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各    位                      平成 19 年 1 月 29 日 
 

                    会社名  株式会社ＮＦＫホールディングス 
                    代表者名 代表取締役社長 武 田 芳 夫 
                             （ コード ６４９４ ） 
                     問合せ先 取締役 山 本 英 次 
                      電 話  （０３）５５５０－７３８１ 
 
 
 

特別調査委員会の最終報告について 
 
 平成 18 年 12 月 1 日に開示致しました「特別調査委員会の設置について」および平成 18 年

12 月 25 日に開示致しました「特別調査委員会の中間報告」でお知らせいたしましたように特

別調査委員会の最終報告が平成 19 年 1 月 29 日におこなわれましたので、その概要について下

記にお知らせ致します。 

 弊社と致しましては、特別調査委員会の「最終報告」の内容を真摯に受け止め株主様の信頼

を得るために、より一層抜本的な改革を推進してまいります。 

   
記 

Ⅰ 事実関係 最終報告より抜粋 

 

１．事実関係 

 1.1 第二回新株予約権発行の背景事情 

弊社は平成 9 年 9 月期から連続赤字を計上しており、平成 15 年 9 月期には、売上高

2,500 百万円に対して、当期純損失で約 2,000 百万円を計上する厳しい状況に陥った。

資産の売却やリストラ等を実行してきたが、金融機関の財務健全化方針の一環として、

当時のメインバンクから貸し剥がしが行われ、経営はさらに厳しい状況に追い込まれて

行った。 

  金融機関からの新たな借入れによる資金調達は見込まれず、会社が従業員用に積み立

てていた従業員の保険積立金の取り崩しをして資金繰りにあてざるを得ないようなあり

さまであった。そうまでしても手持ち現預金が底を突く事態となり、まさに倒産の危機

に瀕していた。 
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  そのような時に、ＦＳ投資事業有限責任組合の無限責任組合員役員から弊社田中伸一

(前)代表取締役社長に対し、第三者割当による新株予約権の発行による資金調達のスキ

ームが提案され、当時の役員（以下「弊社旧取締役」という）は、会社存続のため藁を

も掴む気持ちで第三者割当新株予約権の発行による資金調達を決議した。 
 

1.1.2 第二回新株予約権発行のスキーム 
第二回新株予約権発行のスキームをアレンジし、その提案をしてきたのはＦＳ投資事

業有限責任組合の無限責任組合員である会社の役員（以下「ＦＳ組合役員」という）で

あり、ＦＳ組合役員は、複数の会社を経営していた。 
第二回新株予約権発行に伴う増資によって調達した資金の使途は、発行に関わるコン

サルティング及び紹介斡旋等 386 百万円、借入金及び未払金の返済約 1,200 百万円、そ

の他運転資金を含む経営に関わる資金等約 470 百万円、株式会社ケー・シー・エスへの

貸付金 200 百万円、ＦＳ投資事業組合への出資 1,600 百万円、株式会社アクスルへの 100
百万円の出資などであった。 

上記内容から、第三者割当増資による第二回新株予約権発行のアレンジャーであるＦ

Ｓ組合役員は、弊社旧取締役と接触しながら、自らが経営する会社を使い分けて、関連

法規に違反しないように、自らの関係会社に増資資金の一部を誘導させるような新株予

約権による増資スキームを計画したことが窺える。すなわち、まず、4,300 百万円とい

う増資金額は、新株予約権の行使率の見込みを考えても、当時の弊社の負債額並びに発

行経費及び一般の運転資金の必要額に照らすと過大であると思われ、もともと多額の余

剰資金の発生を見込んでいたと推測される。そして、ＦＳ投資役員の関連会社は増資手

数料５％をコンサルティングフィーとして取得し、一方、ＦＳ投資事業有限責任組合の

無限責任組合員は出資金の運用管理費等を取得したうえで 1,600 百万円の出資金の運用

を行った。また、株式会社アクスルは、100 百万円の出資を受け入れた。これらにより、

(旧)日本ファーネス工業株式会社が第二回新株予約権発行に伴う増資によって調達した

資金の一部をＦＳ組合役員が経営する会社に誘導させるという仕組みであった疑いが大

きい。 
１.1.3 当時の役員 
   田中代表取締役社長以外の弊社旧取締役は平成 15 年 12 月の株主総会で取締役に就

任した。田中代表取締役社長をはじめとして、弊社旧取締役はエンジニアであった。

その後も現代表取締役社長の武田芳夫が入社する平成 17 年 10 月までは、経理財務等

の管理関係業務に精通した取締役は不在であった。そのため、前々代表取締役であり

子会社の株式会社ファーネスカンリ顧問であった弊社旧顧問（以下「弊社旧顧問」と

いう）が経理実務を担当していた状態であった。 
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1.2 ＦＳ投資事業有限責任組合への出資の背景事情 

  第二回新株予約権の行使は順調に行われ、平成 16 年 8 月末までに約 2,200 百万円が

払い込まれた。これを随時借入金返済等に充てて、弊社は経営危機から脱出することが

できた。その後、金融機関等から資金運用の話が多数持ち込まれるようになった。 

  ＦＳ投資事業組合の案件話が持ち込まれた時期について、明確な日付は関係資料から

確認できない。ＦＳ投資事業組合への出資にかかわる資料としては、「FS FUND 及び投

資事業について」、趣意書である「ＦＳ事業ファンドのご案内」、「投資事業有限責任組合

契約」があるが、どれも日付が記されてない。弊社旧取締役の事情聴取によると、「FS 

FUND 及び投資事業について」の資料を用いて、当時の代表取締役社長田中より説明を

受けたが、その時期が何時だったかについては記憶が曖昧であり、確定できない。 

  しかしながら、平成 16 年 7 月 26 日付け株式会社ケー・シー・エスよりの「お礼と提

案」の記載内容や、平成 16 年 8 月 19 日ころに、投資事業組合有限責任組合契約文案に

ついて会社として弁護士のリーガルチェックを受けた事実、ＦＳ組合役員から送付され

てきた上記契約書には当初の段階から組合の捺印があった事実によると、田中代表取締

役社長の側でも当初から運転資金以外の使途を了解していた疑いがある（しかし、あく

までも推測であって確証はない。弊社旧取締役からの聴取によると、株式会社ケー・シ

ー・エスからのこの提案は断ったとのことであり、結果的にもＫＣＳファンドに 15 億円

を預託運用した事実はない。また、ＦＳ投資事業組合への出資を要請されたのは、増資

資金の払い込みが順調に進んでいた平成 16 年 8 月頃であるとのことである。）。 

 ＦＳ投資事業組合への出資を正式に決議した取締役会は、平成 16 年 9 月 27 日に開催

された。そして、直ちに 800 百万円の出資が実行されている。この事実を見ると、取締

役会の決議を経る以前(その時期が、平成 16 年 8 月頃なのか、それよりも遙かに早い 43

億円の増資の時期なのかは、前述のとおり確定できない。）から田中代表取締役社長によ

ってＦＳ投資事業組合への出資方針が確定されており、取締役会においてはそれが盲目

的に追認されたにすぎないと認められる。 

  なお、第二回新株予約権の発行による増資資金の使途変更については、適時開示及び

有価証券届出書の変更がされていない。また第三回・第四回の新株予約権による増資の

適時開示時にも、第二回新株予約権発行による増資資金の使途変更は開示されていない。 

16 億円の出資に関しては、弊社の平成 16 年 9 月期及び平成 17 年 9 月期の計算書類等

には会計監査人の適法意見が表明されている。また、各投資事業組合の第 1 期決算書類

には公認会計士による適正意見が付されていた。 
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1.2.2  ＦＳ投資事業組合への出資に至る判断 

 ＦＳ投資事業組合への出資については、FS 投資事業有限責任組合の役員と田中代表取

締役社長の間で話が進められ、弊社旧取締役及び弊社旧顧問が実務面を担当していたも

のである。 

 田中代表取締役社長がＦＳ投資事業組合への出資の可能性を予見した時期については、

かなり早い段階（場合によっては、第二回新株予約権発行の方針決定の頃）であった疑

いもあるが、確証はない。いずれにせよ、予約権者による予約権行使の帰趨が確定的で

ない段階では、資金使途に関する決定的な結論を用意することは実質的にありえなかっ

たであろう。 

 弊社旧取締役がＦＳ投資事業組合への出資を認識したのは平成 16 年 8 月頃であった

と推測される。当時は、新株予約権の行使により急激に巨額の資金が流入し、これを現

預金で保有しているとＭ＆Ａの対象にさらされる懸念があった。平成 16 年 8 月頃であ

ったと思われるが、弊社旧取締役は弁護士に対して、巨額の資金を安全に保有する方法

について助言を求めたところ、弁護士から「株式会社ケー・シー・エスが信頼に足りる

かどうかが不明であり、その他の安定株主も全くいない状態では、最悪の場合、弊社を

乗っ取り、預金を引き下ろしてしまおうとする者が現れる事態もありうる。したがって、

資金が入金される都度、直ちに借入金の返済に充てて行き、余剰資金はなるべく現預金

の形では保有しない方がよい。」との助言を得た事実がある。また、一部は定期預金等に

回したが、金融機関等から資金運用について多くの売り込みが舞込み、断るのに苦労す

る状況であったとのことである。 

 旧日本ファーネス工業㈱の弊社旧取締役は、ＦＳ投資事業組合への出資の件を平成 16

年 9 月 27 日の取締役会の時まで聞かされていなかった。 

 ＦＳ組合役員は、倒産寸前であった会社を今回の増資の成功により救ってくれた立役

者であり、信頼感は増していた。そのような状況から、弊社旧取締役は、金融商品等に

対しての知識などは持ち合わせておらず、ＦＳ投資組合役員が会社を救ってくれたこと

を拠り所として、平成 16 年 9 月 27 日開催の取締役会において、田中代表取締役社長の

提案したＦＳ投資事業組合への出資に賛同した。 

 上記取締役会決議の際には、弊社監査役から質問や消極的意見が出されたとのことで

ある。ただし、取締役会議事録には、その旨の記載はない。 
 
1.2.3 ＦＳ投資事業組合出資に関わる趣意書及び契約書 

  中間報告書で述べたように、コストやリスクの負担という経済的条件の面で弊社に不

利な契約条項が多い。リスクヘッジの面についていえば、弊社旧取締役は「70％の元本
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保証」でよしと考えていたようである。 

 また、投資事業有限責任組合契約を締結する前にそれらの内容についてＦＳ組合役員

と交渉した経緯等に関する書類は確認できなかった。16 億円をリスクの高い金融商品へ

投資をするに際しては、相当な注意を払うべきであるが、それを充分に行わずに出資し

たことが窺われる。 
 

1.2.4 ＦＳ投資事業組合の現況(2006 年 9 月末) 

出資金は 1,600 百万円であるが、投資金額 970 百万円と費用合計 125 百万円の総計は

1,095 百万円であり、その差額約 500 百万円の使途は不明である。 

 また、新株予約権をアレンジした会社の関連先会社をはじめとする関連先及び役員等

に再投資されている事実がある。更に、投資事業組合の登記については 1 号のみ登記さ

れており 2 号から 7 号までの登記は確認できない。 
 

1.2.5  ＦＳ投資事業組合への投資の損失計上に至る経過 

日時 内容 

平成17年11月 平成17年8月期の公認会計士の監査済み投資事業組合決算書を入手 

平成18年5月 会計監査人から、損失が増加している、また、投資先が不明との指摘があり、平成18

年3月期決算で出資金額から契約上の管理費用等を控除した金額の30％相当額を損失

計上 

平成18年5月26日 無限責任組合員に対して全額解約の申し込みを行った。 

平成18年10月 無限責任組合員から、平成18年5月に証券取引等監視委員会に投資事業組合関連の書類

を押収されていた事実が伝えられた。 

平成18年11月 無限責任組合員から平成18年9月30日付けで、投資事業組合の運営を続けることが困

難なために解散する文書が送付された。そして、組合契約書第25条に基づき出資金

の70％に相当する損失額について、債務承認契約書を締結した。 

 
1.2.6  出資金の回収の見込み 

ＦＳ投資事業組合の解散時に同組合が保有していた上場株式を担保に取り、株式会社株

式の売却代金として約 53 百万円を回収した。また、保有株式の評価額は約 30 百万円で

ある。以上合計約 80 百万円の回収が見込まれる。 

投資事業有限責任組合契約第 25 条に基づき、FS 投資事業有限責任組合の無限責任組
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合員が出資額の 70％に相当する金額につき支払約束をしているが、返済可能性は不明で

ある。 
 
2. 原因 

  本件特別損失をもたらした原因として考えられるところは、以下のとおりである。 

2.1 前代表取締役社長の主導的役割 

  ＦＳ投資事業組合への出資は、倒産に直面した状況下で第二回新株予約権発行による

増資のスキームを提案された田中代表取締役社長が主導的に推進したものである。田中

代表取締役社長の指示のもとに、一部の弊社旧取締役と職員が実務面を担当し、取締役

会における正式な意思決定がされる以前に本件出資が既成事実化されてしまった。 

2.2 内部統制システムの欠如 

   ＦＳ投資事業組合への出資は、形の上では取締役会の議題として上程され、その決議を

経ているが、既成事実化していたＦＳ投資事業組合への出資を盲目的に追認したものに

すぎず、田中代表取締役社長からコストとリスクの説明を受けて緻密に検討するとか、

分散投資を考えるとかの実質的な議論・検討がされた形跡がない。これは、本件出資の

みならず、その他多くの経営事項についてもそうであったのではないかと思われる。取

締役会自体が正常に機能しておらず、単に形式を整えるだけのものになっていた。内部

統制システムが有効に機能していなかったというべきであろう。 

2.3 各取締役の能力と職務意識の欠如 

   当時の弊社取締役は、全員がエンジニア出身であり、エクイティファイナンスや金融商

品等に対しての知識を持ち合わせておらず、また、このことから、財務経理関係の業務

を責任をもって遂行しようとする者がいなかった。加えて、田中代表取締役社長が創業

者の子息であることからくる遠慮も働いていたようである。その結果、ＦＳ投資事業組

合への出資判断を田中代表取締役社長に事実上一任する形となり、投資契約の内容を理

解し、批判的に検討するという姿勢を欠いていた。その意識は、従業員の延長でしかな

く、上場企業の取締役としての任務意識と責任感が欠如していたといわねばならない。 

2.4 財務部門及び管理部門の職務遂行能力の欠如 

   当該部門の職務遂行能力については、前述の役員レベルでの能力の欠如に加えて従業員

の人的資源も貧弱であった。 

 

 

 

 



7 

3. 役員の責任 

3.1 取締役の責任 

   中間報告書で言及したとおり、ＦＳ投資事業組合への出資は、ファンドの趣意書、契約

内容及び無限責任組合員の能力などに照らして、弊社にとって負担とリスクが極めて大

きいものであったが、田中代表取締役社長は、これを積極的に推進したものである。か

つ、田中代表取締役社長は、当初から増資によって調達した資金の一部を第二回新株予

約権によるＦＳ組合役員ないしその関係会社に還流させることを承知していた疑いもあ

り、そうだとすると、その場合には、単なる「純投資の失敗」とは言い難い。倒産に直

面した状況下で資金調達をするうえでやむを得なかった面があるとはいえ、もし第二回

新株予約権によるＦＳ投資役員への資金流出が当初から予定されていたのだとすれば、

第三者の利益を図る目的で損失リスクとコスト負担の大きい出資に応じ、その結果弊社

に損害を与えたものであるから、(旧)商法４８６条１項の特別背任の責任を免れない。反

対に、増資資金の入金後にＦＳ投資事業組合への出資を決断したケースの場合には、Ｆ

Ｓ投資事業組合の第１期事業年度の決算書類には公認会計士の適正意見も付されており、

投資実行の段階でリスクについての予見可能性が大であったと言えるかどうかは微妙で

あること等から、特別背任の刑事責任を問いうるかどうかは直ちに判断できない。 

   田中代表取締役社長は、以上とは別に、民事的には、いずれにせよ、善管注意義務違反

による損害賠償責任を負うものと思料される。 

   弊社旧取締役のうち一部の者は、田中代表取締役社長の意を受けて、ＦＳ投資事業組合

への出資の実務面に関与し、また、その他の弊社旧取締役は投資事業有限責任組合契約

の内容や、第二回新株予約権の発行による資金調達の全容を十分理解しておらず、田中

代表取締役社長に一任して純投資を行うという意識であったようである。したがって、

いずれの弊社旧取締役も特別背任の刑事責任や忠実義務違反の民事責任を問われるほど

の責任はないというべきであるが、損失リスクとコスト負担が極めて大きい投資を阻止

しなかった点について、善管注意義務（その一内容としての監視義務）違反を問われる

可能性がないではないと思料される。 

 

3.2 監査役の責任 

   弊社監査役各氏は、ＦＳ投資事業組合への出資を決議した平成１６年９月２７日の取締

役会に出席し、意見を述べた。この段階で本件の出資が違法であるとまで認識すること

は困難であり、監査役としては、これ以上の方法で本件出資を阻止することはできなか

ったと推測され、特段の法的責任を生じるものではないと思料される。 
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3.3 実務を担当した幹部従業員の責任 

   弊社総務部長は、第二回新株予約権の使途変更についての適法な開示業務を遂行してい

ない。ＦＳ投資事業組合への出資に由来する特別損失について直接の責任を生じるもの

ではないが、職務遂行上、適切さを欠く面があったと思料される。 

   弊社旧顧問は、直接には子会社の顧問であったが、実質的には弊社の経理実務を担当し

ていた。しかしながら、法的意味において弊社の意思決定に責任ある立場の幹部従業員

であったとはいえない。また、事実上も、ＦＳ投資事業組合への出資の意思決定にどの

程度の影響力があったのか不明である。したがって、何らかの法的責任を問うのは困難

である。 

3.4 ＦＳ投資事業組合無限責任組合員らの責任 

    弊社が増資によって調達した資金の一部を当初から自己の経営する会社に還流させ

る意図を持っていたものと推測され、更に、その一部はＦＳ投資事業組合から貸付を受

ける形で自分自身に還流させている。ＦＳ投資事業組合に対する特別背任の共犯という

べきであり、弊社に対してこの行為に基づく損害賠償責任を負うものと思料される。 

 

４．対応と対策  

 とりわけ以下に述べる項目について、弊社において具体的な対応策を断固早急に採用

すべき必然性がある。 

4.1 経営体制及び業務執行体制の強化 

 大会社たる取締役会設置会社の取締役会に適法適正な職務執行の確保が可能な体制の

構築を義務づける会社法第３６２条第５項の規定に言及するまでもなく、取締役の職務

執行の適法性はおよそ経営上の判断の当不当を論ずる以前の大前提である。それにもか

かわらず、本件では、むしろこのような前提に抵触すると思われる数々の要検討事項の

検討が一切なされなかったことの必然的帰結として、後日に至り具体的な諸問題が顕在

化せざるを得なかったという経緯がある。その意味で、適法判断を誤ったという以前に、

判断そのものがされていないという事実が問題の根底にあるというべきであろう。 

  そこでまず、このような有効な適法性の確保体制が欠落したまま放置されていた原因

の一つである当時の役員の人的属性についてみると、当時の代表取締役以外の弊社旧取

締役全員がいわば各事業部の長にすぎず、そのため業務執行の適法性確保を実現すべき

法制度に関する具体的な認識と理解を欠いていたばかりか、会社全体に関わる経営上の

決定の当不当に関する判断を担うべき能力と意識をも欠如させていた。この事実をふま

えれば、今後は、管理能力と経営能力をともに有する人材を取締役に配し、経営陣にバ
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ランスを持たせ、かつ、能力と資質の絶えざる強化が実現するよう、恒常的に意をはら

う必要がある。 

4.2 内部統制の充実 

   第２点目に、いうまでもなく、有効な内部統制システムを構築したうえでその充実を図

り、これを十分に機能させて、違法行為が看過･放置される事態を防ぐことがもとより不

可欠である。 

   この意味においては、それらシステムの構築と充実を自己の法的義務と自覚すべき取締

役のみならず、弊社監査役もまた監査役会の機能の充実と強化を絶えず心掛け、取締役

に対する実効性ある牽制機能の確立に意をはらうべきである。また、全社的な文書管理

の充実や資金管理の強化等も、遺漏なく実現されなければならない。 

4.3 関連部署のレベルの強化 

   以上に述べた主として制度的な課題とは異なり、むしろ周到な実質的配慮を要する点と

して、人的資源の充実・強化、ことに、個々の従業員の専門知識の充実・強化が不可欠

である。 

 なお、以上 4.1 から 4.3 までに指摘した事項については、子会社･関連会社を含むＮＦ

Ｋグループ全体をもれなく視野に入れて、いささかの例外もなく実現されなければなら

ない。 

4.4 出資金の回収とその手段としての損害賠償請求  

 本件で問題とされるべき行為がなされたのは既に過去の時点に属するが、その事後処

理としては、あくまでも、現時点における確定的な損失額の発生を最小限に抑えるため

の努力が不可欠である。 

 この点に関連してやや具体的に述べれば、弊社の出資額のうち無限責任組合員の支払

約束の対象となっているのは、その 70％の部分にすぎず、その余はそもそも支払約束の

対象にすらなっていない。 

 のみならず、支払約束の対象部分に関しても、現時点では、無限責任組合員から担保

として取得した上場株式の想定売却額である 80 百万円程度のみが即座に回収可能な見

込額に過ぎない。 

 したがって、以上の事実をふまえれば、ＦＳ組合役員である会社の役員に対し、残余

の 30％を含む投資組合からの回収不能額全額について損害賠償請求を検討すべきであ

る。のみならず、当該請求の結果なお回収が実現できない部分に関しては、3.1 に既述の

事情に配慮して損害の賠償を求めることも検討すべきであろう。 

 但し、以上の賠償請求は、回収に要するコストと回収見込額とを比較勘案したうえで、
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具体的なメリットを確認できる限りにおいて実施すべきである。さもないと訴訟が費用

倒れに終わる懸念が皆無ではない。 

 

５．その他の問題点 

5.1 無登録営業の問題 

 第二回新株予約権発行による増資において、ＫＣＳ総研投資事業組合への出資を斡旋

した会社は(旧)日本ファーネス工業株式会社から、斡旋手数料の支払いを受けた事実が

ある。この事実によれば、それらの会社は証券業の届出をしていないにもかかわらず新

株予約権の引受に関する斡旋手数料を取得したこととなり、(旧)証券取引法１９８条１

１号（無登録営業の罪）に該当する。また、弊社もこれに加担したと言わざるを得ない。 

 

Ⅱ 今後の対応  

弊社と致しましては、特別調査委員会の「最終報告」を受けまして、監査役会からの意見や

報告に基づく弊社旧取締役等への対応、ＦＳ投資事業組合関連で弊社が負った負の遺産の早急

な清算と法的責任や追及の検討を行うことに並行し、弊社事業を今以上に推進するためのコン

プライアンスの徹底とシステムの構築、透明性のある市場への情報の適時開示等を迅速に行う

べく機能の強化と実行を行い業務に一層邁進する所存でございます。 

なお、早急な対応が必要である弊社旧取締役等へ今後の対応とＦＳ投資事業組合関連の問題

に関しては以下の対応を行います。 

ＦＳ投資事業組合関連の問題に関しましては、弁護士と検討と準備を始め、２月末日までに

損害賠償訴訟の提起等の法的措置をとります。 

旧取締役等に対する今後の対応に関しましては、弊社監査役会および弁護士との協議を行い 

３月２０日を目処に法的措置をとります。 

  

また、今後の対応過程で決定した内容や事項に関しては、適時開示致します。 

以 上 


