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社会福祉法人祉友会への融資案件に関する 

特別調査委員会の調査結果及び当行の対応について 

 
 
当行では、去る９月５日公表の通り、９月１０日に外部有識者も含めた特別調査委員会を設置

し、真相の徹底究明等に取組んでまいりました。 
 
今般、委員会の調査結果がまとまり、１１月２６日に調査報告書を受け取りましたので、本日

は、その調査結果とそれを踏まえた当行の対応について、別添資料の通りご報告させていただき

ます。 
 

当行といたしましては、今般の事態を厳粛に受け止めるとともに、特別調査委員会の、内部体

制再構築に対する (1)コンプライアンス優先原則姿勢の徹底、(2)コンプライアンス態勢の再構築、

(3)重要情報の共有体制の整備、の３つの提言も踏まえた再発防止策の着実な履行を通じて、法令

等遵守態勢、内部管理態勢について、改善・強化を継続的に実施してまいる所存でございます。 
 
 

○添付資料 
「調査報告書（要約版）」 

「【別紙】祉友会向け融資案件の経緯」 

「再発防止策等について」 

 
 

以上 
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平成１９年１１月２９日 

 

特別調査委員会 

 

 

調査報告書（要約版） 

 

 

 

 第Ⅰ部 調査の概要 

 
１．特別調査委員会の設置に至る経緯 

 
平成１９年７月３０日（月）、神戸市保健福祉局総務部監査指導課より株式会社みな

と銀行明石支店（以下「明石支店」という。）に電話があり、明石支店取引先である

社会福祉法人祉友会（以下「祉友会」という。）に対する平成１８年４月実行のシン

ジケートローンに関し担保設定経緯と資金使途について確認したいとの問い合わせ

があった。 
これを受け同年８月１日（水）、株式会社みなと銀行（以下「みなと銀行」という。）

は、明石支店で神戸市及び祉友会前理事長および現施設長と面談。神戸市よりシンジ

ケートローンについて、①神戸市の担保設定承認なしに基本財産に担保設定されてい

る点、②資金が医療法人加樟会（以下「加樟会」という。）に流れ、焦げ付いて回収

出来なくなっている点、③事業資金であるべき資金が功労金支払資金として融資実行

されている点について問題があるとの指摘を受けた。そこで同日、みなと銀行は、調

査プロジェクトチーム（以下「調査ＰＴ」という。）を立ち上げ、事実関係の調査を

開始した。 
 
調査ＰＴが、事実関係の確認や関係者とのヒアリング等を続け、真相究明に努めて

いた中、 

(１)平成１９年９月５日（水）に一部報道機関により「みなと銀 迂回融資」、「虚偽

議事録で融資申請 社福法人『祉友会』 銀行幹部助言か」との報道がなされ、 
(２)同年９月７日（金）に神戸市保健福祉局長名で、「貴行（みなと銀行）が祉友会

に対して行った融資については、当該法人の定款に違反して所轄庁である本市の

承認を得ていないにも関わらず確認を怠って基本財産に抵当権を設定している点、

さらに定款に反するばかりか、本来、社会福祉法人の存立意義に照らして容認さ

れるはずのない役員への高額の功労金支払が融資目的とされている点など重大な

疑義がある」として、社会福祉法人に対する融資について「厳正に審査」をする

よう申入れを受けた。 
 

こうした事態を踏まえ、同年９月１０日（月）、みなと銀行は、次のとおり、特別調

査委員会を設置した。 
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２．構成 

 
 （特別調査委員会） 

委 員 長：河本 一郎  （神戸大学名誉教授、弁護士） 
委  員：村上 公一  （弁護士） 
委  員：尾野 俊二  （みなと銀行代表取締役副頭取兼副頭取執行役員） 

 （事務局） 
事務局長：井口 寛司  （弁護士） 
事務局員：みなと銀行行員５名 

 
３．調査の目的 

 
  特別調査委員会の目的は、祉友会向け融資および加樟会向け融資について、 

(１)真相の徹底究明 
(２)内部体制上の問題点の徹底検証 
(３)調査を踏まえた再発防止策の提言 
を行うことである。 

 
４．調査期間・方法等 

 
(１)調査期間 

   平成１９年９月１０日（月）から同年１１月１２日（月）の間 
 
(２)特別調査委員会の開催実績 

   特別調査委員会は、みなと銀行本店において次の通り開催した。 
   第一回：平成１９年 ９月１０日（月） 午前９時１５分～午前１０時４５分 
   第二回：平成１９年 ９月１９日（水） 午後１時２５分～午後 ４時１０分 
   第三回：平成１９年 ９月２１日（金） 午後６時００分～午後 ８時３０分 
   第四回：平成１９年１０月 ４日（木） 午前９時００分～午後 ６時５０分 
   第五回：平成１９年１０月１１日（木） 午前９時００分～午前１１時１０分 
   第六回：平成１９年１０月１９日（金） 午後４時２０分～午後 ４時５０分 
   第七回：平成１９年１０月３１日（水） 午前９時００分～午後 ５時００分 
   第八回：平成１９年１１月 ３日（土） 午後１時３０分～午後 ５時０５分 
   第九回：平成１９年１１月１２日（月） 午前９時１０分～午後 ０時１０分 
 
(３)調査方法 

本調査は、みなと銀行が保管する行内の書面文書および電子データをはじめ、加

樟会および祉友会から提出を受けた書面文書・資料を中心に厳正に検証するととも

に、事実を認定するために重要と思われる内部及び外部の関係者からヒアリングを

実施した。（関係者等へのヒアリングは、２４名に対して、延べ約７０時間。） 
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第Ⅱ部 調査結果 

 
１．事案の概要 （別紙「祉友会向け融資案件の経緯」参照） 
 

平成１７年１２月、加樟会側がみなと銀行明石支店に来訪し、六甲アイランドでケ

アハウス建設計画（以下「六甲アイランド事業」という。）があること、六甲アイラ

ンド事業コンペに参加できるものは兵庫県下の社会福祉法人であることが前提条件

であること、そのため加樟会が祉友会をグループ化する事を考えているとの説明を受

け、銀行として関与できないかとの打診を受けた。 
グループ化のスキームとしては、加樟会が祉友会の退任予定の各理事に対して功労

金相当額を先行して支払い、祉友会の退任理事と引き換えに加樟会が新たに理事を派

遣した後、祉友会が自ら所有の基本財産に担保を設定したうえで功労金相当額の融資

を受け、それにより加樟会が上記資金を回収するというものである。 

明石支店は加樟会と祉友会の連携による事業拡大に関与することでビジネスチャン

スにつながると考え、上記スキームを前提に平成１８年２月に加樟会に対し２回に分

けて運転資金として３億３千万円の手形貸付を実行した。そして、同年４月５日、祉

友会に対し、基本財産の担保提供を受けると同時にシンジケートローン３億６千万円

を実行し、顧客側からの申出を受け、このうち３億３千万円を加樟会に振込し、加樟

会から手形貸付３億３千万円の返済を受けた。 
 

＊本案件は多くの関係者が関与しており、上記はみなと銀行の認識を表したものである。 

 
この一連の取引について、特別調査委員会が調査し、認定した事実のうち報道によ

り疑問視された点についての見解は以下の通りである。 
 

(１)祉友会への融資は、加樟会向け融資の焦げ付き回避目的の迂回融資だったのか 
みなと銀行における平成１８年４月５日時点の加樟会の債務者区分は正常先であ

り、また加樟会側によれば、平成１８年５月末までの支払は遅滞無く履行しており、

当時において債権者が加樟会の資金繰りに問題があることを外部から認識すること

は困難であっただろうとのことであり、特別調査委員会の詳細な調査によっても、

明石支店、審査部又は法人部において、加樟会グループの経営危機を察知していた

形跡をうかがわせる事情は一切発見できていない。これらのことを考えると、みな

と銀行が、加樟会が早晩破綻する可能性を含んでいることを認識していた事実はな

い。 
また、上記のとおり、みなと銀行は、祉友会に対するシンジケートローン３億６

千万円の実行により、加樟会に対する手形貸付３億３千万円を回収しているが、こ

れは顧客側からの申出に応じて手続きしたものであり、みなと銀行が積極的に意図

的に回収をした事実も認定できない。 
以上より、加樟会への融資が焦げ付く前に回収する目的で祉友会への融資に取り

組んだとの事実はないと考えられる。 
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(２)祉友会の虚偽議事録の作成にみなと銀行は関与したか 

祉友会が虚偽の理事会議事録をみなと銀行に提出したことについて、みなと銀行

幹部の関与の疑いがあるとの一部報道もあったが、祉友会関係者によれば加樟会か

ら祉友会に送りこまれた理事が当該議事録を用意したとのことであり、みなと銀行

の行員が関与した事実は発見できなかった。 
 

第Ⅲ部 問題と提言 

 

１．内部体制上の問題点 

 

本件融資取引は、医療法人と社会福祉法人が連携することを前提として、社会福祉法

人の退任理事への多額の功労金支払資金を資金使途とした取り組みであり、そもそも社

会福祉法人は一般事業法人とは異なる法的制限等が存在するのであるから、銀行として

事前のリーガルチェックや所轄庁への確認等の手続きを慎重に行う必要があった。 
しかしながら、みなと銀行に下記のような内部体制上の問題点があった。 

 
① シンジケートローン等の法人取引推進を担当する法人部では、当初よりコンプライ

アンス上の問題点に気付き、弁護士意見を取得しているにもかかわらず、銀行全体

として法務セクションの介在をも含めた共有体制が十分に整備されていなかったた

めに、これを共有化できず結果的に本支店間あるいは本部各部の連携ないしは牽制

機能が働かなかった。 
② また審査部では、社会福祉法人に対する融資などに関して専門知識の集約において

必ずしも十分な体制となっていなかったために、営業店指導を行うにあたって審査

部の機能を十分発揮できなかった。 
③ みなと銀行の「コンプライアンスに係る行動基準」では、「目先の利益追求のために

コンプライアンスを劣後させることは許されない」としているにもかかわらず、コ

ンプライアンス優先姿勢が、業績評価体系や行内態勢において十分に徹底・チェッ

クされておらず、営業店が強く推し進める形で進んだ本件の未然防止を困難にした

可能性がある。 
 

２．内部体制再構築に対する提言 

 

コンプライアンスが経営の最重要課題であることを、経営陣をはじめ全役職員が改め

て認識することを出発点として以下の３点を提言する。 
(１)コンプライアンス優先原則姿勢の徹底 
(２)コンプライアンス態勢の再構築 
(３)重要情報の共有体制の整備 

以上 



【別紙】 

祉友会向け融資案件の経緯 
 

時期 事実関係 
17.12 月頃 

 
 

18.2.9 
 
 

18.2.10 
 

18.2.27 
 
 

18.2.28 
 

18.3.9 
 
 

18.3.13 
 

18.3.29 
 

18.3.31 
 
 

18.4.5 

明石支店が、加樟会側から六甲アイランドでケアハウス事業を行う計画

の説明を受ける 
 
明石支店が稟議申請した加樟会向け手形貸付１億３千万円の融資案件を

審査部が承認 
 
加樟会に１億３千万円融資実行 
 
明石支店が稟議申請した加樟会向け手形貸付３億３千万円の融資案件を

審査部が承認 
 
加樟会に３億３千万円融資実行、同時に１億３千万円回収 
 
明石支店が稟議申請した祉友会向けシンジケートローン３億６千万円の

融資案件の事前協議を審査部と法人部が承認 
 
祉友会よりシンジケートローン組成に関する「承諾書」を受領 
 
祉友会から理事会、評議員会議事録の写し（原本証明付き）を受領 
 
基本財産担保提供承認申請書の写し（神戸市の受付印有り）を受領 
祉友会とシンジケートローン３億６千万円の契約締結 
 
祉友会にシンジケートローン３億６千万円実行 
祉友会からの申出により加樟会へ３億３千万円送金 
加樟会からの申出により手形貸付３億３千万円の返済 
 

 



                          平成 19年 11月 29日 
各  位 
 
                          株式会社みなと銀行 

 
再発防止策等について 

 
  
 弊行は、今般の事態を厳粛に受け止めるとともに、特別調査委員会の、内部

体制再構築に対する (1)コンプライアンス優先原則姿勢の徹底、(2)コンプライ

アンス態勢の再構築、(3)重要情報の共有体制の整備、の３つの提言も踏まえた

再発防止策の着実な履行を通じて、法令等遵守態勢、内部管理態勢について、

改善・強化を継続的に実施してまいる所存でございます。 
 
 なお、再発防止策の要旨、関係者の処分は下記のとおりです。 
 

記 
 
Ⅰ．再発防止策の要旨 
 
１．法令等遵守にかかる経営姿勢の明確化、および徹底に向けた態勢の確立 
 
   弊行は、コンプライアンスが経営の最重要課題であることを先ずは経営

陣が再認識し、率先垂範して以下の施策に取り組むことにより、経営姿勢

の明確化、役職員全員との意識の共有化、徹底に向けた態勢の確立を図っ

てまいります。 
 
  (1)コンプライアンス、クレジットポリシー等に係る経営メッセージの発信 
     弊行の経営陣は、「特別強化期間」として年内を目途に全ての部店を

往訪し、役職員全員との対話を通じて、全行一丸となってコンプライ

アンス優先原則等の徹底、意識の共有化を図ってまいります。また、

経営陣は「特別強化期間」終了後も各部店を定期的に往訪して、浸透

活動を継続するとともに、コンプライアンス優先原則を来年度からス

タートする次期中期経営計画のベースといたします。 
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(2)「コンプライアンス委員会」の発展的再編 
      弊行は従来より、「オペレーショナル・リスク委員会」を通じて法務

リスク・コンプライアンス態勢の見直しを図ってまいりましたが、「オ

ペレーショナル・リスク委員会」とは別に、再度、頭取を委員長とす

る「コンプライアンス委員会」を発展的に再編し、法令等遵守態勢の

強化ならびに不祥事件防止対策の強化を実行してまいります。 
 

(3)「コンプライアンス室」を「コンプライアンス統括部」へ改組 
      弊行は、コンプライアンス部門の統括機能拡充・強化の観点から、

現在の「コンプライアンス室」を「コンプライアンス統括部」へ改組

いたします。なお、コンプライアンス統括部は、特別調査委員会の提

言も踏まえて以下のような施策を行ってまいります。 
 
   ①業務推進部門への関与 

業務推進部門による業務計画策定や業務推進施策の実施状況に、 
「コンプライアンス統括部」が積極的に関与して、業務推進部門のコ

ンプライアンス優先原則の遵守を適切にコントロールいたします。 
 

   ②「統括コンプライアンスオフィサー」の配置 
部内に「統括コンプライアンスオフィサー」を配置します。同オフ

ィサーは、全部店のコンプライアンス・オフィサーの指揮、全部店に

おけるコンプライアンス活動の臨店指導・管理、既に導入済みの「コ

ンプライアンスホットライン」の啓蒙、コンプライアンス研修体系の

整備など、コンプライアンス活動の指導強化を図ってまいります。 
 

   ③法務管理面の強化 
部内に「法務グループ」を設置します。同グループは、既に策定

した「法務問題に関して外部専門家を利用する際のルール」を一元

的かつ主体的に統制するとともに、自行での法律問題判断能力の向

上を図り、法的判断を自らの責任において行う「自律機能」を高め

てまいる所存であります。 
    

④評価・改善活動の強化 
      部内に「モニタリンググループ」を設置します。弊行は、従来よ

り各部門における法令等遵守の状況を継続的にモニタリングする態
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勢整備に努めてまいりましたが、同グループによる検証能力を更に

高めて、法令等遵守態勢の評価・改善活動の強化を図ってまいりま

す。 
 
２．適切な業務運営確保に向けた内部管理態勢の確立 
 
  (1)総合表彰制度の改定 

         弊行は従来より、各期の収益実績のみならずコンプライアンスやお客

さま満足度の向上、更には地域金融機関としての中長期的な店づくりに

向けた取組姿勢を評価項目として、部店の業績評価を行ってまいりまし

たが、特別調査委員会の提言も踏まえ、「コンプライアンス取組姿勢」「お

客さま満足度の向上」「中長期的店づくり」の評価項目のウェイトを更に

高めて、その改定を直ちに実施いたします。 
      

(2)審査体制の見直し 
 

①「クレジットポリシー」「融資の基本原則」等の行内再徹底 
     弊行は、平成 13 年 1 月に「融資業務規程」を定め、改定を加えつつ

「クレジットポリシー」や「融資の基本原則」の徹底に努めてまいり

ましたが、上記の経営陣によるコンプライアンス、クレジットポリシ

ーの「特別強化期間」終了後、直ちに審査部門による「ブロック別支

店長会議」「各種研修会」「臨店指導」を本支店一体となって継続的に

実施することにより、行内で再徹底を図り、健全かつ適切な融資業務

運営を行ってまいります。 
 
   ②審査部門の改組 
     弊行は、専門的な知識が特に必要な業種・業態等への審査体制の強

化、重要情報集約・共有体制強化、審査部門臨店指導体制強化の観点

から、審査部門を改組いたします。 
     具体的には、「審査第二部」を新設して、専門的な知識が特に必要な

業種・業態等を担当いたします。 
     また、「審査部」は改組後「審査第一部」に名称を変更いたしますが、 
    同部内に「モニタリンググループ」を設置して、(ⅰ)審査案件のコンプ

ライアンスチェック、(ⅱ)重要情報集約・共有体制の構築、(ⅲ)審査部

門臨店指導管理の強化、などを図ってまいります。 
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Ⅱ．責任の所在の明確化 
 
   取締役についてはしかるべき経営責任を、また関係するその他役職員は

行内規程に照らし、厳正な処分を実施いたします。 
                                     

以 上 
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