取締役会において、内部調査委員

会（以下「当委員会」という。）を設置することが決議され、当委員会は調査に着手し

た（以下「本件調査」という。）。 
   

２．当委員会の構成 

 

当委員会の構成は以下のとおりである。 

 

委員長  井川幸広（当社代表取締役） 
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委 員  黒崎淳（当社取締役経営企画グループ兼管理グループ担当） 
委 員  古川建比古（当社内部監査室長） 
委 員  河合弘之（弁護士） 
委 員  太田将（公認会計士） 

  ※別途、当委員会により、調査担当補佐の弁護士 3名が選任されている。 

  

   なお、当委員会は、日本弁護士連合会が公表した「企業等不祥事における第三者委

員会ガイドライン」（平成 22 年 7 月 15 日、同年 12 月 17 日改訂）に準拠した形

態とは異なる。 
これは、①上記 1 のとおり、LE 社による売掛債権回収問題を当社において検討・調

査する中で本件調査の端緒が発覚したものであり、その連続性を維持しつつさらに徹

底した調査を行うことが迅速な真相解明につながると判断されたこと、②本件調査開

始前より、本件調査の中心的な調査事項になる LE 社における不適切な取引に主体的に

関与した者が EC 事業部社員１名のみの可能性が高く、かつ、関係当事者も少数である

ことが見込まれたこと、③外部委員（河合弘之弁護士及び太田将会計士）が主として

事実調査・検討を担当し、また、LE 社代表取締役であった当社取締役の本件調査への

関与を遮断する等の適切な情報管理を行うことによって本件調査の適正性及び客観性

を担保できること等を勘案し、上記ガイドラインに沿った第三者のみによって構成さ

れる委員会を設置したうえで調査を行う必要性は必ずしも高くなく、また、社内調査

の結果等を活用し、外部専門家も加えた調査体により調査を進めることが、迅速かつ

適切な調査につながると判断されたことに基づく。 
  

３．調査対象事項 

 
本件調査の対象となる取引を確定するにあたっては、まず、当社グループ全体の取

引を精査する必要性を検討し、①会計監査人により甲社との取引に関する与信管理等

について指摘を受けていた LE 社と異なり、当社グループ全体については、本件調査の

端緒となった本件売掛金の未回収問題のように多額の未回収債権の発生はしておらず、

与信管理の内部基準に従った運用がされていること、また、②EC 事業部のように社員

1 名のみが所属しており実務を担当するという不正行為に対する社員間における相互

抑制の効きにくい構成である部署は当社グループにおいてLE社EC事業部のみである

こと、さらに、③本件甲社取引を担当していた EC 事業部の全ての顧客並びに下請・委

託業者等（以下「下請業者等」という。）の取引先（把握しているこれらの取引担当者

を含む）と LE 社の他の事業部及び LE 社以外の当社グループ各社の全ての取引先の照
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合作業を行い、これらに重複がないこと（すなわち EC 事業部の内部・外部関係者と当

社各グループ各社との間に取引関係がないこと）が確認できたため、本件調査の主た

る対象取引を EC 事業部発足から現在までに担当した全取引（LE 社による顧客からの

受注取引平成 21 年 11 月以降合計 180 件及びこれに伴う LE 社から下請業者等への発

注取引）と確定した。但し、EC 事業部が設置された平成 21 年 11 月から平成 23 年 5
月までの受注取引 92 件については、当社が元請となって LE 社に作業を発注した取引

であり、その受注活動から請求、入金に至るプロセスは当社直轄で適切に管理されて

おり、問題は検出されなかった。 
上記を踏まえ、本件調査において当委員会が調査対象とした事項及び調査の概要は

以下のとおりである。 
 

(1) 本件調査における主たる調査対象となるべき取引を確定する過程における、本件類

似の潜在的危険性を含む当社グループにおける取引の有無に関する調査・検証作業

を行った（上記参照）。 
(2) 上記の基準に従って EC 事業部における本件調査の対象取引を抽出し、その内容（存

在する帳票、売上計上月、取引先、外注先、取引金額、入金の有無）について確認

した。特に、本件調査の端緒となった本件甲社取引について、取引の背景と実態及

び取引内容を詳細に調査・検討した。 
(3) EC 事業部における本件甲社取引と類似する又はその他の内部統制・会計上の問題

点を含む取引事象の有無及び取引内容を詳細に確認した。 
(4) 本件甲社取引及びこれに類似する又はその他の内部統制・会計上の問題点を含む取

引事象（以下「問題取引」という。）について、会計処理の妥当性並びに LE 社及び

当社連結財務諸表等への影響を調査・検討した。 
(5) 問題取引が発生した背景とその原因の分析及び再発防止策の検討を行った。 

 
なお、関係当事者の責任の有無や責任追及等の判断は、本件調査の対象そのものでは

なく、かかる事項については、本件調査の結果をもとに、当社取締役会において真摯に

議論・決定し、公正かつ適切に対処されるべきと考える。また、同様に、LE 社単体財

務諸表及び当社連結財務諸表について訂正が必要な場合における訂正内容については、

会計監査人との協議をもとに別途有価証券報告書等の訂正報告書の提出を行うことと

なる。 
 

４．本件調査の方法 
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上記 3.で述べた調査対象事項を前提に、本件調査において当委員会が実施した調査

方法は、主として以下のとおりである。 
 
 (1) 資料の精査 
   取締役会議事録及び内部規則等の会社の組織に関連する基礎資料、本件甲社取引を

含む EC 事業部が所轄する本件調査の対象取引に関する発注書、請書及び請求書等の資

料、本件甲社取引を担当していた社員の電子メール並びにその他これらに付随する資

料を精査した（但し、電子メールについて、LE 社で採用している業務用電子メールシ

ステムは、社内サーバにコピーが保存される形態にはなっていなかったため、本件調

査開始前にすでに当該社員が重要な電子メールを意図的に削除した可能性が否めな

い。）。 
(2) 関係者への書面照会及び調査 
  EC 事業部が所轄する全取引のうち、問題取引において LE 社が下請業者等として利

用した作業の実在や業務内容の妥当性が疑われる下請業者等につき、登記事項の確認

及び本店所在地における現地確認等を実施した。また、問題取引の内容について 8 社

に対して質問状を送り、うち本件甲社取引に直接関与していた 2 社（後述の丙社及び

丁社）を含む 3 社からその回答を受けた（なお、未回答である下請業者等については

別途関係者の聴取や調査会社によるレポート等により情報補完を行うことで作業の実

在や業務内容に関して本件調査の基礎資料を取得している。）。 
 (3) ヒアリングの実施 
   LE 社代表取締役、EC 事業部の本件甲社取引を担当していた社員及び当社にてかつ

て EC 事業部との業務を担当・管理していた当社社員、甲社代表取締役並びに本件甲社

取引における資金循環の当事者となっていた LE 社の下請業者等 2 社（後述の丙社及び

丁社）の各代表者（その代理人弁護士を含む）を対象に、ヒアリングを実施した。 
(4) 会計監査人との協議 

   本件調査は過去の当社の連結財務諸表の会計監査において検出された事項も関係し

得ることから、本件調査の実施にあたり、本件調査の範囲等及び調査の方法等に関し、

当社会計監査人と適宜協議を行った。 
   

なお、迅速な調査及びその結果の公表を図るため、当委員会が本件調査を実施した

実質的な調査期間は約 1 ヶ月である。本件調査の時間的制約及び任意調査の性質から、

本件調査の根拠資料の収集にあたり自ずから制限がある可能性は否めないが、上記 3.
のとおり、本件調査は EC 事業部が担当した取引に集中していること、問題取引の中心

である本件甲社取引については、本件調査開始前より当社内部監査室等による滞留債

権の調査及び専門家への相談も行われていたこと、また、調査対象となる問題取引も

明確であったことから調査対象の絞込みが可能であったこと等の状況に鑑みれば、こ
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うした制約が本件調査への重大な支障とはならないと考えられることを念のため付言

する。 
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第２部 本件調査により判明した事実 
 

１．LE 社 EC 事業部概要 

 
LE 社は平成 12 年に当社の関係会社として設立され、IT 技術者の派遣・教育サービ

ス事業・開発業務の受託等の事業を展開してきた。本件甲社取引を所轄していた EC 事

業部は、顧客に対して、E-Commerce 事業の構築支援、Web システムの構築支援及び

ソフトウェア開発のアドバイジング及びコンサルティング業務を行う部門として、平成

21 年 11 月に LE 社内に発足した。 
もっとも、EC 事業部に所属する社員は、平成 23 年 5 月までは 2 名、それ以降は現在

に至るまで、A 氏のみという体制であったことから、ソフトウェア開発等の支援業務を

受注した場合は、必要に応じ自らコンサルティング等の支援業務を行うこともあれば、

開発等の作業が必要である場合には専ら当該作業に適した技術者を擁する下請業者等

に受注業務の全部を再委託することで対応する体制を取っていた。 
 

２．問題取引と考えられる本件甲社取引の実態 

 
本件調査において重点調査対象とした本件甲社取引は、いずれも外形上は通常の開発

業務等の受託取引として取引総額が売上として計上されていたが、背景としては、甲社

への資金繰り支援の目的で行われていた蓋然性が高く、本件調査において、甲社との取

引が開始された平成 23 年 8 月以降の全ての本件甲社取引 67 件のうち、当委員会が各種

証拠を基礎として、問題取引に関連して下請業者等に支払った資金が（名目上の）下請

業者等を経由して最終的に甲社に支払われるいわゆる循環取引を含む当社における実

質的な業務実態のない架空取引ではないと断言できる取引は存在しなかった。 
本件甲社取引が、甲社と LE 社との間における決済条件が、「末日締め、翌々月末払

い」である一方、LE 社と（名目上の）下請業者等間の取引における決済条件が「末日

締め、当月末払い」の支払サイトとなっているため、甲社代表取締役（以下「甲社代表」

という。）は、LE 社に対する支払時期まで資金的な融通を得ることができる点を狙った

ものであり、他方、A 氏は、甲社からの受注額（税抜）の 5%相当額を LE 社が利益と

して取得したうえで、残額を（名目上の）下請業者等に支払いを行うことで、甲社から

の受注額総額をもって売上計上することによって自身が唯一の所属する社員であり自

身の評価に直結する EC 事業部の業績向上を主な目的としていた。 
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３．本件甲社取引が開始された経緯及び背景事情 

 
(1) LE 社と甲社の取引開始の経緯 

A 氏と甲社代表は、A 氏が LE 社に入社する以前から IT 事業者の懇親会等を通じた

交流があった。平成 23 年 7 月ころに、甲社において、第三者から大規模なシステム開

発・支援プロジェクトを受注するという予定があった。甲社代表及び A 氏間において、

当該プロジェクトの一部を LE 社に委託し、協力してプロジェクトを進めていくという

話が持ち上がった。A 氏としては、同システム開発・支援案件を継続的に受託すること

ができれば、LE 社にとっても大きなメリットになると考えており、本件甲社取引を開

始するにあたって甲社代表及び A 氏に共通の利害・密接な関係を有する背景があった。 
 

(2) 甲社への資金繰り援助目的による取引構造の構築 
もっとも、当該プロジェクトの話が持ち上がる以前から、甲社は売掛金の回収不能が

生じる等により資金繰りに悩みを抱えている状況にあった（A 氏が甲社に資金を融通で

きるよう知人を紹介したという経緯もあり、甲社代表と A 氏がより懇意になっていっ

た。）。他方、甲社において、大規模なシステム開発支援業務を進めるうえで、自社のみ

ならず他社にも開発業務等を委託する必要があり、そのための資金を調達する必要が生

じていた。 
そこで、A 氏及び甲社代表は、甲社から LE 社に業務を発注し、その支払期限を「末

日締め、翌々月払い」という支払サイトにする一方、LE 社から甲社代表が懇意にして

いる友人が経営する有限会社乙（以下「乙社」という。）への支払いを「末日締め、当

月末払い」の支払サイトとして、乙社を経由して甲社に資金を環流し、甲社から実作業

を行う下請業者等に支払うという、甲社にとって 2 ヶ月の支払サイトの余裕を生み出す

ための取引構造を構築した。なお、その際、LE 社は、甲社からの受注額（税抜）の 5%
相当額を LE 社が留保したうえで、残額を乙社に支払うということが A 氏及び甲社代表

との間で合意され、LE 社は当該 5%相当額を粗利として取得することとなった。 
もっとも、後記のとおり、LE 社経営陣は本件甲社関係取引の実態を把握せず A 氏の

みが実態を知っていたところ、乙社のみに多額の発注を行った場合、LE 社経営陣に不

信に思われる可能性が否めなかったことから、これを回避するため、A 氏及び甲社代表

間において、株式会社丙（以下「丙社」という。）及び株式会社丁（以下「丁社」とい

う。）という別の事業者を経由して循環取引を実行するように、徐々に変更していった

とのことである。なお、丙社代表取締役（以下「丙社代表」という。）は A 氏及び甲社

代表の知人、また、丁社代表取締役（以下「丁社代表」という。）は A 氏の知人であり、
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いずれも IT 業界における共通の知人を媒介として知り合ったとのことである。もっと

も、丙社代表及び丁社代表ともに、LE 社が甲社から発注を受けているという詳細は伝

えられず、単に手数料 5 万円の支払代行業務として A 氏から依頼を受け、その指定され

た振込先に入金を行っていた。 
以上のとおり、本件甲社取引は、A 氏がその権限を逸脱して甲社への資金繰り援助を

一見通常の受託取引と装って実行し、また、自らが唯一の社員として所属する EC 事業

部の売上高をかさ上げすることも達成するという不適切な内容の取引であった。 
しかし、外形上、本件甲社取引により EC 事業部の売上・利益の拡大があったことか

ら、A 氏は EC 事業部担当執行役員としての給与のほか、平成 23 年 8 月以降、業績に

応じた賞与として、合計 486 万 5 千円を受領している。 
 
(3) 本件甲社取引に関する個人的利得の有無 

A 氏及び甲社代表の複数回のインタビューにおいて各自が供述した内容において、ど

ちらが本件甲社取引の構築にあたってより中心的地位にあったか等について差違はあ

るものの、上記の本件甲社取引が開始した経緯及び各人の思惑は、基本的に一致する。 
しかし、大きく異なる点として、甲社代表は、本件甲社取引を通じて甲社に環流した

資金と、甲社が支出した金員に、本件甲社取引において資金が経由した各社の手数料等

を控除しても大幅な乖離があり、A 氏が着服した可能性がある旨を主張している（なお、

甲社には弁護士が代理人として就任し、当委員会はその代理人も同席のうえで甲社代表

へのインタビュー・照会を行っている。）。 
但し、甲社より、その具体的な金額不足について証拠の提出を受けておらず、また、

本件甲社取引において「支払代行」として関与した会社の本件甲社取引における出金状

況を任意で取得した情報を超え、強制的に捜査することは本件調査の性質上不可能であ

るため、当委員会がかかる主張に相当する事実を認定するには至っていない。この点、

Ａ氏に対しては4回のインタビューセッション及び適時の聴き取り、資料提出要請を実

施し、事実関係の調査を行うと共に、個人的利得の有無を調査するため、預金通帳等の

任意提出を多数回にわたって強く促した。また、甲社代表等から指摘された着服の疑念

をはらすために指摘内容を示したうえで弁解の機会を与えたが、Ａ氏は通帳の提出を拒

否するのみで、着服の疑念について具体的な弁解や説明を行うことをしなかった。もっ

とも、甲社代表が主張するA氏の個人的な不正の存否については、コンプライアンス上

の観点から、本報告書の受領以降も当社において徹底した調査を継続し、不正な利得の

存否に関する確固たる証拠をもとに資金の流れを究明の上、今後の対応を継続して議

論・検討し、適切な法的手段に基づき、回収に向けて真摯な努力を尽くす必要がある旨、

付言する。 
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４．LE 社における本件甲社取引の管理状況 

 
(1) A 氏以外の本件甲社取引への関与 

前述のとおり、EC 事業部に所属する社員は A 氏のみであり、EC 事業部関連の取引

について社内決裁を行う場合は LE 社代表取締役（以下「LE 社代表」という。）の承認

を得ることとなっていた。 
もっとも、LE 社においては、稟議規程等の社内規則の整備、遵守が十分に行われて

おらず、LE 社代表による個々の取引の具体的な内容や相当性の吟味が行われることは

なかった。さらに、LE 社唯一の常勤取締役である LE 社代表は、当社取締役と兼任で

あり、LE 社の業務に十分な時間を充てていなかった。当社グループの監査を行う会計

監査人から、新規の高額案件（本件甲社取引）の増加に伴う与信管理体制の整備が必要

である旨の指摘を受けたものの、LE 社の与信管理体制の整備は先送りになっていた。 
EC 事業部の決裁については、LE 社による毎月の下請業者等への支払いについて、

LE 社代表が承認を行っていたものの、A4 の 1 枚紙に支払先・支払金額をまとめたリス

トを A 氏が LE 社代表に提出するといった形式的なやりとりに止まっており、LE 社代

表において不審な取引推移を感知するに至らなかった。LE 社代表において、具体的に

いかなる体制で何を開発しているか、進捗状況はどうかといった詳細な質問・状況確認

を A 氏に行うことなく、A 氏に全般的な進捗について質問を行い、これに対して A 氏

が大まかな報告を行うというやりとりに止まり、本件甲社取引について A 氏の報告を信

用して当初は特段問題となる取引ではないと認識していた。 
 

(2) 本件甲社取引の問題顕在化 
本件甲社取引において、LE 社が（形式上の）下請業者等に支払う金額は徐々に増大

していた。LE 社において、本件甲社取引は利幅の小さい取引（上記のとおり甲社から

の受注金額の 5%）であり、他方で甲社の信用リスクを抱えているという状況が当社取

締役会において問題視され、本件甲社取引を解消するという方針が出されることとなっ

た。しかし、この時点では、本件甲社取引が循環取引であるという事実を感知するには

至らなかった（但し、かかる意向があったものの、本件甲社取引を継続して欲しいとい

う甲社代表の意向を受け、実際に本件甲社取引が終了した時期は平成25年3月である。）。 
 

５．LE 社における本件甲社取引以外の問題取引 

 
本件甲社取引以外の EC 事業部の取引のうち、問題取引として、以下に述べる①作業
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実態のないいわゆるスルー取引及び②回収可能性の乏しい仕掛案件が発見された。 
 

(1) 作業実態のないいわゆるスルー取引 
前述の本件甲社取引のみならず、EC 事業部における受託取引の実態は、LE 社におい

て取引窓口として定額割合の手数料相当額を取得し、実作業はほとんど全て他の下請業

者等が行う、いわゆるスルー取引として認識されるものでほぼ占められていた。 
これらの問題取引は、いずれも LE 社の発注元からの受注額総額をもって LE 社の売

上金額として計上する処理が行われている。もっとも、「重要なリスクと経済価値の移

転」という観点から、これらの問題取引について、LE 社において受注額総額をもって

売上計上を行っていたことは、当時かかる根拠の説明・資料提出等を行っていた A 氏の

信用性に重大な疑義がある現時点から見れば、訂正する必要が生じるものと考えられる。 
なお、EC 事業部が取り扱っていたシステム開発受託等の IT サービス取引は外部から

実態が把握し難いという特性があり、当時も EC 事業部の取引の実在性、売上計上の妥

当性及び売掛金の評価等に関し、LE 社に照会が行われていた。その際に、連結財務諸

表の作成を行う当社財務経理部は、問題取引を主導していた A 氏に口頭及び書面による

説明を求め、A 氏より、発注先との契約書・注文書、発注元に提出した作業実績報告書、

外注先からの請求書等の根拠帳票提出がなされ、また、これらと整合する動員計画、開

発フォーメーション、作業計画及び作業指示等の具体的な取引説明がなされており、当

時はこれらの取引が実在するものという十分な疎明がなされていた。しかしながら、本

件調査の結果を踏まえ現時点で再度評価するのであれば、こうした評価の前提を覆す問

題取引に関わった当事者及び取引の相手先等からの供述（A 氏からも、当時、後付けで

虚偽の作業実績報告書等の書面を作成・提出したことがある旨の回答があった。）等に

より、真実は A 氏の提出帳票及び説明に虚偽または不実の内容が多く含まれていたもの

と考えざるを得ず、結論として、本件甲社取引のみならず、その他の取引も EC 事業部

において売上計上するだけの実態がなかったものと判断した。 
 

(2) 回収可能性の乏しい仕掛案件の調査 
本件甲社取引とは異なり、資金援助等を目的とした取引ではなく、また、過年度にお

ける財務諸表への影響を与えるものではないものの、外注先への先払いが発生している

案件について、仕掛品として 59,573 千円が今年度計上されている案件が存在した。調

査の結果、当該仕掛品については、現時点における案件の成熟度及び今後の進展可能性

を勘案すれば発注元に検収され売上計上される具体的な可能性が乏しく、当該仕掛品に

関する資産価値は疑わしいと言わざるを得ない。すなわち、当該仕掛品についても、評

価を改める必要がある。 
また、売掛金回収可能性についての調査を十分に行っていない段階において多額の支

出をしたという与信管理の観点のみならず、外注先から受領した成果物の内容を精査し
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た結果、当委員会としては発注元の検収に足る成果物の提供があったと認めることは極

めて困難という結論に至った。さらに、これらの外注先はいずれも A 氏が前職（IT サ

ービス企業）の人脈を通じて知り合い、本件において選定した事業者とのことであり、

A 氏との緊密な関係が伺われ、A 氏の個人的な利得も疑われるところであり、上記本件

甲社取引同様、本報告書の受領後も、当社において徹底した事実調査を継続し、必要な

法的手段に基づき、厳正な対応をすることが必要である。 
 

６．問題取引に関する財務諸表の修正の検討 

当委員会として、LE 社で行われた問題取引に関する調査結果を踏まえ、本来あるべ

き会計処理は、以下の通りである。 
 

(1) 問題取引に関する売上取引の取り消し処理について 
上述の通り、平成 23 年 8 月以降の全取引については、いずれも、架空・循環取引で

ある本件甲社取引又は LE 社での業務実態が認められない取引に該当することに鑑み、

全額、売上及び対応する売上原価等の取消を行うことが妥当であると結論付けた。し

たがって、問題取引が実行された各会計期間において、問題取引に関する売上高及び

対応する売上原価等を取り消すとともに、当該会計期間の各期末、四半期末において、

外注先等の下請業者等に対し支払いを行った金額から、売掛金の回収として甲社等か

ら入金済みの金額を控除した未回収額につき、営業外債権（未収入金）を計上すべき

と考える。また、当該営業外債権については、当社及び LE 社は、訴訟等の法的手段も

含め、最大限の回収努力を行っていく必要があるものの、本件調査の時点において、

具体的な回収方法、回収時期及び回収可能金額の算定は困難であること、また、問題

取引の背景及び実態並びに取引関係者の当時の財務内容と支払能力等を考えると、各

会計期末、各四半期末において、当該営業外債権残高全額に対し、貸倒引当金を計上

することが妥当であると考える。なお、問題取引に関する過年度の消費税額について

は、甲社等の取引相手方からの回収の困難性を考慮し、各期において販売費及び一般

管理費として費用処理せざるを得ないと結論付けた。 
 
【取消処理が妥当と考える売上高の金額】 
 
平成 24 年 2 月期 売上高        324,913 千円 
平成 25 年 2 月期 売上高  1,466,018 千円 
平成 26 年 2 月期 売上高     179,555 千円 
 



 14 

【取消処理が妥当と考える売上原価の金額】 
 
平成 24 年 2 月期 売上原価       288,592 千円 
平成 25 年 2 月期 売上原価 1,395,535 千円 
平成 26 年 2 月期 売上原価     170,666 千円 

 
【取消処理が妥当と考える販売促進費の金額】 
 
平成 25 年 2 月期 販売促進費        16,580 千円 
 
【各会計期末、四半期末に営業外債権として計上すべき金額】 
 
平成 24 年 2 月期末    未収入金   123,148 千円 
平成 25 年 2 月期末    未収入金   193,858 千円 
平成 26 年 2 月期第 2 四半期末 未収入金     208,544 千円 
 
【各会計期末、四半期末に貸倒引当金繰入額として計上すべき金額】 
 
平成 23 年度 未収入金に対する貸倒引当金繰入額   123,148 千円 
平成 24 年度 未収入金に対する貸倒引当金計上額    70,709 千円 
平成 25 年度 未収入金に対する貸倒引当金計上額    14,685 千円 
 
【各会計期末に販売費及び一般管理費として費用計上すべき消費税額】 
 
平成 23 年度 販売費及び一般管理費計上額       1,816 千円 
平成 24 年度 販売費及び一般管理費計上額      3,524 千円 
 

(2) 回収可能性の乏しい仕掛品残高に対する評価損の計上について 
本件調査の結果、A 氏が主体的に関与した「５．LE 社における本件甲社取引以外の

問題取引 (2) 回収可能性の乏しい仕掛案件の調査」に記述した仕掛案件に関し、当

該案件は、平成 26 年 2 月期第 2 四半期末現在において、今後の売上計上の可能性が乏

しく、また、当該案件の発注元への一部対価の請求も困難であるため、仕掛品残高 

59,573 千円について、同額の評価損を当期の売上原価として計上すべきと考える。 
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第３部 原因分析 
 

１．総論 

上記第２部で述べたとおり、本件甲社取引において架空・循環取引等の不適切な取

引が行われた直接の動機は、A 氏及び甲社代表において、甲社の資金繰りの窮地を本件

甲社取引によって切り抜けようとし、また同時に、自身が責任を負う EC 事業部の業績

を A 氏が上げようとしたという不当な目的にある。 
もっとも、こうした取引を実行することを可能とした背景は、LE 社におけるコンプ

ライアンス意識の欠如のみならず、A 氏以外の LE 社における管理・規律の不備、また、

当社におけるグループ管理体制の不備があったものと考えられる。 
 

２．コンプライアンス意識の不足 

循環取引は、本件における LE 社のように中間に関与する事業者にとっては、直接の

取引当事者間でやりとりされる書類は形式上整合するため、発見されにくい特徴があ

る。また、EC 事業部が取り扱っていたシステム開発に関する取引においては、物の売

買に比較すると取引成果の確認がしにくい面が否めず、より取引の妥当性を判断する

ことは困難であった面もある。しかしながら、本件甲社取引等の態様の取引において、

こうした取引形態に内在するリスクを意識した上で業務を遂行していれば、特に、本

件甲社取引における支払サイトの不自然、取引金額増加の経緯等に注目することによ

り、不正の予防・発見につながっていた可能性は否めない。 
本件甲社取引を画策した直接の責任は A 氏にあり、主導的に循環取引に加担した態

度にはコンプライアンス意識が欠如しており、言語道断であることは言うまでもない。

しかし、それ以外にも、LE 社代表、あるいは本件甲社取引の異常性を感知し得た立場

の他の関係者についても、取引の異常性に気づき、適切な対応を取り得る機会はあっ

たものと考えられ、リスク管理に必要な注意を怠っていた面を否定できない。 
 

３．LE 社内における管理・規律の不備 

本件甲社取引を含む問題取引が発生した重要な原因として、A 氏の業務遂行について

モニタリング機能が働いていなかった点が挙げられる。担当者の一挙手一投足を所属
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長又は管掌役員が監視することは非現実的ではあるものの、責任者により実質的な取

引内容の定期的なモニタリングが行われる仕組みが担保され、通常の業務に組み込ま

れていれば、問題取引の防止、少なくとも被害拡大は阻止できたものと考えられる。 
上記第 2 部 4.(1)のとおり、LE 社において稟議に関して具体的な決まりがない状態

であって、EC 事業部の管掌役員であり、A 氏の業務について決裁を行う立場にあった

LE 社代表は、A4 の 1 枚紙に支払先・支払金額をまとめたリストの提出とともに A 氏

の口頭による報告を受け、LE 社による支払い金額の確認をするという程度に止まり、

A 氏を信用して EC 事業部の取引の問題を十分に認識していない状況にあった。こうし

た態度は、責任者として十分な役割を果たしていたとは認め難い。本件において、A 氏

に全幅の信頼を置くべき特別の事情があったものではなく、本件甲社取引の金額も勘

案すれば、より慎重な態度をもって A 氏の業務遂行を監督すべきだったと言える。循

環取引であることは A 氏の準備した各種帳票や説明により発見することが困難であっ

たとしても、数千万円を越える金額について下請業者等に対して支払いをするにあた

り十分な与信管理を行わなかったことは会計監査人から指摘を受けており、また当社

取締役会により示された甲社との取引解消を早期に実行に移していなかったことも改

善すべきであったといえる。 
また、LE 社代表のみならず、LE 社取締役会においても、直接の業務掌握は常勤で

ある LE 社代表が行うとしても、LE 社代表を通じて適正な業務が行われるようモニタ

リングできる業務環境を構築するべき立場にあったものであり、その不全があったこ

とに反省が求められる。 
 

４．当社子会社管理体制 

当社は、企業集団における業務の適正を確保するための体制として、毎月開催され

る当社取締役会による経営状況の把握のほか、四半期ごとに当社グループ各社による

グループ会議（構成員は各社社長）を開催し、業務執行の意思決定と報告を行ってい

る。もっとも、各グループの事業部単位にわたって管理上の問題点を定期的に見直す

ための議論を当社取締役会で尽くすことに限界があることは否めない。 
そこで、当社による子会社管理体制を補完すべく、当社内部監査室は、内部監査規

程に基づき、当社グループについて、経営活動全般の管理・運営の制度及び業務の遂

行状況を監査し、業務の合法性、有効性、効率性及び財務報告の信頼性を確保すると

共に、その結果に基づく適切な情報の提供ならびに改善・合理化への助言・提案を行

う等、会社の財産の保全ならびに経営効率の向上を図ってきた。 
もっとも、当社及びグループにおいて重要な拠点と判断される子会社と異なり、LE

社はその規模から重要な拠点に該当しないため、徐々に規程の整備を進めていたもの
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の、業務プロセスに係る内部統制監査は行われておらず、また当社内部監査室による

能動的な監査も十分には行われていなかった。こうした LE 社外からのチェック・牽制

が十分に届いていない間隙が、A 氏単独で問題取引を実行することを可能にしてしまっ

た側面は否めない。 
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第４部 再発防止策 
   

以上の事実経緯及び原因分析を踏まえ、当委員会は以下の再発防止策を提言する。本件

は、比較的規模の小さい子会社における内部統制機能の不備が問題へとつながったもの

であり、LE 社と同様の問題の発生を防止するため、グループを統括する当社が主導し、

LE 社におけるかかる機能の修復・改善が強く望まれる。また、本件を契機として、他の

子会社においても内部統制機能の向上を図ることも考慮に値しよう。 
 

１．子会社におけるコンプライアンス規程・意識の周知徹

底 

当社は、グループ・コンプライアンス・ポリシーを制定し、各構成員に対してその

遵守を求めている。もっとも、こうした規程は、制定するとともに、コンプライアン

ス強化の機会を意識的に設けることによって役員及び社員に対して時間をかけて浸透

するものであるため、こうした機会を積極的にグループ経営において組み込む姿勢が

求められる。 
また、LE 社における問題取引は、システム開発委託取引という業務の遂行状況や成

果物が物品売買等に比較すれば判断しにくい特色があったために感知されなかった部

分もある。かかる原因に鑑みれば、グループを通じたコンプライアンスポリシーやコ

ンプライアンス教育に加え、各社の事業特性に応じた問題事例等を研究する機会を設

け、子会社役員及び社員のコンプライアンス意識の向上を図ることも、より実践的な

コンプライアンス経営として検討されたい。 
 

２．子会社における個々の取引に関するチェック体制の確

保 

すでに述べたとおり、本件の原因のひとつとして、EC 事業部が A 氏 1 名のみによっ

て構成され社員間におけるチェック機能が働かなかったことがあるところ、当社及び

当社グループ会社において、EC 事業部を除き、社員 1 名のみによって構成される事業

部は存在しない。 
もっとも、複数の社員が所属する事業部であっても、個々の構成員が各自の裁量に
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よって進める案件も当然存在する。だからこそ、稟議規程等の決裁関連規程を遵守す

ることはもとより、本件であれば LE 社代表に相当する監督的地位にある者において、

本件のごとく曖昧な報告に基づく漫然とした決裁ではなく、自らの地位を意識してリ

スク管理意識を高く持って能動的に監督にあたる姿勢が求められる。 
 

３．子会社における与信関連規程の整備・運用の徹底 

本件では、甲社という実際には信用に多大な懸念がある発注元からの入金が 2 ヶ月

先であったにもかかわらず、（名目上の）下請業者等に対して多額の支払いを行うとい

う外形上ですら異質の新規取引が開始・継続実行されている（第 2 部 5.(2)で述べた回

収可能性の乏しい仕掛案件も先行で多額の支払いが行われていることは同様である。）。

仮に甲社代表及び A 氏の真の意図にあることが分からなかったとしても、こうした異

質の新規取引を実行するうえで十分な信用調査・与信リスクを検討していれば、問題

取引の防止・拡大回避を可能にしていたと言える。 
そのため、再度子会社の規模及び事業形態を踏まえ、適正な与信管理規程の内容が

適切に実行されているか、再度確認することが望ましい。特に、LE 社同様、重要な拠

点とされておらず内部統制監査が限定されている拠点の確認が優先されるべきと考え

る。 
 

４．子会社取締役会・監査役の機能強化 

LE 社では、LE 社代表がチェック機能を果たすことが期待されていた一方、LE 社代

表が十分な労力を LE 社に割くことができなかったがため、チェック機能が果たされな

い状況にあった。こうした状況を回避するために、一次的には子会社取締役会が子会

社の業務意思決定・監督機関として、また、監査役がその機能を果たすことが求めら

れる。本件の結果を真摯に受け止め、親会社である当社として LE 社の役員構成を見直

す必要が認められる。また、LE 社の取締役会規程では現在特定の取引が取締役会決議

事項になる旨は定められていない。本件を契機に、代表取締役による決裁のみならず、

取締役会における決議を必要とする取引類型を定めることも考えられる。 
なお、各子会社の役員においても、本件における問題意識を共有し、意識を新たに

することが望ましい。 
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５．内部監査・モニタリングの機能強化 

定期的に各社の実務的な細部にわたって内部監査を行うことは、ともすれば取締役

会レベルで見逃すおそれのあるリスク案件を予防するうえで非常に効果的である。網

羅的な項目立てに沿って、定期的な内部統制機能のチェックを行うことによって問題

点を発見し、指導・改善を促すことによって各社の自浄作用が実効化することとなる。

類似案件の発生を予防するため、マンパワーや業務状況を勘案したうえで、内部監査

計画を策定・実行することが望まれる。 
 

６．取締役、監査役、会計監査人及び内部監査部門相互の

連携 

企業における監視・監督機能を果たす機関・組織は複数ある。取締役、監査役、会

計監査人及び内部監査部門はそれぞれその代表的なものであり、それぞれ異なる視点

によってその役割を果たすことになる。そして、意識的に相互の連携を密にすること

によって、各自が異なる視点によって得た情報が有機的に結合し、より効果的な内部

統制機能の改善・強化が図られることになる。すなわち、各自の役割を果たす上で、

適時に協議・連携できる体制の整備が求められよう。 
以上 


