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防衛省向け輸入品価格に係わる過大請求に伴う引当金計上等について
本年 1 月 7 日付「防衛省向け輸入品価格に係わる過大請求等について」及び同年 3 月 19 日付「第三者調
査委員会に依る調査の進捗状況について」にてお知らせ致しました通り、当社が委嘱した第三者調査委員会
において、当社の同省向け輸入品契約について、過去 5 ヵ年に亘りその実態究明が行われております。
第三者調査委員会は弁護士 4 名および公認会計士 1 名で構成され、調査に当たっては中立・公正を期する
ためその調査手法、調査項目、調査対象等についていっさいの制約を設けず完全に独立した形で社外の客
観的な視点から調査が進められております。
5 月 7 日、当社は第三者調査委員会より、当社平成 20 年 3 月期決算において計上する本事案に関する引
当金として 8 億 43 百万円が相当である旨の意見とともに、当社が当面講ずるべき具体的な再発防止策に関
する提言もいただきました。
当社は、第三者調査委員会の意見及び提言について、当社の外部監査法人から意見を求めるとともに、そ
の検討を行った上、以下のとおり中立･公正な立場にある第三者調査委員会の判断を尊重し、平成 20 年 3 月
期決算において、同額の引当金を計上することとし、その結果、特別損失が発生することとなりました。

尚、第三者調査委員会から当社に対し、以下のコメントがありました。
「第三者調査委員会は、当委員会の調査結果を平成 20 年 3 月期の同社決算に反映させるに当たり、引当金
計上の趣旨・目的を踏まえ、過去 5 ヵ年間に亘る同社の防衛省向け過大請求個別契約を分析するなどの調
査のほか、防衛省向け過大請求事案が、本件以外に他社事案が過去 12 件公表されていることから、過去の
事案に関し、防衛省（防衛庁当時のものも含む）及び相手方企業の主張並びにこれらに基づきなされた裁判
所の判断などを詳細に分析･検討し、出来る限り客観的な根拠に基づき、その算定を行った。
したがって、その全体としての算定方法は、引当金計上の趣旨･目的に沿った合理性を有するものと判断して
いる。」
「第三者調査委員会は上場会社である同社の 3 月決算に反映させるに必要な限度で過大請求に当たる金員
を可能な範囲で特定したもので、その旨中間報告として同社に提出したものである。防衛省による同社への
調査も進められており、当委員会も引き続き調査を継続していく所存である。」

現在、第三者調査委員会の調査が継続中であり、今後、同調査委員会からの調査結果の報告を受け、本
問題の解決に向けた取組みを一層強固なものとすることは言うまでもありませんが、現時点で明らかとなって
いる事実関係を踏まえ、当社として本問題の解決に向けて努力してまいります。第三者調査委員会の最終報
告の発表につきましては調査終了後、速やかに行う予定です。
お客様である防衛省はもちろんのこと、株主をはじめとする関係各位、社会の皆様には多大なご迷惑とご心
配をおかけする結果となり、改めて深くお詫び申し上げます。

記
1.

引当金の計上金額
輸入品調達にかかる過大請求事案判明による防衛省に対する返還すべき金員として引き当てる金額
は 8 億 43 百万円と算出されています。
本金額は、第三者調査委員会からの、当社平成 20 年 3 月期決算において計上する本事案に関する引
当金として相当である旨の意見とその根拠の掲示を検討し、当社の外部監査法人からの意見も求め、慎
重に検討した結果です。

2.

過大請求の手法
過大請求の手法は、防衛省に対し見積書を提出する際、外国メーカーが作成した見積書を改ざんして、
その見積金額に上積みをして、この金額を契約金額のベースとしていたものでした。

3.

再発防止策
当社は、再発防止およびコンプライアンスを徹底すべく、第三者調査委員会からの提言や監査法人か
らの助言を受けて、改めて当社のコンプライアンス体制を見直し、下記の通りコンプライアンス･再発防止
策の大綱を策定致しました。今後は各施策の実施と徹底に強い決意を持って誠実に取組み、一日でも
早い信頼の回復へと努めてまいる所存です。尚、再発防止策の詳細内容については、別紙「当社の再
発防止に向けた取り組みについて」をご参照ください。

①経営トップによるコンプライアンス宣言
②グループ企業行動憲章、役職員行動規範の改定
③役職員のコンプライアンス意識向上
・誓約書の提出
・コンプライアンス教育の強化
④コンプライアンス体制強化のための組織改革
・企業倫理･コンプライアンス委員会改革
・部門･部署におけるコンプライアンス責任者･担当者の設置
・部門間の人事交流・異動の活性化
･経営陣への第三者アドバイザリー機関の設置の検討

⑤適切な文書管理体制の構築に向けた措置
⑥各種モニタリング機能の強化
・内部通報制度の改善及び社内リニエンシー制度の導入
・コンプライアンス相談窓口の設置

4.

関係者処分内容
上記の理由により、以下の通り処分することを決定致しました。

役職

氏名

処分内容

代表取締役会長

入江 邦彦

月額報酬 30％カット（3 ヶ月）

代表取締役社長

荒木 信哉

月額報酬 30％カット（3 ヶ月）

専務取締役

井上 洋

辞任

専務取締役

佐藤 博史

月額報酬 20％カット（3 ヶ月）

栗原 正躬
取締役

木村 滋利

月額報酬 10％カット（3 ヶ月）

廣阪 明
久世 了
執行役員

− （2 名）

降格

理事部長

−（1 名）

降格

担当営業部管理職

−（8 名）

減給 5％（3 ヶ月）

5.

本事案が平成 20 年度当社業績に与える影響について
今回の不祥事により当社は、株主、取引先はもとより、関係各位、社会の皆様にご迷惑をおかけし、こ
れまで培ってきた信用を失墜させました。今回の不祥事が当社の平成 20 年度以降の業績に与える影響
は決して小さくありません。
最終的な影響規模について現時点で予想することは甚だ困難であり、現在鋭意分析中ですが、平成 20
年度業績予想についてはその概要を 5 月 13 日の平成 20 年 3 月期決算発表の場で発表する予定です。
平成 21 年度以降の業績予想については、抜本的な経営戦略の見直しを行った上で後日、当社の新中
期経営計画の中で発表を行う予定です。

6.

今後の取組み
今回の不祥事発生以降、当社はその実態の究明を第三者調査委員会に委ねてまいりました。第三者
調査委員会の最終報告の発表につきましては調査終了後、速やかに行う予定です。
当社と致しましては今回の事態を招いたことを深く反省するとともに、再発防止の徹底、改善施策の着
実な実施、コンプライアンス体制の再構築と遵守等、新たな企業文化を創造して参ります。

以上

（別紙）

当社の再発防止に向けた取り組みについて

今般の防衛省向け輸入品価格に係わる過大請求問題に関して、弊社といたしましては、再発防止及びコンプ
ライアンスを徹底すべく、第三者調査委員会や監査法人からのご助言を受けて、あらためて当社のコンプライ
アンス態勢を見直し、下記のとおり、コンプライアンス・再発防止策の大綱を策定いたしました。今後は、ここに
掲げさせていただきました、各施策の実施と徹底に強い決意を持って誠実に取り組み、一日でも早い信頼の
回復へと努めて参る所存です。

記

1． 経営トップによるコンプライアンス宣言
社長として、これまで以上に率先垂範してコンプライアンスを社内全員に推進・徹底していくことを宣言す
るとともに、全役職員に対し、法令及び社会の良識に従った業務遂行を徹底するよう改めて厳命いたしま
す。

2． グループ企業行動憲章、役職員行動規範の改定
上記の経営トップによるコンプライアンス宣言や今般の事件の反省、ここに掲げておりますコンプライアン
ス施策を踏まえ、弊社の基本理念を支えるグループ企業行動憲章、役職員行動規範を改定し、法令遵
守、適正な事業活動に向けた体制をさらに強化していくための礎といたします。

3． 役職員のコンプライアンス意識向上
(1) 誓約書の提出
全役員及び管理職から、自ら違法行為を行わないこと、配下の従業員に対し、法令遵守につき指導・監
督を徹底し違法行為をさせないことを誓約し、適法性に疑義がある場合には、所定の窓口に相談するこ
とを約束する旨の誓約書を徴求いたします。また、管理職以外の従業員にも、誓約書の提出を求めてい
くことを今後検討して参ります。
(2) コンプライアンス教育の強化
すでに実施の弁護士等外部専門家によるコンプライアンス教育講演や e ラーニングによる個別学習に加
えて、ディスカッション形式の集合研修を組み合わせる等して、法令遵守の基礎となる知識の習得及びコ
ンプライアンスに向けた意識の一層の向上を図ります。

4. コンプライアンス体制強化のための組織改革
(1) 企業倫理・コンプライアンス委員会改革
弊社ではコンプライアンスに関する基本方針・計画の起案および進捗管理等、コンプライアンス違反事案
の調査・再発防止策の審議等を行う企業倫理・コンプライアンス委員会を設置しておりますが、同委員会
の専門性を高めるために、同委員会構成メンバについて弁護士等の外部専門家の増員や、同委員会の
独立性を強化する等その地位の強化を検討して参ります。

（別紙）
(2) 部門・部署におけるコンプライアンス責任者・担当者の設置
現在設置のコンプライアンス担当取締役（Chief Compliance Officer）に加え、各部門・部署にコンプライア
ンス責任者・担当者を設置し、コンプライアンス意識を高めるとともに、これらの責任者・担当者に、コンプ
ライアンスに関する施策の遂行にあたっての一定の役割や、企業倫理・コンプライアンス委員会の補助者
としての役割を担わせ、同委員会における活動の強化を検討して参ります。
(3) 部門間の人事交流・異動の活性化
今般のような事件が水面下で発生しないよう、風通しの良い組織風土を育てるために、従来以上に部門
間での人事交流・異動を活性化して参ります。
(4) 経営陣への第三者アドバイザリー機関の設置の検討
弊社の経営陣に対し、弊社のガバナンスやコンプライアンス体制を含む経営事項全般につき適切なアド
バイスをする、社外の専門家により構成される諮問機関の設置を検討して参ります。

5. 適切な文書管理体制の構築に向けた措置
今般の事案を教訓として、同様の事態が二度と発生しないよう、各種文書の管理体制を整えるとともに、
文書内容の検証を可能とする体制や仕組みを早急に構築して参ります。
また、企業倫理・コンプライアンス委員会等と連携するなどして、弊社内の内部監査機能を充実・強化す
る等して、実効性のある当該体制や仕組みの運営が可能となるよう検討して参ります。

6. 各種モニタリング機能の強化
(1) 内部通報制度の改善及び社内リニエンシー制度の導入
内部通報制度につき、さらなる匿名性の徹底や従業員への周知をするなどして、利用しやすいものへと
改善いたします。また、併せて、違法行為の早期発見及び抑止の観点から、自ら違法行為に関与してい
たとしても、それを自主的に申告した者については弊社内の社内処分を減ずることとする制度を導入す
ることを検討して参ります。
(2) コンプライアンス相談窓口の設置
日々の業務を行う中で、適法性につき疑義のあるものがあればこれを随時相談、問い合わせることのでき
る窓口を設置いたします。また、必要があれば、ここで受け付けた相談事項については、適宜、企業倫
理・コンプライアンス委員会に報告する体制とし、相談事項については、必要に応じて専門的な見地から
も適切な対応がなされるような体制を構築いたします。

以 上

