元 社員の 不祥 事にか かる再 発防止 策、 被害金 額の補 填等に つい て
平 成 22 年 6 月 30 日
愛 知高速 交通 株式会 社
本年 4 月 に発覚 いたし ました 弊社 元社員 の不祥 事にか かる 、再発 防
止 に向 けた 取組 がまと まり まし たので 、被 害金 額の 補填等 と合 わせ 下
記 のとお りご 報告さ せてい ただき ます 。
記
１

再発 防止 策につ いて
今 回の 事件 は、社 内の チェ ック機 能が 働い てい なかっ たこ とに も
大 きな 問題 があ ったと 考え 、二 度と このよ うな 事態 を発 生させ ない
よ う管 理体 制の 強化を 始め 、以 下の とおり 再発 防止 に取 り組ん でま
い ります 。
① 管理体 制の 強化
・ チェッ ク機 能の強 化
今 後は、総 務部 長、総務 課長の ２名で 経理、出納業 務を確 認、
承 認する 体制 としま す。ま た、経 理規 定の遵 守を徹 底しま す。
・預 金通 帳、銀 行印の 管理体 制の 見直し
今 後は 、預金 通帳 、銀 行印の 管理 を別 々の 者が行 なう こと と
し 、預 金通 帳の 管理 を総務 課長 、銀 行印 の管理 、押 印を 総務 部
長 が行な うこ ととし ます。
こ れに より 、複 数の 関与で しか 現金 の払 戻しが でき ない よう
に します 。
・ 預金口 座管 理の強 化
新 規に 現金の 払戻 し専 用の口 座を 開設 し、 必要な 金額 をそ の
都 度入金 する ことに より、 不正な 引き 出しを 防止し ます。

② 監査体 制の 強化
・内部 監査 の実施 につい て
現在 、内 部監査 とし て、 業務監 査を 実施 して います が、 今後
は 会計監 査に ついて も実施 します 。
・会 計監 査人に よる監 査につ いて
これま で、 年 2 回（半 期、期 末）実 施し ていま した会 計監査
人 によ る監 査を 、今後 は常 勤監 査役 の立 会いの 下、 毎月 実施し
ま す。
・ 税理士 によ るチェ ックに ついて
新 たに税 理士 と顧問 契約を 締結し 、税務 申告の 他、毎 月不明
朗 な経費 の支 出がな いかチ ェック を受 けるこ ととし ます。
③ 人事施 策の 改善
経理 業務 につい て、 社員 に長期 間同 じ職 務を 担当さ せな いよ う
に 、担 当職 務に ついて ３年 を目 処に 変更 するこ とに よっ て、 不正
発 生のリ スク 低減に 努めま す。
２

被害 金額 の補填 につい て
元 社員 へは 、損 害金額 の請 求を 行な い、元 社員 の弁 護士 から当 社
の 顧問弁 護士 に親族 より援 助を受 け 1 千万 円を一 部弁済 すると の連
絡 があり 、当 社の口 座に入 金され てお ります 。
ま た、 出向 元へ は、当 社の 顧問 弁護 士と相 談の 上、 出向 契約に 基
づ き、交 渉を 始めた ところ であり ます 。

３

関係 者の 処分に ついて
今 回の 再発 防止策 の実 施に 合わせ 、速 やか に行 なう予 定を して お
り ます。

