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【本 日の 目次】
1.新 着情報
◆ YouTube チャンネル「 東証 IR ムー ビー ・ス クエア 」新着動画紹 介

2.市 場ト ピックス
◆ 新規上場の お知 らせ

3.市 況情報
◆ 本日の株価 指標 等
◆ 第一部前・ 後場 概況

4.セ ミナー情報
◆ ＋YOU ニッポン応援全 国キ ャラバン開 催予定

5.コ ラム
◆ 証券取引等 監視 委員 会からの寄稿

＝＝ ＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ＝
※ 以 下について は、 証券 取引等監視委員会の ウェ ブサイト掲載にあた り、 上記
目次 5.コラ ムを抜粋してお りま す。
＝＝ ＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ＝

証 券取 引等監視委員会から の寄 稿

投稿 No.128

有価 証券報告書等の虚偽 記載 に対する課徴金納付 命令 勧告事案について

証券 取引 等監視委員会事務局 開示検査課 長 小出啓次

開 示検 査課においては、課 徴金 の対象となる行為の うち 、有価証券報告書を
はじ めと する各種開示書類の 虚偽 記載等の開示規制違 反に ついて、金融商品取
引法 に基 づき、有価証券の発 行者 や参考人に対して、 開示 検査を実施していま
す。 その 結果、違反行為が認 めら れた場合には、内閣 総理 大臣及び金融庁長官
に対 して 課徴金納付命令勧告 を行 うほか、必要に応じ て訂 正報告書等の提出命

令勧 告を 行っています。平成 26 年度にお いて は、 当課は、７件の課徴 金納 付命
令勧 告を 行っています（平成 27 年 2 月 18 日現在）。
今 回は 、最近の有価証券報 告書 等の虚偽記載に対す る課 徴金納付命令勧告事
案に つい てご紹介させていた だき ます。

＜JALCO ホ ール ディングス株式会社 に対 する 課徴金納付命令 勧告 につ いて＞

１ 課徴金納付 命令 勧告 の対象者
JALCO ホールディング ス株 式会社（以 下「JALCO」といいま す。）は、
東 京証券取引 所 JASDAQ に 上場 しており、中古 遊技機の レン タル 等を業
務 としていま す。

２ 事案の概要
本件は、JALCO の連結 子会 社である株 式会社ジ ャル コ・アミュ ーズメ
ン トサービス （以 下「 JAS」と いい ます。） が、 売買取引の実体を伴 って い
な い中古遊技 機の 割賦 販売契約を締結する こと 等により、売上等を 過大 に
計 上していた もの です 。これにより、 JALCO は、 金融 商品取引法 に規定
す る「重要な 事項 につ き虚偽の記載がある 」有 価証券報告書、四半 期報 告
書 及び有価証 券届 出書 を提出したことから 、課 徴金納付命令を発出 する よ
う 勧告を行っ たも ので す。

３ 事案の背景
（ １）事実関 係
JALCO の 連結子会社である JAS の A 社 を取引先とする 中古 遊技 機（パチン
コ台 ）の割賦販売取引ス キー ムは、以下のような もの でした。
○

JAS は、予め A 社が 販売 先パ チンコホールとの間 で交 わし た中古遊
技機の売買契約書（ 写） の提出を受けると、 その 取引対象物を A 社か
ら仕入れ、その仕入 代金 を A 社に即金で支払 う。

○

仕入代金の支払い と同 時に、対象の中古遊 技機 を A 社に割賦販売し 、
その販売代金は分割 払い として A 社から回収 する 。

○

A 社 は、中古遊技機をパ チン コホ ールに販売・納 品し 、そ の販売代
金を原資に JAS へ分 割払 いをする。

し かし実体は、A 社は、販売 先パ チン コホールとの間 の売 買契 約書を偽
造す るなどして JAS にそ れを 提示することで資金 を調 達し、日々の運転資
金と して費消していまし た。 また、JAS は取引対象物で ある 中古 遊技機を
自ら 一切保管することは なく 、納品の確認も行う こと がないまま取引を継
続し ていました。
こ のような中、A 社による売 買契 約書 の偽造が判明し 、調 査し たところ、
中古 遊技機の実在が確認 でき ない状態でした。

（ ２）発生原 因
本 件の発生原因として は、 JALCO グループとして、取 引に おけ る問題
点の 分析・検討及び内部 管理 体制等に不適切な点 があ り、ガバナンスやリ
スク コントロール等が不 十分 であったことなどが 挙げ られます。

４ 課徴金額
1 億 5,150 万円（継続 開示 書類 計 1,200 万 円、発 行開示書類 計 1 億 3,950
万円 ）

上 記事 案は、証券取引等監 視委 員会ウェブサイトの 平成 26 年（ 2014 年）に
おけ る報 道発表の一覧からご 覧に なることができます 。
http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c̲2014/2014/20141121-1.htm

今 回は 一事案を紹介させて いた だきましたが、先日 （平 成 26 年 11 月 19 日）
紹介 しま した「金融商品取引 法に おける課徴金事例集 〜開 示規制違反編〜」
（http://www.fsa.go.jp/sesc/jirei/kaiji/20140829.htm ）に おいては、多く
の事 案に ついて、不適正な会 計処 理の内容、手法及び 背景 等を掲載しています 。
本事 例集 も併せてご覧いただ き、 日々の業務の参考と して いただければ幸いで
す。
証 券取 引等監視委員会とし ては 、開示検査等を通じ て正 確な企業情報の迅速
かつ 公平 な市場への提供の実 現等 を図ることにより、 市場 の公正性・透明性を
確保 し、 投資者を保護するた め、 今後とも、適切に対 応し てまいります。

※文 中、 意見に関わる部分は 、筆 者の個人的見解です 。

■証 券取 引等監視委員会ウェ ブサ イト
http://www.fsa.go.jp/sesc/index.htm

■証 券取 引等監視委員会では 、そ の活動状況やウェブ サイ トの更新情報
など を配 信しています。
http://www.fsa.go.jp/sesc/message/index.htm

