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特集① STA不適切会計問題　再発防止の取り組み 

　米国子会社Suminoe Textile of America(以下、STA)にて発生した不適切会計問題により、皆様に多大なるご迷惑、
ご心配をおかけいたしましたことを改めて深くお詫び申し上げます。
　住江織物グループは、明らかとなった原因の改善を今後の課題として、全社的なコーポレートガバナンス強化および
コンプライアンス徹底を行うとともに、社会の発展に貢献できる体制を再構築してまいります。

(1) 経営の“意思表明”
　経営層は、現場の実情を把握し、社員とのコミュニ
ケーションを促進するために「歩き回る経営」を実施いた
します。その他、役員の役割・責任・権限の具体化、経営層
のコンプライアンス研修、グローバルで共有する理念の
標語化、役員報酬の見直し、中堅社員による今後の方向
性および業務改善構想の検討を行なってまいります。

(2) ハラスメント防止の取り組み
　ハラスメント防止研修をグループ全社で継続的に実
施しております。また、管理部門を対象に相談対応研修
を行いました。

(3) 業務負荷の改善実施
　中長期プランの推進に伴い立ち上げたプロジェクトの
「業務負荷改善チーム」にて業務負荷の実態調査を行った
後、改善計画を策定し、具体的な施策を実施してまいります。

(4) グループ経営基盤の整備
　上記（３）「業務負荷改善チーム」で検討した内容を加味
し、業務の生産性向上・グローバル展開を支えるインフラ
整備・コンプライアンス対応(システム規制、モニタリン
グチェック)の観点から、当社グループの発展を支える情
報基盤の整備を行います。
　また、今後の経営を担う人材の育成については、「人材
マップ」を作成し、経営層を中心とした育成会議にて検討
してまいります。

　　
(5) 法令・CGコードへの対応の推進
　最終的にはFCPAへの対応を視野にいれたコンプライ
アンス体制を整備いたしますが、まずは基本的なコンプ
ライアンス知識を徹底することから進めてまいります。
　また、CGコードで重視される項目についても対応して
まいります。

(1) 企業風土改革
　経営層から頻繁にメッセージを発信いたしました。ま
た、経営層を対象に役員研修を3回行いました。

(2) 全社的な意識向上教育の実施
　2017年6月以降にずれ込みましたが、コンプライアン
スワークショップを住江織物(株)本社ビルを手始めに開
催いたしました。

(3) 業績管理体制と子会社管理の見直し
　子会社の業績や経営課題のモニタリングツールとし
て、月報および週報の書式の統一を行いました。

(4) STAのマネジメント体制の見直し
　2017年6月にSTAにてコンプライアンス研修を実施
いたしました。また、CFOの本部直轄化、異動(赴任・帰
任)のローテーションの内規化、人事部による赴任者への
ヒアリングを実施いたしました。

　　
(5) STAの在庫管理システムの見直し
　STAにおける実地棚卸の手順を明確に定め、その重要
性を認識し適切な実地棚卸の実施に繋げております。

(6) 内部統制の再構築
　内部通報制度として、新たにハラスメント相談窓口を
設けました。内部統制（特にSTAにおける業務プロセス）
の統制行為を見直しました。

再発防止の取り組み

短期計画と今後の中長期プラン

取り組み実績

歩き回る経営

関連掲載ページ P.13「STAでのコンプライアンス研修」

関連掲載ページ P.18「内部通報窓口」

関連掲載ページ P.12「未来塾（第二期）」
P.14「コンプライアンスワークショップ」

短期計画(2016年11月～2017年5月)
取り組み実績をご報告いたします。

中長期プラン(2017年6月～2022年12月)
今後6年間にわたり中長期プランを推進してまいります。

未来塾(第二期)

　経営層と若手・中堅社員の語らいの場づくりと視野拡
大を目的として希望者を募り「未来塾」を住江織物(株)本
社ビルにて開催いたしました。
　第二期となる今回はプチ講座として、STA不適切会計
問題を受け、会社の現状と会計知識、今後の事業展開に
ついて会長兼社長より講義がありました。その後、より活
発な交流ができるよう立食形式での会食を行いました。
　今後は地域を拡大し、住江織物(株)本社以外での開催
を予定しております。

・「質問したことに対して(会長兼社長から)率直な意見
を聞けた。」

・「数字で俯瞰することの大切さを痛感した。」
・「経営メンバーと気さくに話すことができた。」
・「風通しの良い組織づくりを今回の不適切会計問題
だけでなく、今後にも活かしていくことに期待したい。」

・「普段顔を合わすことのない人と話すことができて
有意義だった。」

参加者 の 感想

　STA不適切会計問題を受け、経営層からのメッセージ
を社内へ発信し、各部門、グループ会社の現場の実情を
把握することが大切なミッションであると痛感いたしま
した。これらのミッションへの取り組みとして、住江織物
(株)の取締役並びに執行役員は、所属する部門以外の
現場を訪れ、社員との双方向のコミュニケーションの
土壌の醸成に努めました。積極的に他部門を訪れること
により部門間の壁が低くなっていくと考えております。
　訪れる現場では、直接的なコミュニケーションを図る

ことによって、経営層からのメッセージや方針を浸透させ
るとともに、各現場の問題点の抽出とその打開策につい
て話し合い、それらを経営メンバーで共有いたしました。
　具体的には経営会議を年間２回、住江織物(株)本社以
外の事業所で開催いたしました。今後は、年間５回の開
催を目指してまいります。そうすることでグループ全体
への経営理念の共有と浸透を図ってまいります。次世代
に引き継ぐための道筋を付けるためにも「歩き回る経
営」を継続して実践してまいります。

関連掲載ページ P.13「役員研修・幹部社員研修」
P.14「働きやすさアンケート(社内意識調査)2017」
P.18「コンプライアンスガイダンスの改訂」

関連掲載ページ P.12「歩き回る経営」
P.15「プロジェクトその1 中堅社員チーム」

関連掲載ページ P.30「労働安全衛生（ハラスメント防止）」

関連掲載ページ  P.16「プロジェクトその2 業務負荷改善」

関連掲載ページ  P.16「プロジェクトその3 情報基盤整備」
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取り組み実績

【STAでのコンプライアンス研修】
　2017年6月、STAにて管理職を対象としたコンプラ
イアンス研修を実施し、23名が参加いたしました。
　外部講師から「財務諸表の不正」をテーマとし、企業の
説明責任・不正発生によるステークホルダーへの影響・
不正発生につながる要因など、四半期決算の重要性お
よび事実に基づく発生主義会計の概念について講義い
ただきました。
　今後は、参加した管理職が中心となって部署内でワー
クショップを行い、展開していく予定です。

働きやすさアンケート（社内意識調査）２０１７

　2017年1月に「働きやすさアンケート2017」を実施
いたしました。今回は3回目の働きやすさアンケートであ
り、今後のCSRの取り組みに反映する重要なデータとし
ての従来の位置づけに加え、STA不適切会計問題に関
する忌憚ない意見を募るアンケートとしても実施いたし
ました。
　アンケートには、国内グループの約80％にあたる
1,260名の従業員から回答があり、集約結果からは役職
(管理職または一般担当職)や部門ごとの傾向が明らか
となりました。自由記述からは以前と比べて前向きな意
見が多く寄せられており、これまで重点的に取り組んで
きた労働時間やハラスメント防止に関する取り組みが
徐々に従業員に伝わってきていると考えております。よ
り今後の再発防止に活かしていくため、集約結果および
自由記述内容は経営会議、執行役員会などで検討いたし
ました。
　今後については、集約結果を真摯に受け止めるととも
に再発防止およびCSR活動に反映し、その内容が伝わる
具体的なフィードバックを行ってまいります。

コンプライアンスワークショップ

　住江織物（株）本社を手始めとし、どうすればコンプラ
イアンス違反を防ぐことができるのかを社員自らが考え
るワークショップを開催いたしました。
　STA不適切会計問題と同様のことを二度と起こさな
いために、当社グループの弱点を知り、基本的なルール
を再確認し、それぞれの職場でリスクの高いことは何か
を考えるプログラムといたしました。
　また、「コンプライアンスについて職場で話し合える土
壌づくり」も目的の一つとしており、ワークショップ終了
後に職場でのミーティングを実施し、職場単位でレポー
トの提出を行いました。

【レポートの内容(一部抜粋)】
事業部門のミーティングテーマ：最低限守ろう、職場の
ルール ～コンプライアンス違反を起こさないために～

【アンケートについて】
　国内グループの従業員1,580名を対象に実施。設問は、「業務」
「職場」「会社風土」など8つの分野に分類し、各設問に対して「そう
思う」↔「そう思わない」の4段階で回答する選択形式と自由記述の
2種類。
　海外拠点の従業員を対象とした同様のアンケートも実施。尚、
上記アンケート結果のデータには含まれておりません。

（2017年6月）

テーマ：財務諸表の不正
 ・アカウンタビリティとは何か
 ・財務諸表不正に関する事実とデータ
 ・会計の基礎知識
 ・なぜ財務諸表不正は問題なのか
 ・不正トライアングル
 ・STAで起こったこと　　　　　　　　　　　

【役員研修】
　コンプライアンス意識の再醸成を目的とし、経営メン
バー7名を対象に弁護士による役員研修を行いました。3
回にわたる講義で、講師からは当社グループで発生した不
適切会計問題を受けて、今後取るべき対応や近年企業を
取り巻く環境の変化を法的な観点で指導いただきました。

【幹部社員研修】
　会社の中で監督・指導の役割を担う幹部社員として必
須のコンプライアンスおよび会計知識を学ぶとともに風
通しの良い職場づくりを考える機会として、国内の全グ
ループ会社の管理職者約90名が集まり、2回にわたって
開催いたしました。

　今後もコンプライアンス徹底に向けた研修を定期的
に実施してまいります。

各研修の実施　

１回目
（2016年12月）

テーマ：
不祥事の事後対応と会社役員の職責

2回目
（2017年2月）

テーマ：
近時の企業不祥事と企業経営上の対応課題

3回目
（2017年4月）

テーマ：
人事・労務管理の統制課題と会社役員の職責

1回目
（2017年2月）

①STA不適切会計問題について経緯説明
②「働きやすさアンケート2017」結果報告
③法令・企業倫理の遵守と経営幹部の職責
　(弁護士より)
④不正の実例紹介と不正の要因や兆候について
　(公認会計士より)

2回目
（2017年4月）

①会計の基礎知識
②コンプライアンス徹底に向けた改善計画
③コンプライアンスと幹部社員の職責
　(弁護士より)
④グループ討議
　・コンプライアンス上「おかしい点」のすり合わせ
　・あなたの部門(会社)の風通しについて

　1回目は、社内および外部講師からの講義を行いまし
た。2回目は、講義の後「自部門であった(or起こり得る)
コンプライアンス上おかしいと思う例」を持ち寄ってグ
ループ討議を行い、会社や部門を超えての意見交換、問
題点やコンプライアンス意識の共有を図りました。
　研修後には、各参加者が２回の研修で学んだことを職場
に持ち帰って部下とのミーティングを実施し、コンプライ
アンスについて考える機会を持ちました。

特集① STA不適切会計問題　再発防止の取り組み 

「報告・連絡・相談の
徹底」は最低限の
ルールとして守る

今以上に
社内規程への
理解を深める

個人情報の
漏えい防止のため、
机・ロッカーの
施錠の徹底

業務の
固定化を避け、
ローテーションを

する

口頭ではなく、
記録できる
媒体で

やり取りする

情報を共有し、
一人で
判断しない

【アンケート結果の一部】
■ あなたは今の会社で長く働きたい気持ちが強いですか？

そう思う
26%

どちらかと言えばそう思う
45.4%

どちらかと
言えば

そう思わない
20.3％

そう
思わない
8.3％

4点を満点とした
指数 2.89

そう思う
どちらかと言えばそう思う
どちらかと言えばそう思わない
そう思わない（2016年度結果と変化なし）

4点
3点
2点
1点
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3つのプロジェクトの取り組み
　再発防止に向けて、経営層はもちろんのこと社内で立ち上げた委員会やプロジェクトなど様々な角度から会社として
どのような改善が必要かを検討し、ガバナンス強化およびコンプライアンス徹底に向けた短期計画および中長期
プランを策定し取り組みを進めております。
　その中で、より実効性のある活動を行うために立ち上げた3つのプロジェクトの取り組みをご報告いたします。

特集① STA不適切会計問題　再発防止の取り組み 

　中長期プランの施策の一つに掲げた、会長兼社長直轄の中堅社員によるプロジェクトの取り組みであり、これまで2回
にわたって実施してまいりました。

プロジェクトその1　「中堅社員チーム」

 日々の仕事に追われていると、コンプライアンスに対する意識は希薄になりがちです。そのためコンプライアンス意識
の浸透・徹底の実効性を高めるには、業務負荷の低減を図ることが必要不可欠であると考えられます。
　当プロジェクトでは今期、業務負荷の改善実施のための実態調査を行います。どういう業務にどれだけの負荷があるのか、
またその要因、背景・理由は何かなどを明らかにし、次期以降の改善計画の策定、実施に繋げます。
　プロジェクト設立後、これまで会議を3回開催し、業務負荷の状況確認などを行ってまいりました。

プロジェクトその2　「業務負荷改善」

　当社グループでは、スクラッチ開発した独自のシステムによる基幹業務システムを利用しておりますが、非効率かつ
属人的な業務品質、システム保守費用の増加、分社化やグローバル化などによる業務プロセスの分断による部門間の
連携や統合の不備、正確で迅速な情報活用の制約といった点で課題を抱えていました。今回、これらの課題解決を目的
とし、グローバル化を志向したシステム構築に取り組んでおります。

プロジェクトその3　「情報基盤整備」

目　標
・部門を超えた中堅社員の人材交流を活性化させ、
  問題解決力を高める
・相手の仕事を理解することでセクショナリズムが
  生まれない土壌を目指す
・自由闊達な意見交換の場をつくる

目　的
　中堅社員の「部門を超えた人材交流の活性化と問題解
決力の向上」
　現場の実情を知り、実務を担う中堅社員が現場のリス
クを洗い出し、解決策を模索・検討する

事務局の感想
　各事業、各グループ会社の中堅社員が会して討議を行
う、住江織物グループとして初の試みでしたが、メンバー
間で前向きで積極的な意見交換がなされ、数多くの提案
がありました。
 また、会長兼社長と中堅社員との座談会形式での討議
では、双方向でのコミュニケーションの中で活発な意見
交換が行われ、非常に有意義な会議となりました。

まとめ
　これまでプロジェクトメンバー内で実態をまとめてき
ましたが、多くの場面で様々な業務負荷があることがわ
かりました。
 今後は、情報基盤整備チームと連携を取りながら、当社
グループ全部門・部署を対象に、実態調査を実施してま
いります。

今後について
　これまでの取り組み実績の内容を整理したうえで、今
後はより具体的な取り組みを行ってまいります。

※本内容は2017年10月6日 現在のものです。

開 催 日

参加人数
内 容

【第１回】
：2017年6月15日
 （情報基盤整備チームとの共有会議）
：24名（社外除く）
：プロジェクト推進の参考に、情報基盤の整
備で実施している生産管理アセスメント調
査の報告を受け、手法などを確認しました。

開 催 日
参加人数
内 容

【第3回】
：2017年9月27日
：15名 
：以前まとめられた業務効率化の検討資料に
業務負荷の現状と課題の追記を行い、状況
などを確認しました。また今後の進め方に
ついての大枠を決めました。

開 催 日
参加人数
内 容

【第2回】
：2017年7月27日
：13名 
：プロジェクトメンバーの所属部署の業務負荷
の概要をヒアリングし、取り組み方法を検討
しました。

取り組み実績

開 催 期 間
開 催 回 数
参加延べ人数
主な実施項目

：2017年4月～9月
：32回
：356人
：・カーマット向けアセスメント
 ・インドネシア工場アセスメント
 ・カーペット事業向けアセスメント
 ・次期基幹システムFitting作業

取り組み実績

事務局の感想
　新基幹システムには、海外工場でも実績のあるＥＲＰパッ
ケージの導入を検討しております。本プロジェクトでは、現
行業務に合わせてのシステム開発手法（スクラッチ）では
なく、最適化されたＥＲＰパッケージの業務フローに極力

今後の予定
　パッケージでは不足する機能の開発や他システムとの
連携機能を開発し、モデルケースの事業セグメントを
2018年6月より運用を開始する予定です。あわせて導
入に際し、現業務の過不足を見直し業務の最適化を目指
してまいります。他のセグメントについては、並行して順
次展開する予定です。

開 催 日
参加人数
内 容

【第１回】
：2017年7月24日
：30名 
：各事業およびグループ各社から集まった中
堅社員が、現場のリスクについて討議を行
いました。

開 催 日
参加人数
内 容

【第2回】
：2017年9月8日
：31名 
：第１回のグループ討議で各チームから提案
された課題に関して、会長兼社長と中堅社
員が座談会形式で討議を行いました。

取り組み実績

合わせる手法（パッケージ導入）を選択しております。プロ
ジェクトメンバーの多くは、実運用イメージを持てません
でしたが、検証環境を先行導入し実際に入力するといった
工夫をすることで、理解が深まりました。また、日々の業務
が忙しい中、時間を割いて積極的に取り組んでおります。
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■ ＣＳＲ推進体制

コンプライアンスの取り組みについて、見直しを始めております。

コンプライアンス

コンプライアンスガイダンスの改訂
　企業行動基準をなぜ守らなければならないか、どのよう
に守るのかについて解説を加え、改訂
いたしました。また、重要な社内規程、個
人情報保護方針、秘密保持誓約書、就
業規則における懲戒処分などについて
も新たに解説いたしました。携帯に便利
なコンパクトな手帳サイズに変更し、英
語版、中国語版も整備いたしました。

内部通報窓口
　ハラスメントの専門家に気軽に安心して相談できる窓
口を2017年4月より新たに設置いたしました。これによ
り従来の社内通報窓口、社外弁護士窓口、健康相談窓口
でのハラスメント相談の計４つの窓口を設けております。
　入社時、階層別研修、コンプライアンス研修時などの機
会に利用を呼び掛けております。

財務統制委員会

C S R推進委員会

コンプライアンス・リスクマネジメント部会
（個人情報管理含む）

人事（育成・健康）部会 環境推進部会 ＰＬ部会

中央安全衛生部会

CSR推進委員会

　2014年にCSR推進委員会を発足し、コンプライアンス
意識の啓発、ハラスメント防止研修の実施、労働時間管
理、社員の活性化に関する取り組みなど、様々なCSR活動
を進めてまいりました。

ＣＳＲ推進体制

　今後は、年に4回開催するCSR推進委員会にて、通常の
CSR活動に加えて中長期プラン(P.11)の計画審議、進捗
状況の確認と課題の検討を行い、ガバナンス強化および
コンプライアンス徹底を着実に推進してまいります。

CSR・内部統制審議会

企業倫理ホットライン

海外子会社相談窓口

■ コーポレートガバナンス体制図

取締役会
　8名の取締役（うち、社外取締役2名）で構成し、業務執
行の監督および重要事項の決定を行っております。

経営会議／CSR・内部統制審議会
　経営会議は、原則毎週開催し、経営上重要事項の報告・審
議を行い、特に重要事項については、取締役会に上申いたし
ます。CSRに関する重要事項および財務報告に係る内部統制
の評価については、CSR・内部統制審議会として審議いたしま
す。常勤監査役1名がオブザーバーとして参加しております。

監査役会
　監査役3名（うち、社外監査役2名）で構成し、監査方
針・計画の決定、監査報告についての協議を行っており
ます。 執行役員会

　社長以下、執行役員で構成され、毎月1回開催されま
す。取締役会もしくは経営会議での決定事項の通達およ
び各執行範囲における現状の報告が行われます。

経営会議

代表取締役

CSR・内部統制審議会

ＣＳＲ推進体制

株主総会

選任/解任

連携
連携会

計
監
査
人

連携

監査

監査

選任/解任

監査

取締役会監査役会

海外子会社
相談窓口

CSR推進委員会
（各部会）

財務統制委員会

内部監査室

　当社は次のようなガバナンス体制をとっております。STA不適切会計問題を要因とする再発防止のため、監査役スタッフ
の増強による監査役機能強化、内部監査室の人員増強など、モニタリング機関の充実を中心として、ガバナンス強化を進
めております。また、取締役会評価を実施いたしました。評価結果について真摯に受け止め、改善を進めてまいります。

選任/解任

選任/解任・監督

指示・監督

企業倫理
ホットライン

各事業部門・本部・グループ会社

執行役員会

コーポレートガバナンス※1

後列 ： 山下 恭史 社外監査役　　世一 秀直 社外監査役　　小瀧 邦彦 常勤監査役　　三村 善英 取締役　　沢井 克之 取締役　　永田 鉄平 取締役
前列 ： 横田 隆司 社外取締役　　飯田 均 代表取締役専務　　吉川 一三 代表取締役会長兼社長　　谷原 義明 代表取締役専務　　清水 春生 社外取締役

※1コーポレートガバナンス：一般的に「企業統治」と訳され、経営の透明性や企業価値の向上を目的に企業経営を管理・監督する仕組み。

特集① STA不適切会計問題　再発防止の取り組み 


