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第1部 調査の概要 

1. 設置に至る経緯 

平成 19 年 9 月 28 日（金）、証券取引等監視委員会は、平成 18 年 11 月から開始した丸八

証券株式会社（以下「当社」という。）に対する検査（以下「今回の検査」という。）にお

いて、以下に記載の法令違反の行為が認められたとして、内閣総理大臣及び金融庁長官に

対して、金融庁設置法第 20 条第 1 項の規定に基づき、行政処分及びその他の適切な措置

を講ずるよう勧告を行った。 

証券取引等監視委員会が指摘する法令違反行為は、以下のとおりである。 

(1) 取引一任勘定取引の契約を締結する行為 

(a) 事実関係 

常務執行役員α支店長 A氏ほか 3名は、その業務に関し、平成 16 年 4 月 1日か

ら同 17 年 6 月ころまでの間、それぞれの顧客計 4名との間で、有価証券の売買

の受託につき、顧客から取引ごとの同意を得ないで、売買の別、銘柄、数及び

価格の全部について定めることができることを内容とする契約を締結したうえ

で、同 16 年 4 月 14 日から同 18 年 11 月 13 日までの間、取引を執行した。 

(b) 法令の適用 

当社及び当社の使用人が行った上記(a)の契約の締結行為は、証券取引法第 42

条第 1 項第 5 号に規定する「有価証券の売買の受託につき、顧客の個別の取引

ごとの同意を得ないで、売買の別、銘柄、数及び価格の全部について定めるこ

とができることを内容とする契約を締結する行為」に該当すると認められる。 

(2) 取引所有価証券市場における上場有価証券の相場を固定させる目的をもって、一連の

上場有価証券の買付の受託・執行をする行為 

(a) 事実関係 

取締役リテール本部長 B 氏及び執行役員リテール本部副本部長 C 氏は、その業

務に関し、当社が新規上場の際の株式公募に当たり引受主幹事会社を務めた「ケ

イエス冷凍食品」（平成 18 年 3 月 9 日、名古屋証券取引市場第 2 部へ上場。以

下「KS 社」という。）の株式（以下「KS 株式」という。）の株価について、上場

日から当分の間、公募価格である 1,850 円以上に固定させる目的をもって、本

店営業部ほか 6営業部店の部店長ら 8名に対し、顧客に 1,850 円の指値で KS 株

式の買付けを行うことを勧誘し、103 名の顧客から 203 件 33,200 株の買注文を

受託し、名古屋証券取引市場第 2部で執行した。 
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(b) 法令の適用 

上記(a)のとおり、当社並びに当社の役員及び使用人は、取引所有価証券市場に

おける KS 株式の相場を固定させる目的をもって、一連の当該株式の買付けを行

うことを勧誘し、当該買注文を受託・執行している。当該行為は、証券取引法

第 159 条 3 項に違反するものと認められる。 

当社は、以前にも、平成 13 年 6 月及び平成 17 年 6 月、東海財務局による検査（以下、そ

れぞれを「前々回の検査」及び「前回の検査」という。）の結果、役職員が「取引一任勘

定取引の契約を締結する行為」を行ったとの指摘を受け、それぞれに関し、金融庁より、

平成 13 年 6 月 29 日には改善報告書の提出命令（以下「前々回の処分」という。）、平成

17 年 6 月 24 日には業務停止命令及び業務改善命令（以下「前回の処分」という。）を受

けている。 

以上のような経緯を踏まえて、当社は、法令遵守体勢に対する自己調査及び自浄作用の限

界を自覚し、当委員会を設置するに至ったものである。 

2. 組織 

当委員会は、当社取締役会から委託を受け、独立して活動を行う組織として設置されたも

のである。 

3. 設置の目的 

当委員会は、上記のように、当社が東海財務局から法令違反の行為が認められるとして度

重なる指摘を受けてきたことについて、直接の原因にとどまらず、社内体制全般に関する

調査及び検討を行い、その根本的な問題点及び責任の所在を明らかにするとともに、それ

らを踏まえた再発防止策を当社取締役会に提言することを目的とする。 

4. 構成 

当委員会は、以下の 4名の委員により構成された。 

委員長 手塚 一男（弁護士） 

委 員 佐藤 明夫（同上） 

同   熊谷 貴之（同上） 

同   森岡 誠 （同上） 

また、当委員会が行う調査業務を補助することを目的として、当社の社内組織から独立し

た調査委員会事務局が設置され、取締役及び監査役(非常勤)各 1名並びに社員 4名の計 6

名が配置された。 
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5. 調査期間 

平成 19 年 9 月 28 日（金）～平成 19 年 11 月 30 日（金） 

6. 調査方法 

当委員会は、上記の目的を果たすため、主として、前々回の処分、前回の処分及び今回の

処分に係る金融庁関係の書類並びに前回までの処分にかかる業務改善報告書及びそれに

関する改善策の実施状況を示す書類、さらに、取締役会議事録等の資料を精査するととも

に、今回の処分の対象となった役職員及び当委員会が必要と考える役職員からヒアリング

を行った。 

なお、調査資料及び事情聴取に関する履歴は、別紙 1 及び別紙 2 に記載のとおりである。 
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第2部 取引一任勘定取引 

第1 前提事実 

1. 取引一任勘定取引に関する事実 

当社が行った一任勘定取引契約締結（以下「一任勘定取引」という。）に関する事実につ

いて、本書が前提とする事実は以下のとおりである。 

(1) 平成 13 年 1 月 9日の東海財務局による検査 

平成 13 年 1 月 9日から東海財務局による検査が行われ、同年 6月 29 日に結果通知が

なされた。同通知によれば、β支店外務員及び取締役β支店長が一任勘定取引を行っ

たものとされた。 

同日、東海財務局は、検査結果を踏まえて改善報告書の提出を命じた。 

(2) 平成 17 年 2 月 23 日の東海財務局による検査 

平成 17 年 2 月 23 日に東海財務局による検査が行われ、同年 6月 21 日に検査結果の

通知がなされた。検査結果通知書では、常務執行役員法人部長ほか 14 名により、中

国株の販売の際に一任勘定取引などが行われたとされた。この一任勘定取引は、中国

株の営業において、複数の銘柄をパックにして販売する手法を、本店営業部をはじめ

とする多くの店舗で行っていたところ、かかる販売手法について、営業本部及び管理

本部で一任勘定取引の問題があると認識した後も、継続して一任勘定取引が行われて

いたというものである。 

行為者及び所属部店が多数にのぼり、当社として行っていた販売手法と当社が一任勘

定取引の問題を認識しながら、一任勘定取引が継続したことなどから、前々回の検査

の指摘事項（東京支店のみで 2名）と異なり、当社の構造自体に問題があること窺わ

せるものであった。 

同年 6 月 24 日、一任勘定取引が行われたことに対し、全店における株式売買の受託

業務停止 2日間及び業務改善命令がなされた。 

(3) 平成 17 年 10 月の会社の自主申告 

上記(2)の処分を受けて、当社は、一任勘定取引についての自主申告を促した。その

結果、上記(2)の検査で指摘を受けたγ支店次長が、同検査では指摘されなかった一

任勘定取引について申告した。 

(4) 平成 18 年 4 月 17 日の日証協、東証等の合同検査 
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同検査において、β支店外務員の一任勘定が指摘された。 

(5) 平成 18 年 10 月 6 日の事故報告 

δ支店営業員がその顧客との間で一任勘定取引を行い、さらにその事実を隠蔽するた

めに架電記録を偽装していたことが、当該顧客からのクレームにより発覚しため、会

社は、平成 18 年 10 月 6 日、東海財務局に対し事故報告書を提出した。 

(6) 平成 18 年 11 月 14 日の東海財務局による検査 

(a) 検査結果通知により認定された事実の概要 

平成 18 年 11 月 14 日、東海財務局による会社に対する検査が開始され、同 19

年 9 月 28 日に検査結果通知がなされた。 

検査結果通知によれば、常務執行役員α支店長、執行役員ε支店長、ε支店営

業員、δ支店営業員（役職はいずれも当時のもの）ら 4 名により、平成 16 年 4

月から平成 18 年 11 月 13 日にかけて、合計顧客 4名との一任勘定が行われたと

のことであった（概要は以下のとおり）。 

(i) α支店長（当時） 

扱い顧客を担当していなかったが、平成 16 年 8 月上旬、顧客が含み損等の

ことで苦情を申し立てたことに対応したことがきっかけで、平成 16 年 10

月から同 17 年 7 月まで一任勘定取引を行った。 

平成 17 年 10 月に当社が一任勘定取引について自主申告を促したが、当時

コンプライアンス本部担当の常務執行役員であった本人は、申告を行って

いない。 

(ii) ε支店長（当時） 

平成 9 年 5 月、本店営業部に在籍していたときに、知人である顧客の担当

となった。平成14年4月にε支店長となった際、口座を同支店に移管した。

顧客より海外滞在期間が長期になることから有価証券の売買を任せたいと

の申出を受け、平成 16 年 10 月から平成 17 年 6 月まで一任勘定取引を行っ

た。 

(iii) ε支店営業員（当時） 

平成 16 年 10 月から共通の知人から紹介を受けて顧客と取引を開始した。

プライベートでも食事をする関係であった。 

当初は、注文を確認していたが、平成 17 年 6 月、運用状況が思わしくなか

ったことから、「これからは短期の勝負になるので、売買は短期で行ってい

くべきである。預り資産の範囲内で売買して行きましょう。」と提案し、以

降平成 18 年 11 月まで一任勘定取引を行った。 
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(iv) δ支店営業員（当時） 

平成 16 年 1 月頃、未稼働顧客（スリープ客）であった顧客に対し勧誘を行

ったことから担当となり、平成 16 年 4 月から平成 18 年 5 月まで一任勘定

取引を行った。 

(b) 行政処分の内容 

東海財務局は、平成 19 年 10 月 5 日、上記一任勘定取引が行われたことに対し、

①同月 22 日から 3日間の全営業部店の全業務の停止及び業務改善命令、②同月

25 日から 7日間の全営業部店の株券売買受託業務の停止、③11 月 1 日から 1か

月間のα支店及びε支店の株券売買受託業務の停止及び④業務改善を命令した。 

2. 前々回求められた改善事項と改善策の実施状況 

(1) 求められた改善事項 

平成 13 年 6 月 29 日付けの東海財務局による改善報告書の提出命令は、検査指摘事項

発生等の原因及び経緯、内容及び具体的な改善策及び実施状況を明記し、平成 13 年

7 月 30 日までに報告することを求めるものであった。 

(2) 改善策の実施状況 

当社は、平成 13 年 7 月 18 日に財務局担当者に対し、提出予定の報告書の内容を相談

したところ、内容の不備についての指導を受け、 終的に改善報告書が提出されたの

は平成 13 年 11 月 8 日であった。 

上記改善報告書において、当社は、一任勘定取引発生の原因として、(ｱ)歩合外務員

については、①入社前からの数十年にわたる取引があり、個人的な関係もあったこと、

②法令遵守の意識が欠如していたこと、③臨店検査を平成 11 年 11 月以降実施してい

なかったこと、④外務員の増員に見合う管理部門の人員が不足している状態であった

ことを挙げ、(ｲ)当時の取締役β支店長については、①実子が顧客であったことから

違法性の認識が薄かったこと、②会社に入社前、証券業から長期にわたり離れていた

ことなどを挙げている。 

改善策としては、①諸会議を通じて法令等の遵守を教育すること、②大口顧客、高齢

者等について部店長による面接を励行させること、③自店の収入目標や目標数量の達

成を優先する余り、適合性の原則に反するような経済的合理性に欠ける売買等は行わ

ないよう教育指導すること、④不適正事項のうちペナルティーに該当するものについ

ては賞与の査定に反映させているが、査定内容の強化を図ったこと、⑤具体的なケー

スを「コンプライアンス・ケーススタディ」として管理本部で作成し、これに対し営

業部店から回答させる研修を平成 10 年 2 月から実施しているが、これを継続して行

うこと、⑥β支店は年 1回の臨店検査を行うこと、⑦顧客管理委員会を 低 3か月に

1回は開催し、営業部門と内部管理部門の情報交換を密にし、社内規則の制定改廃及
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び不適正事項を付議することなどが挙げられた。 

3. 前回求められた改善事項と改善策の実施状況 

(1) 求められた改善事項 

上記平成 17 年の東海財務局による行政処分においては、①法令等遵守に係る経営姿

勢を明確にすること、②内部管理体制の見直しを図るとともに、責任の所在の明確化

を図ること、法令違反の根絶に向けた「再発防止策（具体的達成法、達成時期及び社

内規定等の明確化を含む）」を策定すること、③全役職員に対する「法令遵守の徹底」

に係る研修を実施すること、④社内検査の充実・検査のための具体策を策定すること

について、策定及びその実施の状況について報告することが求められた。 

(2) 改善策の策定及び実施状況 

上記行政処分において東海財務局により求められた改善事項について、当社は、以下

のとおり、①改善策について報告する「平成 17 年 6 月 24 日付東海財務局による業務

改善命令(東海金 1第 597 号)に対する報告書」（以下「改善報告書」という。）及び②

その改善策の実施状況について報告する「改善状況報告書」を提出した。 

(a) 改善報告書の提出状況 

改善報告書は、7月 25 日以降、11 月 9 日までに計 5回の追加・修正がなされて

いるが、 終的な改善報告書の概要は以下のとおりである。 

① 法令等遵守に係る経営姿勢を明確にするための改善策として、人事制

度（給与、評価等）の見直しを図る。具体的には、給与体系の単純化、

コンプライアンスのウエートを重視した給与体系の確立（平成 18 年 4

月実施予定）、営業手当の修正、パーヘッド割りの収益体制を見直し（平

成 17 年 10 月 1 日実施予定）、より厳密な管理会計制度に基づく目標管

理の導入などである。 

② 内部管理体制の見直しを図るとともに、責任の所在の明確化を図るた

め、社外取締役の導入（平成 18 年 6 月末予定）、コンプライアンス本

部の新設及び同本部内への内部管理部、業務管理部の設置、検査部を

内部管理統括責任者直轄の独立部門と位置付けること、適合性委員会、

コンプライアンス委員会、審査委員会の設置（適合性・コンプライア

ンスの各委員会には外部から顧問弁護士が参加する。）、従前別館に配

置されていた本店営業部、通信取引センター及び法人部の内部管理責

任者を各部門と同じフロアに配置すること、検査部の臨店検査業務の

日本クリアリングサービスへの外部委託、厳格な社内処分の実施、検

査部が部店長の顧客面談におけるチェック項目を明確化し、確認を義

務化すること、ボイスレコーダーの設置（平成 17 年 10 月実施予定）
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などを行う。 

③ 法令違反の根絶に向けた再発防止策として、内部管理責任者を平成 18

年 3 月末までに総合職職員かつ専任担当者とすること、営業責任者及

び内部管理責任者用のコンプライアンス・チェック項目一覧表の作成

（平成 17 年 9 月実施予定）、内部管理責任者対象のコンプライアンス研

修（認識度チェックを含む。）の毎月 1回の実施、検査部の臨店検査へ

の特化及び売買審査や顧客対応の内部管理部への移管、部店長による

顧客面談のチェック項目の明確化・義務化、役職員の処分全件の社内

公表、社内通報制度の設置、コンプライアンスハンドブックの作成配

布（平成 17 年 8 月初旬予定）などを行う。 

④ 全役職員に対する「法令遵守の徹底」に係る研修として、営業部店対

象のコンプライアンス・ケーススタディ研修（問診式）の実施、取締

役・監査役、執行役員・部店長、営業員等に対する研修などを実施し

又は実施予定である。 

(b) 改善報告書の内容の修正・追加 

上記のとおり、改善報告書は、 初の提出後、計 5 回にわたり修正・追加がな

されている。当初の提出後、修正・追加された主な内容としては、①収益のプ

レッシャーのために法令違反が生じたことに対する改善策として、パーヘッド

割りによる収益体制の見直しを行い、厳密な管理会計制度に基づく目標管理を

実現すること（8月 24 日、9月 26 日）、②ボイスレコーダーの導入（9月 26 日）

などである。 

(c) 改善状況報告書の提出状況 

上記の改善報告書の提出及びその修正と並行して、改善策の実施状況について

の報告を記載した改善状況報告書が、平成 17 年 10 月 25 日から同 19 年 1 月 25

日まで、ほぼ 3か月ごとに提出された。 

改善状況報告書においては、概ね改善報告書に記載された事項を実施したこと

が報告されているが、改善報告書で改善策として実施するとされていた事項の

うち、以下のとおり、実施内容が異なっているものや実施時期が大幅に遅れた

ものがいくつも存在する。 

(i) 平成 17 年 10 月に導入予定とされていたボイスレコーダーについて、平成

18 年 1 月 25 日付け改善状況報告書では、「社内で再検討しました結果、当

初計画の「ボイスレコーダー」ではなく、「通話記録管理装置」の設置に変

更し現在準備を進めており、平成 18 年 2 月中旬から工事に着手、同 3月か

ら利用開始の予定です。」（8 頁）とされ、さらに 終的には通信記録管理

装置を 7月 3日から利用開始となったとされている。 
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(ii) パーヘッド割りの収益体制の見直し及び厳密な管理会計制度の導入につい

ては、平成 17 年 10 月 1 日の実施予定であったが、改善状況報告書では、

収益体制の見直しについて、平成 18 年 1 月末に「各部・支店において顧客

状況等を勘案した自主的な目標管理に基づき原案を作成し、社長及び部店

長等の折衝を経て」中期経営計画を策定したとされ（詳細は 4月末に決定）

したことになっており、当初の改善事項と異なっている。 

(iii) 人事体系の見直し（給与体系の単純化、営業手当の修正、より厳密な管理

会計制度に基づく目標管理の導入）についても、平成 18 年 4 月実施予定と

されていたが、1月 25 日付け改善状況報告書では、人事制度・収益体制の

見直しについて、12 月 19 日に当時の代表取締役社長 D 氏を含む 7 名と外

部委託先の 2 名で人事制度の再検討の打合せを行ったことが記載された。

その後、平成 18 年 7 月 25 日付け改善状況報告書において、コンプライア

ンスを重視した評価の導入等の人事制度を平成18年6月に改定したとされ

ているが、営業手当については支払時期を給与支給時と賞与支給時に分け

る改訂にとどまっており、管理会計制度の導入については触れられていな

い。 

(iv) 平成 17 年 9 月実施予定とされた営業管理者及び内部管理責任者用の「コン

プライアンス・チェック項目一覧表」については、内部管理マニュアルと

してチェック項目を作成したとのことであり、同マニュアルは平成 18 年 6

月に配布された。 

(3) 改善報告書提出・実施状況についての問題点 

以上の改善策の策定及びその実施状況を見ると、平成 13 年及び平成 17 年に一任勘定

取引についての指摘を受けたにも関わらず、会社が真摯に再発防止に向けて改善策の

策定及び実施に取り組んだとは考え難い状況が浮かび上がってくる。 

(a) 改善策の策定状況 

改善策についての報告書は、当初の提出期限である平成 17 年 7 月 25 日に提出

された後、同年 11 月 9 日まで合計 5回追加・修正が行われている。このことは、

会社が一任勘定取引を生じさせた原因についての分析及び再発防止のための徹

底した改善策の策定を自主的に行うことができず、関係当局からの指摘を受け

てようやく改善策を策定したことを示すものであるといえる。 

(b) 改善策の実施状況 

改善策の実施状況も、以下に述べるとおり、改善策として挙げられていたもの

が変更され又は中途半端なまま当初予定の時期を大幅に遅れて実施されている

など、極めて不十分であったといわざるを得ない。 

(i) 通話録音装置 
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上記のとおり、改善報告書では、一任勘定取引の防止・発見策として、平

成 17 年 10 月までに通話録音装置（ボイスレコーダー）を導入することと

されていたが、当初の計画を変更して通話記録管理装置を導入することと

なり、実際には、平成 18 年 6 月に架電の日時・会話時間と相手先電話番号

だけが記録される架電記録装置が導入されている。 

架電記録装置だけでは、受電記録を残すことはできず、仮に一任勘定取引

について架電記録との不一致が発見されたとしても、その後に受電があっ

たとの言い訳をすることが容易であり、極めて不完全な改善策といわざる

を得ない。 

当初予定されたボイスレコーダーから架電記録装置の導入に変更された過

程においては、取締役会等で費用の問題や会話を録音することによるプラ

イバシーの問題が議論されたとのことである。しかし、いずれの理由も架

電記録装置の導入にとどめることを正当化できるものではなく、その判断

には問題があったといわざるを得ない。 

(ii) 給与体系の見直し 

改善報告書では、給与体系においてコンプライアンスを重視するとされて

いるが、その具体的内容は不明である。例えば、法令違反を行った者の罰

則や昇給・昇進条件の具体的な不利益についての記載はない。 

むしろ、平成 18 年 6 月付け「人事制度の改定について」（7月 25 日改善状

況報告書添付資料(1)2 頁）の営業職員の業績評価の要素としては、コンプ

ライアンスは 3 つの要素のうち 後に位置付けられていることや、「業績

評価表」の目標管理シートにもコンプライアンスに関する項目は存在しな

いことなどからすれば、コンプライアンスよりも営業成績を重視した給与

体系が実質的には変更されないまま存続したと考えられる。 

(iii) パーヘッド制の見直し及び管理会計制度の導入 

当社では、従前、各営業員の人数に応じて各営業部店単位の経費を算出し、

さらに本社が配分する営業分担金を加えた額を営業の目標数字の 低限と

する制度を採用していた。この制度には、営業分担金の算出方法が不明確

であるという問題点があった。すなわち、明確かつ透明なルールに基づい

た管理会計制度が導入されていないため、営業分担金算出は、本社部門の

裁量に委ねられており、営業成績を上げるほど営業分担金の分担率が上が

ると考えられるものであった。 

改善報告書では、営業成績へのプレッシャーが一任勘定取引を生む原因で

あるとして、パーヘッド制の見直し及び厳密な管理会計制度の導入を行う

とされている。同報告書が指摘するパーヘッド制とは、上記の営業分担金

の算出方法を含むものと考えられるが、具体的にどのような点が問題であ
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り、どのように解決すべきかについては明確にはされていない。 

それだけでなく、改善状況報告書では、途中から管理会計制度についての

記載はなくなり、パーヘッド制についても、「中期経営計画」の策定という

ことに置き換わっており、結局、何を改善されたのかが不明なままになっ

てしまっている。 

もっとも、同計画は各営業部店の自主的な目標管理に基づき作成されたと

されており、一見すると、本社からの無理なノルマの押しつけはなくなっ

たかのように見える。しかし、当委員会が実施したヒアリング等によれば、

中期経営計画の策定に際しても、実際には、従前と同じく営業部店ごとに

割り振られたコスト（各営業部店の費用及び営業分担金）を前提にして、

それを上回る目標（相当にハードルの高いものであった。）を立てざるを得

なかったというのであり、そもそも報告書で記載してあるような「自主性」

を考慮した無理のない目標が設定されたとは考え難く、実態は以前とさほ

ど変わらなかったものと考えられる。 

このように、当社は、改善実施状況報告書上は改善を行っているように記

載しているものの、実際には従来の営業重視の姿勢を維持しており、前回

の検査を受けて提出した改善策を真摯に実施していないことが窺われる。 
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第2 原因 

1. 総論 

上記のとおり、長期間にわたり、異なる部署・役員・従業員によって、多数の一任勘定取

引が行われている。したがって、当社における一任勘定取引の問題は、行為者個人に起因

する問題と捉えるべきではなく、当社の体制・構造自体に根本的な問題が存在すると考え

るべきである。 

また、当社の体制・構造自体に問題があるということであれば、一任勘定取引の発生原因

の検討にあたっても、今回の検査で発覚した行為に限定するべきではなく、平成 13 年以

降に繰り返し生じた一任勘定取引に共通する原因を検討すべきであると考える。 

以下においては、原因を、(1)なぜ一任勘定取引が行われるのか、(2)なぜ一任勘定取引は

予防・発見できないのか、(3)一任勘定取引が続発する背景、に分けて検討する。 

2. 各論 

(1) なぜ一任勘定取引が行われるのか。 

(a) 一任勘定取引を行わせる誘惑 

(i) インセンティブを採用した給与体系 

当社では、営業員に対しては、営業手当（報奨金）として株式売買手数料

に対して 大 10％が支払われていた（平成 18 年 6 月の改訂により手数料

が 100 万円超の場合に 7％を支払うことになった。）。 

現状において、固定給である部店長クラスよりも給与の高い営業員が多数

見られることなどからすれば、営業手当は営業員の給与において高い割合

を占めており、その維持・拡大には強い関心があるものと考えられる。 

また、営業員にとっては、苦労して新規顧客の開拓を行うよりも、稼働顧

客の売買回数を増やして、営業手当を得る方が効率的である。 

したがって、営業手当の存在が一任勘定取引を生じさせる一因となったこ

とは十分に考えられる。 

前回の処分後の改善報告書では、営業手当金についても見直しを行うとさ

れていたが、実際には、平成 18 年 6 月の改訂において、上限料率の引き下

げ及び支払時期の分割などの変更がなされたのみであった。かかる変更に

より、手数料稼ぎを目的として行われる一任勘定取引の予防にどれだけの

効果があるのかは疑問であり、抜本的な改善はなされなかったといわざる
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を得ない。 

ただし、今回の検査結果を含め、過去には営業手当が支給されない取締役、

執行役員、部店長なども一任勘定取引を行っていることから、インセンテ

ィブだけで行為者の動機を説明することはできないが、重要な要素である

ことは否定できない。 

(ii) 営業成績についてのプレッシャー 

インセンティブだけでなく、各部店長及び営業員が受けていた営業成績達

成のプレッシャーも、一任勘定取引を行わせる一因となっていたと考えら

れる（もちろん、組織として、営業成績向上のための指導や目標を定める

こと事態を否定するものではない。）。 

すなわち、当社では、各営業部店に課せられた営業目標を達成するための

厳しいプレッシャーが各部店長に与えられ（営業本部長等から各部店長が

怒鳴られることも多かったという。）、部店長がさらに営業員に実質的なノ

ルマを与えて、日々の営業成績を管理していた（前回の処分後、ノルマで

はなく、各営業部店の自主的な目標管理に委ねるとされたものの、実際に

は営業成績についてのプレッシャーがさほど変わらなかったことは上述の

とおりである。）。 

このような状況においては、手間のかかる新規顧客の開拓よりも既存の稼

働顧客の株式売買の頻度を上げることなどによって、手っ取り早く手数料

売上を上げ、営業目標を達成させることに向いがちであり、そのことは、

ひいては一任勘定取引への誘惑を生じさせるものである。 

また、営業成績に対するプレッシャーは、まずは各部店長に課せられてい

るものであるから、営業成績を上げている営業員の営業活動については各

部店長の監督も甘くなる危険があり、さらには、今回の検査で指摘のとお

り、各部店長自身ですら一任勘定取引の誘惑に駆られる状況が生じていた

と考えられる。 

(iii) 顧客との癒着 

顧客との担当期間が長期になり、顧客の要望を断りにくくなることも、一

任勘定取引の一因として考えられる。 

例えば、今回指摘を受けたε支店長は、平成 18 年の検査で一任勘定取引を

指摘された顧客について、平成 9年から平成 17 年の 8年間の長期にわたり

担当していた。また、同支店長の事例では、他支店への異動の際に顧客を

移管している点、支店長となったにもかかわらず担当している点でも問題

がある。 

また、平成 18 年 4 月 17 日から行われた日証協等の合同検査において一任
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勘定取引を指摘されたβ支店外務員も、従前の会社から引き継いでいた顧

客 2名との間で一任勘定取引を行っている。 

当社では、当社と顧客の癒着を防ぐために、異動の際に顧客を移管しない

こと、支店長は顧客を扱わないことを原則とすることとされてはいたが、

実際には、上記ε支店長の事例のように、例外も認められており、十分に

その趣旨が徹底していなかったと考えられる。 

(b) 一任勘定取引を抑制できない事情 

(i) 法令遵守についての知識が不十分であること（研修の不十分） 

どのような行為を行えば一任勘定となるのかについての知識がなければ、

上記の一任勘定取引への誘惑から行動を抑制することはできない。したが

って、営業員・外務員に対して法令遵守についての知識を十分に身につけ

させることが不可欠である。 

前回の処分の行われた平成 17 年 6 月以降、法令遵守に関する研修が相当回

数行われていることは認められる。 

例えば、営業員に対する研修は、平成17年6月以降ほぼ毎月行われている。

営業員・外務員に対するコンプライアンス・ケーススタディも平成 17 年 7

月以降毎月行われ、11 月 11 日には営業員・CSS（カスタマーサービススタ

ッフ）の法令遵守の理解度を確認するテストも行われたとされている。さ

らに、平成 17 年 7 月にコンプライアンスハンドブックを作成・配布し朝会

（朝礼）で読み合わせを行うとされている。 

これらの研修により、営業員・外務員には、抽象的には「一任勘定取引」

といわれるものが違法であることを理解することは可能であったと思われ

る。 

しかし、いずれの研修も、一任勘定取引再発防止のためには十分な効果を

有していたものであったとは言い難い。 

まず、集合研修については、そのテーマは一任勘定取引だけではなく、幅

広く行われているうえ、講師が一方的に説明を行うという形式では、実際

の状況に応じた問題点を、各人の理解度を確認しながら理解させるという

ことには限界があり、それだけで研修が十分であるということはできない。 

そのため、各営業員の理解度や営業の状況に応じた研修・教育が必要にな

る。このために当社が行っていた研修と考えられるものが、①朝会におけ

るコンプライアンスハンドブックの読上げ、②コンプライアンス・ケース

スタディ、③営業員・CSS に対する研修で実施された理解度確認テストな

どであると考えられる。 
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まず、①朝会におけるコンプライアンスハンドブックについては、当委員

会が実施したヒアリングによれば、その読上げにあたり、具体的にどのよ

うな行為が問題になるのかについての言及がなされていたとは考えにくく、

読み上げるだけの作業で研修・教育としての意義が形骸化していたと考え

られる（平成 17 年 10 月 25 日付け改善報告書 9 頁には、「コンプライアン

スハンドブックは、7 月末に全役職員に配布いたしました。支店及び各部

門の朝礼等での読合せ等に活用し、法令等遵守意識の向上に役立てており

ます」との記載があるが、同記載も、ハンドブックをただ読み上げていた

だけであったことを窺わせる。）。 

また、②コンプライアンス・ケーススタディについても問題が多い。まず、

回答者は、営業部店ごとであって各営業員に回答させるものではなく、各

営業員の認識度を把握することには役立たない。また、問題は 2 問のみで

あり、かつ、問題には「取引一任勘定に関する Q＆A」と回答すべき内容を

誘導・示唆するタイトルが付されており、本当の認識度を試すことにはな

らない。さらに、回答後、何らかのフィードバックが行われた形跡がない

など、およそ教育効果が得られたとは考え難い実施状況である。 

③理解度確認テストについても、抽象的な法令の知識を問うものであって、

実際の発注においてどのような点が問題となるのかについては触れられて

いないうえ、その結果のフィードバックがどのようになされたのかも不明

である。 

なお、改善報告書では、全役職員に対してｅラーニングシステムも導入す

るとされているが、実際には、事務責任者 2 回、検査部内部管理部 1 回、

処分者 1 回など、極めて限定的に行われたにすぎず、 も研修の必要があ

る営業員については一切行われていない。 

加えて、各部店長は、法令遵守の知識については研修を受けているが、部

下に対してどのように法令を遵守させるのかの方法は教えられていないと

考えられる。 

仮に管理者に法令遵守に関する一定の知識・理解があったとしても、自身

が理解していることと、部下に理解させ、実行させることは別の次元の問

題であるから、部下に対してどのように法令を遵守させるべきかについて

の研修・教育が必要であったと考えられる。 

(ii) 法令遵守についての意識の低さ 

① 前回の検査を受けた社内処分及びその後の待遇 

従業員の法令遵守に対する意識を高めるためには、違法行為を行った

従業員に対して解雇を含む厳しい処分で臨み、処分の威嚇効果を利用

することも重要である。 
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前々回の検査及び前回の検査後、社内処分は行われているが、一任勘

定取引を行った従業員であっても、数か月の減給又は降格にとどまっ

ており、他の従業員が絶対に一任勘定取引を行わないと決意するよう

な厳しい処分であったとは言い難い。 

例えば、今回指摘を受けたα支店長（当時）は、平成 17 年の検査にお

いて（当時、常務執行役員α支店長であった）、部下の無断売買につい

て認識していながら、顧客が追認しているため問題ないとして事故報

告届出を行わなかったことを指摘されている。その後、同支店長は平

成 17 年 12 月 1 日にコンプライアンス本部副本部長、内部管理統括責

任者となり、さらに、平成 18 年 1 月には検査部長及び内部管理部長を

兼務し、検査から 1年もたたない平成 18 年 6 月にはδ支店長及び取締

役に就任している。 

違法行為を行った人物を内部管理統括責任者とすることは、会社の法

令遵守に対する取り組みが本気ではないとのメッセージを従業員に与

えているのと同然であり、従業員のモラル低下を招く重大な問題であ

る。 

② 法令遵守に対する取り組みが十分に評価されていないこと 

前回の検査後に提出された改善報告書では、法令遵守を重視した賞与

等の評価を行うとされているが、上記（第 1、3(3)(b)(ii)）のとおり、

その具体的な内容は不明である。 

③ 受発注方式の不徹底 

当社における各種研修やコンプライアンスハンドブックにおいては、

受注においては株式売買の 4 要素（売買の別、銘柄、数量、価格）の

確認の徹底を行うよう強調されているようである。 

それ自体は誤りではないが、問題は顧客との色々なやりとりが行われ

る電話の中で、どのように 4要素の確認を行うのかということである。

そのためには、それぞれ能力も異なる従業員の裁量に委ねるのでは不

十分であり、受発注方式の分かりやすいマニュアルの作成、その実施

についての研修及び現場での確認が必要と思われる。 

しかし、そのようなマニュアル化は行われておらず、その点からも研

修・教育が十分でなかったと考えられる。 

(2) なぜ一任勘定を予防・発見できないのか 

(a) 内部管理制度の不十分さ 

各営業部店には内部管理責任者が配置されていたが、一任勘定取引の予防・発
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見に役立ったとは考え難く、その実効性が不十分であったことも一任勘定取引

発生の原因と考えられる。 

(i) 内部管理責任者の能力・適性 

内部管責任者は、当初、各支店の総務担当の従業員（一般職の女性が大半

であった。）であったところ、前回の検査を受けて、男性の総合職従業員に

変更が図られている。 

しかし、現状では、内部管理責任者の大半は入社以降もっぱら営業経験を

積んできた者であり、内部管理課で研修を積んでいるとはいえ、各営業部

店において、かつての上司にあたる可能性のある部店長に対して、独立し

てその業務を遂行できるのかについては疑問なしとしない。 

(ii) 内部管理責任者のバックアップ体制の不十分さ 

当時、内部管理責任者は各営業部店に配置されていたものの、本社管理部

門のバックアップ体制が十分ではなく、到底その本来の業務を果たし得る

状態ではなかったと考えられる。 

① マニュアルの不存在 

内部管理マニュアルは、前回の処分を受けて、平成 18 年 6 月に交付さ

れており、今回の検査で指摘を受けた一任勘定取引が行われた当時、

内部管理責任者がその業務を行うにあたって参考にすべきマニュアル

は存在しなかった。 

② 相談窓口・連絡手順の不存在 

また、マニュアル配布後も、問題が生じた場合にどのような対応を取

ればよいのか（例えば、違法の疑いがある場合に直接当該従業員に指

示をすべきなのか、それとも担当部署（これがどこであるのかがそも

そも不明であるが。）にまず相談すべきなのか、報告書は作成するのか

など）について、内部管理責任者が従うべき手順は一切示されていな

い。 

これでは、各内部管理責任者が個々の考え方に従って問題を処理する

ことになり、違法・不正が本社部門に伝わらないまま処理される可能

性もある（部店長に相談し、顧客とも通謀して事故報告を提出しない

まま処理することもあり得る。）。 

③ 研修が不十分であること 

内部管理責任者向けの研修も行われていたが、十分ではなかったと考

えられる。すなわち、内部管理責任者については、法令の知識はもち

ろんのこと、実際に各営業部店内で法令遵守を実施させるにあたって、
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どのようなことをチェックし、問題が生じた場合にどのように対処す

べきか、が理解されなければならない。 

しかし、上記のとおり内部管理責任者向けのマニュアルも手順につい

てのルールも存在しない状態では、法令に関する研修を行ったとして

も、実際にどのように業務を遂行すればいいのかは分からないままで

あった。 

(iii) 内部管理責任者の待遇 

内部管理責任者は、各営業部店において、支店長の行為を含めた営業部店

内部の法令遵守状況をチェックする重要な立場にあることから、有能な人

材を確保し、モチベーションを維持するため、待遇面においても、十分な

配慮を行うことが必要であると考えられる。 

しかし、当時、内部管理責任者には手当金等は支給されていなかった（平

成 19 年 8 月の改訂の際、3万円の手当が支給されるようになったとのこと

である。）。 

内部管理責任者の職務の重要性を考えれば、当時全く支給がなされなかっ

たというのは、支店長に手当（月 60 万円）が支給されていることに比較し

てバランスを欠いていたといわざるを得ない。 

このことも、内部管理制度の実効性を弱めた要因の 1 つということができ

よう。 

(iv) 検査部との連携 

検査部と内部管理課及び内部管理責任者は、法令遵守を確立するという点

で同じ目的をもつ部門であり、実際の業務も重複するところが多いことか

ら、両者の連携をはかる必要は高いと考えられる。 

前回の処分後の組織改編（平成 17 年 9 月）において、検査部と内部管理部

を独立させた趣旨は、検査部を臨店検査業務に専念させ、内部管理部内部

管理課では、各営業部店の内部管理責任者を統括するということであった

とされる。 

しかし、実際には、ただでさえ少ない管理部門の人的資源を分散させたう

えに、両者の連携が行われなかったことから、営業部店の現状を踏まえた

効率的な臨店検査や、検査部のノウハウを生かした日々の内部管理が行わ

れず、結果として組織改編が有効であったとは考えられない。 

(b) 自主検査体制の不十分さ 

前回の検査後、当社は、改善策として平成 17 年 10 月から外注の日本クリアリ

ングサービスに臨店検査を依頼することになった。 
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しかし、外注の検査機関に検査を任せてしまったことも一任勘定取引を早期発

見できていなかった一因であると考えられる。 

すなわち、外部の検査機関では、各会社の実情にあった検査を行うことや、疑

いが生じた場合の詳細な調査を行うことには限界があり、社内の検査部門との

協力が不可欠であると考えられる。 

例えば、平成 18 年 10 月 6 日に日本証券業協会等に事故報告がされたδ支店営

業員とその顧客との間の一任勘定取引については、平成 18 年 7 月のδ支店臨店

検査において、調査対象顧客となり、かつ、ヒアリングも行われた。にもかか

わらず、架電記録が一致していたこと（実際には架電が偽装されていた。）など

から、支店長面談も行われず、一任勘定取引を発見することができなかった。

このことは、外部検査機関の限界を示しているものと考えられる。 

なお、上記の件を踏まえ、平成 19 年 3 月からは検査部員との共同検査とし、検

査資料の事前提出、講評の事前協議も検査部員と共同で行っているとのことで

あるが、上記のとおり検査部と内部管理課、内部管理責任者との連携も重要で

あり、その点の強化も望まれる。 

(c) 通話録音装置 

通話録音装置（ボイスレコーダー）が早期に導入されていれば、一任勘定取引

の早期発見又は予防が可能であったと考えられる。 

すなわち、通話録音装置の導入により、注文時の状況を確認することが可能に

なる。また、営業員は、会話を録音されていることから、常に法令遵守を意識

して受発注を行うことになり、予防効果も期待できる。 

しかし、上記のとおり、平成 17 年の処分後に提出された当初の改善報告書にお

いては、ボイスレコーダーを導入するとされていたにもかかわらず、結果とし

て、記録装置が導入されたのは平成 18 年 6 月であり、それも架電の記録（通話

先電話番号、通話時間）のみを記録する架電記録装置であった。 

この点、例えば、平成 17 年 7 月 25 日付け改善報告書（同年 8月 24 日提出）17

頁では、当時の常務執行役員法人部長による一任勘定取引について、部下から

の報告を受けた営業本部長が検査部長に調査実施指示を行い、架電記録との照

合との不一致を発見したが、携帯電話による又は携帯電話への架電である可能

性があったために「違法行為があったか否かは分からない」とされ、平成 17 年

の財務局による検査まで、一任勘定取引の事実確認はなされなかったとされて

いる。 

当社は、平成 17 年 8 月 24 日の時点で、このような事実認識をしていたのだか

ら、通話に関する記録装置の導入の際、少なくとも受電記録の記録も必要であ

ることを十分に理解していたはずである。 
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にもかかわらず、通話録音装置を導入しなかったことは、改善策実施について

重大な問題があったといわなければならない。 

また、通話録音装置が導入されていれば、少なくともδ支店の営業員が顧客に

偽装して電話したようなこと（平成 18 年に事故報告届出された件）を発見又は

予防することは可能であったと考えられる。 

(d) 各部店長の法令遵守意識の低さ 

本来であれば、各営業部店において、営業員に法令遵守を徹底させるべき管理

職である各部店長の法令遵守に対する意識が低いことも、一任勘定取引を予防

できなかった一因と考えられる。 

例えば、前回の検査においては部店長クラス 3 名（執行役員 1 名を含む。）が、

今回の検査でも部店長クラス 2 名が、それぞれ一任勘定取引を行ったとされて

おり、一任勘定取引を行っているのは営業員だけではなく、むしろ部店長・管

理職クラスである。また、当時α支店長については、自らが内部管理統括責任

者であったときに行った自主申告において、自らの一任勘定取引について申告

を行っていない。 

部店長クラスに対する研修も行われてはいるが、その内容は法令の説明にとど

まるものであって、なぜ一任勘定取引が発生するのか、各営業部店において一

任勘定取引を予防・発見するためにはどのような手段を採るべきかについて、

実質的な研修や議論が行われた形跡は見当たらない。 

(e) 高齢者に対する適合性原則のチェック 

一任勘定取引は、一般に高齢者との取引において生じやすいと考えられるが、

高齢者の取引に対する適合性チェックが十分に行われていれば、一任勘定取引

の早期発見又は予防が可能であったとも考えられる。 

例えば、平成 18 年の検査において指摘されたδ支店営業員の顧客（80 歳）や、

平成 18 年の合同検査において指摘された外務員の顧客（86 歳、78 歳）のほか、

平成 17 年の検査においても、指摘された顧客の過半数が 70～80 歳代である（顧

客 32 人中、19 人(約 60％)を占める。）。 

(3) 一任勘定取引が続発する背景 

以上、原因として検討してきた給与体系の問題、営業成績に対するプレッシャー、法

令遵守についての意識の低さ、内部管理制度の不十分さなどは、いずれも営業成績を

優先し、法令遵守及びそのための管理の必要性を軽視する当社の体制・風潮を共通の

背景的事情としていると考えられる。 

具体的にそのことを示すものとして、前回の処分後の改善策の策定及びその実施状況

についての問題がある。既に述べたとおり、会社は、前回の処分後、改善報告書を提
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出したものの、その報告書は、関係当局の指導を受けて都合 5回も出し直しているも

のである。そのうえ、その改善策についても、研修は回数こそ行われてはいるが、そ

の内容は実践に結びつくものではなかった。さらに、研修以外の給与体系、収益体制

の見直しなどについては、根本的な改善は行われないままであり、通話記録など迅速

に実施することが必要なものについても、内容が不十分なものに変更されたうえで実

施時期も当初予定を大幅に遅れている。 

このような状況は、前回の処分を受けたにもかかわらず、会社の経営陣が会社に存在

する根本的な改善策について十分検討せず、いわば改善状況報告書の提出のために小

手先だけの改善を行ってきたと評価されても仕方がないものである。 

根本的な改善が行われなかった理由としては、当社に根強く存在する営業優先の姿勢

が影響していると考えられる。すなわち、当社が改善について消極的であった点（給

与体系、営業のプレッシャー、ボイスレコーダーなど）は、いずれも、短期的には営

業成績を下げる要素をもつものであり（給与体系の変更や営業のプレッシャー緩和は

営業員の営業成績達成への動機付けにマイナスの影響を及ぼす面があるともいえる

し、ボイスレコーダー導入は営業活動を萎縮させる面があるともいえる。）、営業優先

を至上とする立場から見れば望ましくないものである。 

本来であれば、営業部門から、過度な営業優先の意見が出されたとしても、管理部門

などから反対の意見が出され、取締役会での議論によりバランスの取れた方針が決定

されることになるはずである。 

しかし、当社（特に経営陣）においては、前回の処分後、改善策策定及び実施につい

て十分な議論がなされた形跡はなく、従来から当社を支配してきた過度な営業優先の

姿勢が修正されることはなかったといわざるを得ない。 

また、従業員は、経営陣が形の上では法令遵守を謳っていても、その実質が伴ってい

ないことをよく観察しており（このことは当委員会が実施したヒアリング結果のほか、

調査委員会に宛てられた数多くの従業員からの手紙により明らかである。）、経営陣の

姿勢が更なる従業員の法令遵守の意識の低下を招いているといえる。 
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第3 改善策 

1. 営業員に関する改善策 

(1) 給与体系・営業成績のプレッシャーの改善など 

(a) 営業手当金の見直し 

上記のとおり、給与における営業手当金の割合の高さが一任勘定取引への誘惑

の 1つとなっていると考えられる。 

これに対する改善策としては、例えば、株式売買手数料についての従量的な営

業手当金を廃止し、一定の成績の評価は、賞与・昇給において反映させる制度

を採用することが考えられる。 

また、賞与・昇給に関しては、新規顧客の開拓に対する評価も適切に行い、回

転率よりも預り資産の増大を重視すべきであると考えられる。 

(b) 営業成績についてのプレッシャーの改善 

上記のとおり、リテール本部から各支店長へ、各支店長から各営業員へ営業成

績を上げるための強いプレッシャーが存在しており、このことも一任勘定取引

が生じる土壌となっている。 

まず、各営業部店の営業目標の設定について、コスト（各営業部店の費用及び

営業分担金）から算出する方法をとる場合には、管理会計制度を導入したうえ

で、営業分担金（本社経費の分担）の算出方法の合理化・明確化を行うことが

必要である。 

そのうえで、営業部店や個々の従業員の営業成績の管理の方法について、抜本

的に、制度的な見直しを行い、かつ、物理的なプレッシャー（パワーハラスメ

ントにすらなるおそれがある。）が適切にコントロールされるような体制の整備

を行うべきである。 

(c) 顧客との癒着の防止 

上記のとおり、顧客との担当期間が長期になることにも問題があるから、担当

期間の長期化を避けるべく、一定周期での異動を明確にルール化し、厳格に実

行すべきであると考えられる。 

また、部店長が実質的な担当者になっていないかについても、内部管理責任者

や検査部においてチェックの対象とすべきである。 

(2) 一任勘定取引を抑制させるための改善策 
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(a) 法令遵守についての知識及び意識の向上 

本件に係る重大な原因の 1 つに当社役員及び従業員の基礎的な知識の不足とい

う問題が存在すると考えられるが、研修・教育、また、コンプライアンス意識

の向上という観点については、一任勘定取引の問題に限定される問題ではなく、

当社のコンプライアンス一般に当てはまる事項でもあるため、詳細について項

目を改めて別途検討する。 

(b) 受発注手続きの見直し 

通話記録装置を導入しても、店頭注文や時間外での注文を一任勘定取引の抜け

穴にされてしまっては意味がない。いずれの場合でも、発注書に顧客本人のサ

インをもらうか、時間外の場合でも必ず確認の電話を掛けさせるなどの方法を

導入することが考えられる。 

また、電話注文においても、電話を切る際に必ず顧客から受けた注文について 4

要素を整理して復唱するなどの形式を実行させるなどの方法が考えられる。 

また、上記の受発注手続きについて、実際の取引状況に応じた分かりやすいマ

ニュアルを作成するとともに、各営業部店において、部店長及び内部管理責任

者が手続遵守の指導・チェックを常に行うことが必要であると考えられる。 

2. 一任勘定取引の予防・発見にむけた制度の構築・充実 

(1) 内部管理制度構築 

当社における内部管理責任者の機能は、前述のとおり、十分に機能しているとは到底

いえない状況にあり、営業部店に位置する内部管理責任者の機能を向上させ、実質の

伴う制度に変容させる必要があるが、かかる問題は、一任勘定取引の問題に限定され

る問題ではなく、当社のコンプライアンス一般に当てはまる事項でもあるため、詳細

について項目を改めて別途検討する。 

(2) 通話録音装置の早期導入 

上記で述べたとおり、発見が容易になるだけでなく、予防効果も大きいと考えられる

ので、可能な限り早期に導入することが是非とも必要である。 

(3) 高齢者に対する適合性原則のチェック 

高齢者に対する適合性原則のチェックは一任勘定取引の問題だけではなく、今後ます

ます重要になる問題であって、チェック方法について十分な検討が加えられるべきで

ある。 

(4) 営業優先の姿勢との決別 

経営陣が、これまでの一任勘定取引を続発させてきた も根本的な問題である過剰な
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営業優先の姿勢について真摯に反省し、これまでの体制と決別したことを明確なかた

ちで示す必要があろう。 

なお、かかる問題については、一任勘定取引の問題に限定される問題ではなく、当社

のコンプライアンス一般に当てはまる事項でもあるため、詳細について項目を改めて

別途検討する。 
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第3部 相場固定 

第1 前提事実 

1. 処分対象行為の概要 

東海財務局作成の平成 19 年 9 月 28 日付け検査結果通知書（東海財証監第 80 号）によれ

ば、当社に関して、以下の事実が認められている。 

B 氏及び C氏は、その業務に関して、当社が新規上場の際の株式公募に際して引受主幹事

会社を務めた KS 社の株式について、上場日から当分の間、公募価格である 1,850 円以上

に固定させる目的をもって、本店営業部ほか 6営業部店の部店長ら 8名に対して、顧客に

1,850 円の指値で KS 株式の買付けを行うことを勧誘し、当該買付注文を受託・執行する

よう指示した。 

上記を受け、当該 8 名の部店長らは、それぞれの部店において営業員に上記指示を伝え、

当該指示を受けた営業員のうち 43 名は、平成 18 年 4 月 11 日から 5月 23 日までの間、顧

客に対して、1,850 円の指値で KS 株式の買付けを行うことを勧誘し、103 名の顧客から、

203 件、合計 33,200 株の買付注文を受託し、名古屋証券取引所市場第 2 部において執行

した。 

2. 認定事実の概要 

また、上記に加え、以下の事実が認められている。 

リテール本部・法人本部が行う営業活動については、主に、各本部長が推進することとし

ているが、時には、営業部門の知識･経験が豊富な取締役会長 E 氏（検査基準日現在。平

成 17 年 9 月 1 日から同年 18 年 12 月 31 日までの間は取締役会長職。同 19 年 1 月 1 日以

降は相談役職）が、各本部長や部支店長を指導することもある。また、平成 15 年 8 月に

代表権を有し、同 17 年 12 月 1 日に代表取締役社長に就任した D氏は、自身が管理部門出

身であることを理由に、営業に関しては、営業部門の経験に長けている E氏及びリテール

本部・法人本部の各本部長に任せているとしている。 

当社が主幹事を務め、平成 18 年 3 月 9日に名証 2部に上場した KS 社に係る株式営業につ

いて、E氏は、上場日よりも前の日において、B氏に対し、「過去の経験則から、上場日初

日は公募売出株数の 6割ぐらいの打ち返し（売り注文）がある。上値を買う必要はないが、

公募価格（1,850 円）は適正と思っており、当該公募価格が割れないように、下を厚くす

れば売りが出ないから、公募価格を意識して、買いを入れて欲しい。当社初めての主幹事

銘柄でもあり、主幹事が売り越すと価格の下落要因になるが、主幹事からたくさんの買い

注文を出すと一般投資家に安心感を与えるので、主幹事として買いをたくさん出そう。」
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と指示した。B 氏は、C 氏と協議し、E 氏の指示を遵守すべく、上場日の前日に、部店長

に対し、「上場日は、配分された株数を目途に、1,850 円以上 2,000 円ぐらいまでの価格

で買いを入れるように。」と指示し、その結果、190 顧客から 127,800 株の買い注文を受

託させた。 

また、上場日において、E 氏は、B 氏から事前に報告されていた初日の買付予定数量に対

して、実際の約定数量が未達であったため、C 氏に対し、「話が違うではないか。なぜ、

もっと買付していなかったのだ。」と言い、「買い上がらなくてもいいので、今の値段近辺

で買いを勧めて欲しい。」と指示した。このため、C氏は、B氏と協議し、常日頃より E氏

から、リテール本部の業務推進に関して種々の指導を受け、時には厳しい口調で叱責され

るなど、E 氏がリテール本部にとっても絶対的な存在であった状況下、E 氏から、上場日

よりも以前の日においては、「公募価格が割れないように、下を厚くすれば売りが出ない

から、公募価格を意識して、買いを入れて欲しい。」旨の、上場日においては、「話が違う

ではないか。なぜ、もっと買付していなかったのだ。」、「買い上がらなくてもいいので、

今の値段付近で買いを勧めて欲しい。」旨の、それぞれ指示を受けたことから、E 氏の指

示は、上場日のみならず翌営業日以降の日においても継続しており、買い上がる必要はな

いが、しばらくの間は、公募価格を維持させるような買い注文を入れなければならないと

判断し、営業部店に対し、公募価格が維持できるような買い注文を、一般顧客から受託さ

せることとした。 

具体的には、営業部店に対し、1,850 円の買い注文を入れるよう指示することとしたが、

1 注文あたりの買付数量については、100 株や 200 株といった小口により発注するように

指示することとした。また、買付指示を出す期間について、B 氏は、E 氏から終了する旨

の指示を受けるまで継続するつもりでいたが、平成 18 年 5 月下旬には、E氏から KS 社の

株価に関する質問を受けなくなったことから、平成 18 年 6 月以降は、買付指示を出さな

いこととした。 

B 氏及び C氏は、上場後しばらくの間は 1,850 円を維持できる状態にあったため、営業部

店に対し、買付指示を出していないものの、KS 株式の株価が公募価格に近づいた平成 18

年 4 月 11 日以降同年 5月 31 日までの間、部店長に対し、1,850 円が維持できる板状況に

するために、「買い上がらなくてもよいので、公募価格が維持するため、売り物が出てき

ても吸収できるように、1,850 円で、1 件当たりの株数は 100 株でよいので○件（リテー

ル本部が算出した株数となる件数）の買いを入れるように」又は「買い板が薄くなってい

るので、1,850 円で○株（リテール本部が算出した株数）の買いを入れるように」などの

指示をし、同期間において、43 名の営業員に対し、106 名の一般顧客から、206 件、計 33,500

株の買い注文を、受託、執行させた。 

部店長及び営業員においても、リテール本部からの指示には従うしかないとして、当該指

示を履行した。また、営業員は、KS 社は業種的に成長性が見込める銘柄ではなく、リテ

ール本部からの指示がなければ、積極的に買付けを勧誘できる銘柄ではなかったが、リテ

ール本部からの指示を履行するために、配当利回りの良さをセールスポイントとして、顧

客を勧誘した。 
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また、売買審査については、コンプライアンス本部の配下にある内部管理部考査課課長の

F氏が 1人で行うこととなっており、審査の結果、違法行為の疑義がある売買については、

F 氏から該当部店に対し、注意喚起を行うこととしているが、F 氏が行った審査内容に係

る内部管理部長やコンプライアンス本部長など上席者への定期的な報告は行われていな

い。 

このような状況下、KS 株式に係る売買審査について、F 氏は、上場日である平成 18 年 3

月 9 日から同年同月 20 日までの間、出来高関与率や引値関与の有無を調査したものの、

それ以降の日においては、営業部店が買いを入れているとの話を聞いたにもかかわらず、

当該銘柄は、名証 2部に上場している 1つの銘柄にすぎず、主幹事証券として他の銘柄以

上に注意を払う必要があるとの認識をもっていないほか、当社が主幹事であり、当社の出

来高関与率が高いのは当然であるとの認識を持っていることから、KS 株式に係る売買審

査を全く行っておらず、また、内部管理部長等上席者も、同 18 年 3 月 22 日以降、F氏が

KS 株式の売買審査を行っていない事実を把握していない。 
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第2 原因 

1. 総論 

(1) 本調査の結果、上記のとおりの相場固定と認められた行為が生じた主たる原因として、

以下の事項が重大な影響を及ぼしていたものと考えられる。 

(a) E 氏の影響力（組織構造の歪み①） 

(b) 収益至上主義への偏り（組織構造の歪み②） 

(c) 取締役会の機能不全 

(d) 管理部門の機能不全 

(e) 法的知識の欠如 

(2) 上記の各事項は、当社の個々の行為に一対一にて対応する原因とは限らず、相互に複

雑に関連する原因と考えるのが適切である。したがって、それぞれの原因に重大さの

軽重があるとは考えられず、いずれも、重大な原因であり、かつ、これらが関連する

ことにより、より重大な影響を及ぼす結果になっていると考えられる。 

(3) 本件の直接の端緒は、E氏の指図又は発言にあると考えられるが、通常であれば、か

かる指図又は発言がなされたとしても、例えば以下のような構造により、社内におい

て構築されたコンプライアンス機能のいずれかの場所において、違法、不適切その他

の理由により、排除されるはずである。しかし、本件においては、残念ながら、コン

プライアンスという観点からの自浄作用が不十分であった又は機能しなかった。 

(a) 当社の組織構造又はガバナンス構造が適切に構築されていれば、本来、B氏又は

C氏において、E氏による指示を闇雲に受諾するという状況は生まれないはずで

あり、まして、各営業部店に指令を出すことなどないはずである。 

(b) 各営業部店に対して価格維持の指令がなされたとしても、相場操縦行為につい

ての十分な知識を有していれば、価格固定のおそれがある取引であるとして、

各営業員において認知し又は警鐘を鳴らすことができたはずである。 

(c) コンプライアンス部門の機能が十分であれば、営業員からの問合せに対して、

適切な処置を講じることにより未然に防止することもできたはずである。 

(d) 売買管理部門の機能が十分であれば、実際に執行されたとしても、直ちに、不

適切な取引として認知のうえ、営業部店における勧誘、執行を停止できたはず

である。 

(e) 取締役会が適切に機能していれば、上記のとおり、違法又は不当な取引が未然
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に防止されるに足りる方策が講じられている又は少なくとも重要な事項として

議論がなされているはずである。 

(4) 以下においては、本件を未然に防止することができなかった原因について、本調査の

結果を踏まえ、個々の原因別に詳細を検討する。 

2. E 氏の影響力～組織構造の歪み① 

本項は、次項において詳述する組織構造に関連する事項でもあるが、当社における組織構

造の歪みの問題として重要であると考えられるため、特に分けて検討を加えることとした。 

上記のとおり、当社の組織構造又はガバナンス構造が適切に構築されていれば、B氏又は

C氏の位置において、相場固定に至る取引は未然に防止できたはずである。かかる自浄作

用が適切に働かなかった原因としては、当社の組織構造の歪み、その中でも、E氏の絶大

な影響力という背景事情が否定できないと考えられる。 

(1) 本件の直接の契機 

本件の直接の契機は、KS 株式の上場前又は上場日において、E氏から B氏及び C氏に

対してなされた発言と考えるのが妥当である。 

当該発言が、相場固定に至る取引を直接的に指示したものであるのか否かについては、

本検査においても認定されておらず、本調査においても、必ずしも具体的な指示があ

ったと認められるものではない。 

もっとも、会長（当事）という重要な役職にあり、かつ、後述するとおり営業面にお

いては実質的に 高責任者に等しい地位にあったにもかかわらず、リテール本部

（旧：営業本部）という営業員を統括するべき部署の長に対して、個別の銘柄を特定

したうえで、一定の価格水準の条件を付けて当該銘柄の買い注文を指図又は推奨する

という行為は、証券会社の経営者として、著しく不適切であることを付言しておく。 

(2) E 氏の指示内容と B氏及び C氏による業務の遂行 

E 氏による上記の発言について、B 氏及び C 氏は、端的にいえば、上場日以降におけ

る公募価格の維持という指示を受けたと認識している。現に、B氏は、当調査委員ら

の実施したヒアリングにおいて、E氏からの発言は公募価格を維持しろという業務命

令と認識した、と語っている。 

E 氏は、検査官に対して提出した経緯書において、B 氏に対して公募価格を維持して

欲しい旨の発言はしておらず、「公募価格を意識して、買いを入れて欲しい。」「主

幹事として、買い注文をたくさん出そう。」といった発言をしたのみである旨を回答

している。また、同経緯書において、C氏に対して公募価格を維持するようにといっ

た発言もしておらず、「買い上がらなくていいので、今の値段近辺の下値で勧めて欲

しい。」といった発言をしたのみであり、「1,850 円の買いを入れろ」とは言ってい
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ない旨の回答をしている。 

B 氏及び C 氏は、E 氏による上記の発言について、当委員会が実施したヒアリングに

おいて、誤認識ではなく、明確に指示を受けたという趣旨の発言もしているが、公募

価格の維持に関する明確な指示があったか否かについては、上述のとおり、本検査又

は本調査において確証をもてるものではない。 

しかしながら、当社の抱える問題点の究明と改善方法の検討を主目的とする当委員会

としては、E氏による上記発言の内容がいかなるものであったという問題は別として、

そもそも B氏及び C氏において、公募価格の維持という指示を受けたという認識があ

るにもかかわらず、これを遂行している点にあると考えている。 

つまり、公募価格の維持のために、一定の価格水準をもって買い注文を継続する又は

買い注文を受託するという行為は、相場操縦に該当する可能性が極めて高い行為であ

るということは容易に分かることのはずであるにもかかわらず、B氏又は C氏のいず

れにおいても、公募価格の維持と認識した指示を違法又は不適当なものとして拒絶又

は停止せず、各営業部店に対して指示した、という一連の行為にこそ問題の根幹があ

ると考えている。 

(3) B 氏らが公募価格の維持を指示するに至った原因 

通常であれば、指示内容が違法又は不適当な取引である可能性が高いものであれば、

会長又は社長という経営陣のトップからの指示がなされたとしても、これを直ちに執

行することは考えられず、直ちに拒絶若しくは停止するか又は何らかの検証を行った

うえで執行するはずである。にもかかわらず、B氏又は C氏は、直ちに、これを執行

してしまっている。特に、B氏は、自身が経営陣の一員たる取締役であるにもかかわ

らず、である。 

当委員会としては、かかる状況を招いた原因としては、後述する事項を含め、複数の

要素が複雑に関係していると考えているものの、その主たる原因としては、発言の当

事者であった E 氏の当社役員及び従業員に対する影響力が甚大であったと考えてい

る。 

(4) E 氏の位置付け 

E 氏の影響力の具体的な内容としては、誰も逆らえない絶対的な存在として当社の

上位に位置付けられていたことが指摘できる。当委員会は、かかる位置付け、社内組

織のあり方一般の適否について意見を述べる立場にはないが、少なくとも、本件の主

たる原因の 1つであったことは否定し難い事実と考えている。 

E 氏の影響力の内容は、組織上の地位に由来する力というよりは、事実上の影響力で

ある。また、その源泉についても、後述する事項とも密接に関連するものであるが、

複数の要素を総合的に考慮して認められるものであり、逆に、そうであるからこそ排

除することも難しかったものと考えられる。 
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かかる影響力は、例えば、当社の重要な大株主であること、代表取締役社長をおよそ

10 年以上にわたり務めてきたこと、社長退任後も会長職に留任していること、社長

就任以来の業績に対する貢献が認められること、当社が営業（特に法人営業）におけ

る E氏への依存関係から脱却できていないこと、役員人事に関する事実上の決定権を

もっていたこと、取締役会が形骸化されていたこと、取締役及び従業員に畏怖又は萎

縮の傾向が見られること、E氏に代替する次期社長候補が存在しなかったことといっ

た事実が認められることからも、その大きさと存在を否定できない。 

当委員会が実施したヒアリングにおいても、様々な角度からではあるが、その影響力

の大きさを指摘する声が多かったことも事実である。 

B 氏及び C 氏による行為の背景としては、E 氏の発言が絶対的な命令として受け止め

られる土壌が存在し、E氏の指図、命令、発言その他の行為が、その妥当性、適否と

いった事項について何らの検証もなされないまま、遂行されてしまうという状況にあ

ったことが、その重要な原因の 1つであると考えられる。 

(5) 他の原因との関連性 

当委員会としては、上記のとおり、E氏の影響力が絶大であったことが原因とは考え

ているものの、これが唯一の原因であることは考えておらず、あくまでも数ある原因

の中の 1つであると考えているに過ぎない。 

しかしながら、直接的ではないものの、他の重要な原因の背景事情として、かかる E

氏の位置付けが密接に関係していることも事実である。例えば、組織構造が歪んでい

ることの背景として、上記の影響力が存在していることは明らかであり、取締役会が

機能していないことの原因についても同様である。 

3. 収益至上主義への偏り～組織構造の歪み② 

当社の組織構造の歪みの たるものとして、E氏の絶大な影響力が存在したという点につ

いては上述のとおりであるが、当社は、かかる影響力の問題の前に、そもそもの組織構造

が適切に構築されていないといえる。 

したがって、上述した E氏の影響力の問題を控除したとしても、依然として、組織構造が

歪んでしまっていることは、極めて重大な問題であり、本件の重要な原因の 1つに掲げら

れるべきである。 

(1) D 氏の担当業務 

E 氏の直接の後任であった G 氏が社長を退任した後、D 氏が新社長に就任するに至っ

ているが、D氏には、営業関連の経験がなく、社長就任後においても、営業系の業務

については関与していない。当委員会が実施したヒアリングにおいても、自身の立場

が、実質的にいえば、いわゆる管理部長と同等の立場である旨を述べている。 



 

- 32 - 

本来、社長という 高経営責任者の立場にある以上、当社の全業務分野を掌握する必

要があるにもかかわらず、D氏は、営業（リテール本部、法人本部）に関する業務に

ついては、数字の面も含めて関わりをもっていない。営業面における実際の統括は、

B 氏、C 氏といったリテール本部のトップが前述した E 氏の影響力の下で仕切ってお

り、D氏が関与するという構造が当初から放棄されていた。 

管理系の経験を積み重ねてきた者が社長を務めていたという意味において、後述する

営業重視の社風を修正する良い機会であったと思われるが、上記のとおり、管理業務

以外の営業関連業務を司ってこなかった結果、営業面と管理面のバランスを考慮した

組織体制を構築することができなかったものと考えられる。 

(2) E 氏への依存 

E 氏は、自身が社長を退任する以前から、早期に退任のうえ、後任の者に社長職を譲

りたいと考えていたようである。しかしながら、実際の後任の G氏は、新会社の設立

に絡む問題を原因として、就任直後に辞任してしまい、急遽、D氏が就任することと

なった。 

上記のとおり、D 氏が営業面における統括者としての役目を放棄していたことから、

E氏が社長を退任した後においても、当社内において、実質的に E氏が営業面、収益

面における責任者であるという基本構造を払拭することができず、結果として、その

影響力を残す形となってしまった。 

管理業務以外の全ての分野において、E 氏を頂点とする組織構造が、D 氏を頂点とす

る構造と並行して存在し、この点においても、当社の組織構造が歪められており、経

営陣の機能不全ともいうべき事態を招いてしまっていると考えられる。 

(3) 収益重視の経営構造 

上記の D 氏の位置付けに加え、前述の E 氏の影響力を背景として、当社においては、

収益部門であるリテール本部による営業が 重要事項とされてきた。かかる状況は、

後述する取締役会における審議事項の偏りに留まらず、末端の従業員の意識としても

同様であり、全社的に顕著な傾向であったことは、当委員会が実施したヒアリングか

らも実感できる。 

企業である以上、収益を追及することは当然のことであるが、当社においては、その

傾向が行き過ぎていたものと考えられる。それぞれの背景事情その他の詳細について

は他の項目において述べるものであるが、収益至上主義ともいえる状況は、例えば、

以下の諸点からも窺うことができる。 

(a) 過度に傾斜した営業員の歩合給与体系 

(b) 営業部門を重視した人材配置 

(c) 取締役会の営業会議化 
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(d) コンプライアンスに関する意識の低さ 

(e) 営業部店に対する過度のノルマ 

(f) 営業部店の実情と乖離したノルマ的な予算作成 

当委員会としては、収益を過度に重視する企業体質が、営業部門の発言権の増大、管

理・コンプライアンス部門の軽視、ひいては自浄作用の形骸化にもつながっていると

みており、本件の直接の原因ではないとしても、重大な背景事情の 1つであると考え

ている。 

実際に、収益に直結する営業関連の事項は、取締役会その他の場面においても十分に

斟酌されているにもかかわらず、管理・コンプライアンス関連の事項については、そ

もそもの議論になっていない又は営業関連の事項の陰に隠れてしまっており、十分な

議論、施策が講じられてきたとはいえない状況にある。 

(4) 管理部門の軽視 

当社の管理部門は、本件に関係する部門だけでも、コンプライアンス本部内に、検査

部、内部管理部（考査課、内部管理課）、業務管理部、法務部が存在し、外見上は一

応の人員配置、機能を有していると思われる。しかし、問題となった平成 18 年 4 月

11 日から同年 5月 31 日までの間の人員配置をみても、当社における管理部門は、社

内における位置付け及び取扱いとして、従たる部門であり、かつ、収益部門に劣後す

る部門と位置付けられていたと考えられる。 

当社の人事異動の状況、当委員会が実施したヒアリングを勘案すれば、例えば、以下

のような冷遇の状況が窺われる。 

(a) 当社の管理部門は、しばしば、営業部門において問題を起こした従業員、営業

において良い結果を生み出せない従業員といった人材の受皿として、管理に関

する経験の有無とは無関係に単なるポストの 1 つとして位置付けられている。

例えば、前述の一任勘定取引の当事者とされた 3 名の営業員は、その後、それ

ぞれ営業部門から人事部付、内部管理部考査課、検査部付に異動しており、さ

らに、当事者は、営業から外されたことをもって懲罰的人事であったと理解し

ている。 

(b) 営業部店における内部管理責任者の人選において、従来は、いわゆる事務社員

を充てるといった軽視の姿勢が見られる。その後、平成 18 年 10 月 20 日には、

内部管理責任者としての一応の教育及び研修を受けた総合職職員が配属された

ものの、十分な能力、発言力という実質を有するか否か、当該教育及び研修の

実施情況及び内容が疑問視される。 

(c) F 氏が売買審査業務を単独で担当しながら、顧客クレームにも対応するなどして

おり、その他の部署においても、適切かつ適時の人材補充がなされていない。 
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(d) 業務に関する明確なルールがなく、該当部門の有する権限、営業部門に対する

牽制機能の内容が不明確である。 

(e) 管理部門の従業員は、給与面において、営業部門の従業員に大きく見劣る。 

本来、会社組織の中においては対等であるべき管理部門の位置付けが、上記のとおり

歪んでしまっていることにより、組織の中において有機的な位置取りができておらず、

結果として、形式的には存在しているとしても、実態として、その機能を発揮できて

いない。 

例えば、売買審査の部門において疑義が差し込まれた取引については、該当部門の許

可がないと取引できない、適法性に疑問が残る取引についての事前照会の義務付け、

といった単純な業務フローが制度化されていれば、本件について、早期に取引に警鐘

を鳴らし、停止させることもできていたのではないかと推察される。 

(5) 現場との連携不足 

当社における組織構造の歪みの 1つとして、対面営業の現場である営業部店の側と本

部及び経営側との連携が十分にとれていないことが指摘できる。つまり、営業部店に

おける意見や意向を吸い上げる構造が存在せず、営業部店は、本部（リテール本部）

及び経営側の指示に従うだけの一方的な構造になってしまっている。 

かかる状況の原因としては、本部及び経営側が、現場の状況を考慮せず、経営側の都

合によって方針を決定していること、現場の意見を吸い上げようとする組織的な仕組

みが存在しないこと、現場において収益をあげなければならないという強迫観念が払

拭できていないこと等が考えられる。 

これは、営業部店において、リテール本部その他の経営側からの指示について、特段

の疑問を差し挟むことなく、絶対的な命令として漫然と執行してしまうという体制の

背景事情と考えられ、本件においても、取引の現場における自浄作用が機能しなかっ

たことの重要な原因の 1つと考えられる。 

(6) 現場同士の連携不足 

さらに、上記に加え、現場同士の連携も十分にとれていないことが指摘できる。 

例えば、コンプライアンス遵守のために個々の部店長や内部管理責任者が独自の工夫

を凝らしていることがあったとしても、各営業部店の部店長同士、内部管理責任者同

士が、これらのノウハウを共有化するといったことはなく、全社的な取組みが行われ

ていない。 

結果として、コンプライアンス重視の体制は、個々の担当者の裁量に委ねられてしま

っており、営業部店による差異が必然的に大きくなってしまっている。 

4. 取締役会の機能不全 
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当社は、過去においても金融当局による勧告及び処分を複数回受けているが、かかる処分

の後、当社の取締役会において、今後の方策、改善方法等々について、十分な議論が行わ

れたと認められる形跡は存在しない。 

取締役会議事録を精査しても、コンプライアンスに関する十分な議論がなされた形跡は見

受けられない。例えば、平成 18 年 4 月の合同検査の結果、当社歩合外務員に一任勘定取

引が判明したにもかかわらず、平成 18 年 7 月 28 日の取締役会でようやくその報告がなさ

れたのみで、法令違反行為に対する防止策、業務改善策といった事項はその後も議題とな

っていない。 

そもそもの取締役会のあり方として、経営を監督するという 重要機関としての機能が発

揮できておらず、支店長会議、営業会議といった業務レベルの会議体と同程度の機能しか

有していないといえる。 

取締役会が適切に機能していれば、上述の組織構造の歪みが生じなかった可能性も高く、

また、違法又は不当な取引が未然に防止されるに足りる方策が講じられている又は少なく

とも重要な事項として議論がなされていたと考えられる。取締役会の重要な機能の 1つで

ある経営に対する牽制機能が働かなかった原因としては、主たるものとして以下の諸点が

あげられる。 

(1) E 氏の影響力 

上述のとおり、社長を務めていた時期を含め、E氏の当社役員及び従業員に対する影

響力を背景に、取締役会における発言力も絶大なものがあったことが窺われる。 

当社取締役会において、E 氏以外の取締役が発言するといった状況は皆無に等しく、

担当業務の報告に終始しているというのが実態であり、本来、議論の場であるべき取

締役会は満足に機能していなかったといえる。E氏は、時に罵声を浴びせるといった

態度をみせ、取締役及び従業員は端的に恐いという印象をもっており、かかる影響を

受けて、各取締役が萎縮してしまっていたと考えられる。 

E 氏の影響というものが、取締役会の形骸化ともいえる状況を生み出した原因の全て

ではないが、直接的な原因の 1つであったことは否定できない。なお、このような状

況は、E氏が社長を退任した後、少なくとも会長職に留まっていた間については、大

きく変るところはなく、取締役会の機能不全は慢性化していたものと考えられる。 

(2) 営業会議との混同 

本来、取締役会は、会社の重要な意思決定を行う場であり、社内のあらゆる事項に対

して関心を示さなければならない機関である。 

しかしながら、当社の取締役会は、本来リテール本部にて統括すべき営業会議と同質

の会議体と化していた。議論の大半が収益面に対する指摘、収益向上への精神論の繰

返しに過ぎず、非常に枝葉末節なことについて E氏から長時間をかけて指摘がなされ

ることも珍しくないというのが実態であり、具体的な方法論、管理面における課題、
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といった事項についての議論はわずかになされていたに過ぎない。 

また、定例の取締役会の直後に執行役員・部店長会議が開催されていたが、E 氏は、

むしろ、この部店長会議を重視しており、営業関連事項以外の議題は、部店長会議の

開始時刻の前にまとめて決議するといった程度の議論しか行われていなかったとい

うのが取締役会の実情である。上記の収益至上主義への過度の傾斜も、このような点

に影響しており、当社全体の悪しき社風として、本件の重大な原因の 1つに数えられ

ると考えられる（なお、執行役員・部店長会議も営業会議であり、取締役会に代替す

るような会議体ではない。）。 

取締役会として、全社的な課題、管理、コンプライアンス、組織体制といった一般的

な重要案件について十分な議論を行ってこなかったことは、本件の直接的な原因では

が、むしろ根本的な原因であると考えている。 

(3) 取締役の認識不足 

取締役会が十分に機能しなかった原因として、個々の取締役における知識不足、認識

不足といった基本的な事項が指摘できる。例えば、コーポレートガバナンスは本来ど

のようにあるべきか、取締役の権限は何か、取締役会として行うべき責務は何か、と

いった取締役としての基本的な事項が認識できていない可能性が否定できない。 

当委員会が実施したヒアリングにおいても、当社取締役は、「取締役会というものは

通常この程度のものである」という誤った認識をもっていた可能性が指摘されており、

個々の取締役における危機感、経営に対する責任感、取締役であることの本質的な意

味といった経営者としてあるべき自覚が不足していた可能性を否定できない。 

取締役会の機能不全の原因として、機関としての是非の前に、直接的な原因ではない

としても、構成員である個々の取締役の認識水準が低かったことが重要な背景事情と

して存在するのではないかと考えられる。 

(4) 社外取締役制度 

当社は、平成 17 年 6 月 24 日付けの東海財務局による業務改善命令を受けて、社外取

締役の導入を検討することを改善策の 1つとして掲げていた。このことは、当社取締

役会において、前回の処分の対象となった行為の原因として、監督機関としての取締

役会の機能不全があったことを認識していたことを明らかにするものであるが、その

後、取締役を 7人にしたことなどをもって取締役会の機能強化が図られたとして、社

外取締役の導入の見送りが決定された。 

社外取締役の導入を掲げてから見送りを決定するまでの約 1年間の間、当社取締役会

において、社外取締役の導入の是非が議題とされて議論されたことはなく、取締役会

が機能不全状態であったため、これを解消する作用も働いていなかったと考えられる。 

5. 管理部門の機能不全 
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本件の原因というよりも、むしろ、本件を未然に防止できなかったことの原因として、当

社の管理部門、特に売買審査、コンプライアンス部門の機能が十分に発揮できていなかっ

たことが認められる。 

コンプライアンス部門の機能が十分であれば、そもそも営業部店に対する指図ということ

も防止できた可能性があり、また、少なくとも、営業部店における異常事態として、何ら

かの警鐘がもたらされていた可能性が高い。同じく、売買審査部門の機能が十分であれば、

少なくとも直ちに発見され、営業部店における勧誘活動、執行処理を停止できたはずであ

る。 

これらの自浄作用ともいうべき機能が作用しなかった原因としては、複数の要素が複雑に

影響しているものの、その重要性が高い事項としては、概ね以下の諸点が指摘できる。 

(1) 内部管理責任者の実態 

通常は、営業部店における取引の適否、違法性その他のコンプライアンス関連の問題

は、まず、内部管理責任者のところで処理され、また、問題となり得る事項について

も、内部管理責任者において早期に探知することが期待されている。しかしながら、

当社において、かかる内部管理責任者の配置は形式的な取繕いに過ぎず、全く実態を

伴った立場ではなかった。 

そもそも内部管理責任者の制度が導入された当時においては、いわゆる事務社員と呼

ばれる女性の補助的な従業員が、煩雑な事務作業と兼務していることがほとんどであ

り、コンプライアンスについての対応を行っているということを示すための形式的な

体制であったことが明らかである。 

D 氏が社長に就任した後においては、かかる内部管理責任者について、十分な経験を

有する男性従業員を配置することとされ、いわゆる事務社員による兼務はなくなった

ものの、具体的に配置された内部管理責任者が適任であったかといえば、強い疑問が

残る。実際に、配属された全員が内部管理責任者としての教育・研修を受け、総合職

としての従業員が配置されたのは平成 18 年 10 月である。 

現在を含め、各営業部店における内部管理責任者には、まず、拠点の長である部店長

に対して意見できる者が配転されておらず、また、そもそも内部管理という業務を行

うために必要な知識及び経験を有する者が配転されていない。そのため、書類上は、

男性従業員であり、勤務経験も長いといった要素が窺われるものの、実態として、内

部管理責任者の機能が期待できる者が配置されていない。 

実際に、当委員会が実施したヒアリングにおいても、営業員は部店長に従うものであ

り、部店長はリテール本部に従うものである、との認識が共通していた。 

(2) 人事配転の不適切さ 

当委員会としては、上記の内部管理責任者に限らず、管理部門全般について、そもそ

もの人材配転、言い換えれば、人事が不適切であったと考えている。 
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管理部門に配置転換される者の中には、処分を受けた、不正を働いた、営業部店にお

いて素行が不良であった等、基本的に何らかの理由により営業関連の業務にいられな

くなった者が含まれているなど、配置の理由が極めて消極的である。本来は、管理に

関する素養、能力を有するものを積極的に配置すべきところ、営業の尻拭的な取扱い

を受けている。 

例えば、検査部の人員が合計 3人であり、相当に高齢の従業員である。これは、内部

管理責任者についても同様であり、収益重視、管理部門軽視の典型的な表れである。 

このように、管理部門に関する人事が軽視されてきた結果、それぞれの部門における

業務が十分に発揮できていたとは到底いえず、現在に至るまで、管理部門の育成、機

能強化といった課題は全く進捗をみせず、本件の原因の重要な 1つとなっているもの

と考える。 

(3) F 氏の業務範囲 

本件について、F氏の売買審査が不十分であったことが指摘されているが、当委員会

としては、そのような状況となったことの原因として、F氏に課せられた業務負担が

重過ぎていたものとみている。 

F 氏の主たる職務は売買審査であるが、これに加え、考査課が組織された経緯、また、

F氏の年次が低いことも影響しているが、一般顧客からのクレーム処理も担当させら

れている。多い日には一日中クレーム対応に追われることもあるようであり、売買審

査に専念できない構造的な問題が存在していたものといえる。 

また、そもそも売買審査の実業務を行っていたのは F氏のみであり、その補助に相当

する担当者も存在していない。 

かような状況においては、極めて重要な機能である売買内容の審査という職務が十分

に実施できるはずはなく、F氏の個人の問題の前に、当社として、かかる状況を見過

ごし続けていたことに原因があると考えている。 

(4) 権限不足（執行力不足） 

管理部門、特に売買審査に係る考査課の機能が不十分であったことの原因として、当

該部門の権限が明確ではないこと、言い換えれば、審査の効力としての実効性がルー

ルとして定められていないことが考えられる。 

当時を含め、現在における考査課の具体的な業務内容は、当社の行った取引の審査を

中心としているが、審査したとしても、考査課の権限によって何らかの行動をとるこ

とができる構造になっていない。さらにいえば、上司を含めた上層部への報告といっ

たフィードバックが制度化されていることもなく、単に審査を実施するのみで終結し

てしまっている。 

実際に売買審査を担当している F氏の経験において、問題と思われる売買を指摘した
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としても、止められないこともあったということである。当委員会としても、部門と

しての水準云々を議論する前に、審査セクションとして機能させるために必要な 低

限の権限が付与されていないことが重大な問題であると考えている。 

同時に、問題と思われる取引を発見したとしても、その後、具体的に何をするべきか、

例えば、直接指摘するのか、上部に報告するのか、といったルールについても、F氏

の裁量と判断に任せられている。加えて、仮に経営陣の側で報告を受けたとしても、

当該報告をどのように処理するかについてのルールも定められていない。 

なお、上記の問題点は、内部管理責任者についても同様に当てはまるものである。 

不適切な取引を 初に発見するべき部署であり、内部監査という意味においても も

重要な部署であるにもかかわらず、これに対して、社内的に何らの権限も与えていな

いということは、組織構造としても欠陥があり、管理体制の実効性の問題としては致

命的である。 

(5) 伝達機能の不存在 

管理部門の権限の問題は上述のとおりであり、既に触れた点はあるが、総務系を含め

た管理全般の問題として、部門の連携の問題、上下の問題を含めて、情報伝達の方法

がルール化されていないことも、本件の原因の 1つと考えられる。 

例えば、考査課において、問題となる取引を発見したとしても、当該事実を、誰がど

のようにして共有するべきかのルールは存在せず、個々の担当者が適当と判断する方

法により口頭にて伝達して終了している。どのような情報を誰に集約すべきか、とい

う伝達ルートが判然とせず、さらにいえば、そもそもの問題として、どのような情報

を集約すべきかについてのルールすらないのが実態である。 

そのため、個々の部署における役割が不明確であり、結果として、経営側における責

任の所在まで不明確であるという悪影響を生んでしまっている。 

(6) 知識不足 

上記の構造的な管理部門の問題とは別に、属人的な担当者の問題として、個々の従業

員の知識水準が適正な水準に達していないという重大な問題が窺われる。 

売買審査を担当していた F氏は、既存のマニュアルに従った取引の集約データをとっ

ているに過ぎず、当該データの示す内容についての知見を有しているわけではない。

また、当委員会が実施したヒアリングにおいても、相場固定という問題については知

らなかったと思う旨を回答している。 

外部の勉強会に出席する、内部においてセミナーを実施する、場合によっては自身が

自ら書籍等にて知識を増やす、といったこともなく、社内的な教育その他の体制も整

備されていない。実際の現場においては、上司等のアドバイス等を受けながら知識を

増やすという程度であり、当該上司が十分な知識を有しているかについても疑問が残
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る。 

そのため、仮に、管理部門の位置付け及び権限が構造的に改善されていたとしても、

おそらく、本件については、問題のある取引として発見できなかった可能性が高いと

いえ、F氏も同様のことを認めている。 

6. 法的知識の欠如 

当委員会は、本件に係る重大な原因の 1つに、当社役員及び従業員の基礎的な法律知識の

不足という問題が存在すると考えている。 

これは、当委員会が実施したヒアリングにおいても如実に現れており、端的に、本件にお

いて問題とされた取引が、相場固定、相場維持という相場操縦の 1つの類型に該当すると

いうことについて、E氏を始め、他の取締役、従業員においても正確に認識されていない。

さらにいえば、相場操縦という行為が違法な行為であるということについては知識がある

にもかかわらず、多くの者が、具体的にどのような行為が相場操縦に該当するのかについ

ては、具体的なイメージを有していない。 

各営業部店の従業員が相場操縦行為についての十分な知識を有していれば、価格固定のお

それがある取引であるとして、本件に係る各取引は各営業部店において認知できた可能性

がある。また、本件においては、疑義のある取引行為である旨の非公式の報告がなされて

いることも窺われ、そうであれば、取締役その他の経営陣が十分な知識を有していれば、

相場操縦のおそれのある取引が営業部店において勧誘されていることを感知できたはず

である。 

(1) 従業員の知識不足 

当社の従業員、特に、今回指摘を受けた取引に関与した従業員の認識をみるに、相場

操縦が違法な行為であるということは確実に知っているといえる。しかしながら、具

体的に相場操縦とはどのような取引か、具体的に何をすれば相場操縦に該当するのか、

そもそも相場操縦にはどのような類型があるのか、という現場にて必要とされる知識

については、ほぼ皆無に近いと考えられる。むしろ、今回の処分を受けて知ったとい

う者が多い。また、例えば、投資信託における買取りと解約の違いについての知識が

ない、目論見書の事前交付義務といった基本的な事項についても知らない者が多いと

いう実態が見受けられる。 

例えば、C氏は、自己の計算で買い支えをすることは相場操縦にあたるが、顧客の計

算により買い支えることは相場操縦にあたらないと考えており、また、買上りや引値

関与を行っている注文ではないので問題ないとも考えていたようである。 

本件においても、リテール本部からの買付けの指示について、何らかの疑問も差し挟

む余地があったにもかかわらず、営業部店において動揺が生じるといったこともなく、

通常の推奨銘柄と同程度の認識で受け止められている。 
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各従業員が正確な知識を有していたとすれば、リテール本部からの指示又は部店長か

らの指示について、相場固定に関して少なくとも疑念を生じていてもおかしくない。

本件において、インサイダー取引の疑義があるとの認識をもって管理部門に対して照

会をかけている従業員は僅かに数名存在するが、かかる照会についても、管理部門の

側において明確な回答をすることができず、 終的にリテール本部から「問題なし」

との回答がなされている。 

かかる問題は、相場操縦という範疇に限ったものではなく、前述の一任勘定取引につ

いてもいえるものであり、さらにいえば、他の違法取引又は不適切な取引に対する耐

性を喪失しかねない極めて重大かつ深刻な問題と考えるべきである。 

(2) 取締役の知識不足 

当社の取締役についても、上記の従業員の問題と同様に、相場操縦についての正確な

知識を有していたと断言できるものではない。取締役又は部店長その他の統括者にお

いて正確な知識がないということは、従業員の問題以上に深刻な問題であると考える

べきである。 

これは、当社の取締役にコンプライアンスに関する知見を有する者が少な過ぎ、その

ほとんどが営業経験を重ねてきた者によって構成されていることにも起因するもの

と思われる。 

取締役その他の経営側の知識が不十分であるとすれば、全社的な対応は困難であり、

そもそも事の重大性を認識することも困難であろうと推察される。本件に至るまで、

当社において、十分な管理体制が構築できなかったことも、かかる点に原因の一端が

あると考えられる。 

(3) 研修・教育の非実効性 

従業員等々の知識の問題についていえば、当社において、従業員を対象とした教育、

研修といった制度が存在しなかったわけではない。 

検査部長 H氏、元常務 I氏らは、営業員の深刻な知識不足を憂慮し、時期的には本件

の後であるものの、かなりの数のマニュアルを作成のうえ、独自に研修を行うなどの

努力を行ってきた。また、元常勤監査役 J氏は、各営業部店において、法令違反につ

いての説明、啓蒙を継続して行うといった継続的な努力を行っている。しかしながら、

数度における処分を受けるに至ったという現実からしても、これらの努力が実効性を

有していたということはできない。 

当委員会が実施したヒアリングによれば、当社が実施する研修、教育の現場において

実施していることといえば、教科書的な書籍を読むだけに等しいものであるという実

態がある。例えば、相場操縦という行為が違法であることは十分理解しているが、で

は、具体的に何をすれば相場操縦に該当するのか、日常の業務の中で、どのような行

為を行うことが違法な行為になるのか、という具体的なことは教育されていない。 
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営業員の意見としても、いわゆるケーススタディを実施してもらわないと、具体的な

知識として理解できないという声があがっている。 

当社の実施してきた研修、教育制度は、いわば場当たり的な形だけの教育であり、実

際に営業員の視点において本当に必要とされる教育は施されていないといえる。 

また、内部管理責任者の研修についても、月 1回の研修が行われているに過ぎず、か

つ、文書を漫然と読むだけという印象が拭えない。営業部店によっては、日々の朝礼

等においてケーススタディを取り入れているところもあるが、これらは、各営業部店

の裁量に委ねられてしまっており、全社的な取組みとはなっていない。 

7. 法人部門 

本件は、上記のとおり、E氏の発言を契機としたリテール本部主導による取引であり、特

に法人部門による関与が認められるものではなく、また、法人部門の側に原因が認められ

るものではない。 

本件の原因として認定できるものではないため、あくまでも推測の域をでるものではない

が、当社の法人部門の存在が本件の遠因にあるのではないかとも考えられ、また、当委員

会が実施したヒアリングの結果、同様の意見も散見された。 

(1) 採算性についての疑念 

法人部門については、本調査の直接の対象とされていないことから、その業績、収益

性、リテールに対する貢献度合い、また、本件との関係を含めて、当委員会において

明らかでない事項が多い。一方で、本件に関する調査を進めるにあたり、リテール本

部、各営業店の営業員その他複数の者から、法人部門の負担という指摘を受けている

ことも事実である。 

当委員会としては、当社の事業のあり方そのものの是非を問うことが目的ではないた

め、法人部門の是非については議論しないが、当社内において、法人部門の必要性に

対する疑念、（その真偽は別としても）法人部門の不採算性をリテール部門が負担し

ているとの不満、という状況が存在していることは事実である。 

(2) 動機 

また、相場固定に関する取引の動機という観点において本件を検討した場合、収益性、

効率性といった営業的な側面を過度に重視してきたリテール本部が、KS 株式に関す

る取引を主導したと考えると不自然な点が多い。 

端的にいえば、受取手数料という観点から、リテール本部にとってのメリットが認め

られず、各営業員においても、また、部店長その他の管理職においても、KS 株式を

勧めることに難色を示していたようである。 

株主形成、スリープ顧客の掘り起こしといった大義があったとしても、KS 株式につ
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いてのみ当てはまることではなく、動機という点において、リテール本部主導と断定

することには躊躇を覚える。むしろ、当社内における認識として、主幹事業務、法人

営業に関する実績についてのインセンティブを有する法人部門が主導したのではな

いかとの考えが少なからず見受けられた。 
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第3 改善策 

上記のとおり検討した原因に対して、当委員会が必要であると考える対応策及び改善策は

以下のとおりである。 

なお、以下の改善策については、特に、相場固定という問題について検討した事項に対す

るものであるが、これらの多くは、他の問題点にも関係する事項であると考えている。そ

のため、当社として必要な全体に係る改善策については、項目を改めて、別途検討する。 

(1) 相談役の排除 

E 氏（現相談役）は、直接的ではないとしても、社内における位置付け、言動を含め、

本件について少なからぬ影響を与えたことは事実であり、遠因ではあるものの、本件

の重大な原因の 1つである。 

かかる点に対しては、端的に、E氏と当社との関係を絶つこと以外に対応策は存在し

ないと考えられる。 

なお、E 氏が相談役に留まった理由には様々な事情が関係しており、その中には、D

氏体制における営業部門及び法人部門におけるサポートという要素も含まれていた

と考えられる。しかしながら、当社の今後の改善ということをテーマに考える場合、

かかる考慮はもはや不要というべきであろう。 

(2) 組織体制の見直し 

当社の組織体制が歪んでいたことが、本件の原因の主たるものと考えられ、例えば、

管理部門のトップと営業部門のトップとが分断されていたこと、管理部門が軽視され

てきたこと、営業部門の発言力が増大したこと、上から下への一方的な組織構造、意

思の伝達が分断されていたことといった事項として指摘することができる。 

かかる組織体制の歪みについては、相場固定の問題に限定されるべき問題ではなく、

一任勘定取引についての遠因でもあり、広くは、当社としてのコンプライアンス体制、

企業としてのあり方にも及ぶ一般的な問題でもある。そのため、かかる事項について

は、当社に共通する事項として、項目を改めて別途検討する。 

(3) 取締役会の活性化 

組織構造が歪められていたことと同様に、当社の取締役会が機能していなかったこと

も、本件の重要な原因の 1 つであり、これらは、E 氏の影響力、営業会議との混同、

取締役の認識不足、取締役の人選の問題といった事項として指摘することができる。 

かかる取締役会の活性化についても、組織体制の問題と同様に、相場固定の問題に限

定されるべき問題ではなく、一般的な問題でもあるため、項目を改めて別途検討する。 

(4) 管理部門の強化 
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当社の管理部門が軽視されており、その機能を十分に発揮することができていないこ

とが、本件の重要な原因の 1つであり、これらは、人事配転の不適切さ、権限分掌の

不明瞭さ、権限の不存在といった事項として指摘することができる。 

かかる管理部門の強化という側面についても、上記の各事項と同様に、相場固定の問

題に限定されるべき問題ではなく、一任勘定取引にも共通する一般的な問題として、

項目を改めて別途検討する。 

(5) 研修・教育 

本件に係る重大な原因の 1 つに当社役員及び従業員の基礎的な法律知識の不足とい

う問題が存在することは上述のとおりである。かかる知識不足に関して、従来から一

応の研修・教育活動が実施されてきてはいるものの、いずれも十分な成果をあげられ

ていない。 

当委員会が実施したヒアリングの内容等を勘案すれば、各従業員に足りないのは、

日々の現場に即した実務的な視点からの教育であり、何らかの教科書的な知識ではな

いということが感じ取れる。現に、相場操縦という問題についての知識は別としても、

普段の取引に即して、どのようなケースが問題となるのか、という具体的な知識とな

ると、途端に太刀打ちできない状況となってしまう。 

したがって、当社の役員及び従業員に対して必要な教育は、第一に、現場の状況に即

したケーススタディであり、教科書的な知識の詰め込みではないことは明らかである。 

なお、当社役員及び従業員に対する研修・教育、また、コンプライアンス意識の向上

という観点については、相場固定の問題に限定される問題ではなく、当社のコンプラ

イアンス一般に当てはまる事項でもあり、一任勘定取引との関係においても重要な問

題あるため、詳細について項目を改めて別途検討する。 

(6) 法人部門についての別途調査 

本調査の過程で、法人部門の関与があったのではないか、また、法人部門の負担とい

う点において、法人部門の存在が本件の遠因を形成していたのではないか、という疑

念が示されたが、この点については、当委員会は、本件の原因の究明と今後の改善策

の検討を主目的としており、この疑念に関して事実関係を究明するための時間的余裕

を欠くといわざるを得ない。 

ただし、当委員会としては、上記の疑念に対処するため、以下の点について、当社と

して別途調査を実施することが望ましいと考え、この点を付言する。 

(a) 法人部門の関与 

本件の動機の観点から、リテール本部又は営業店においては、法人部門が本件

を主導していたのではないか、という漠然とした疑念を抱いているようである。

そのため、これを払拭するためにも、KS 株式を取り扱っていた法人部門として、
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本件にどのように関与していたのか又は関与してなかったのか、リテール本部

による相場維持の指示について、何らの影響も与えていなかったのか、といっ

た点について、社内的に説明ができる程度に調査を実施することが望ましいと

考える。 

(b) 採算性 

本件と直接の関係がないとしても、当社の管理会計が十分に実施されていない

ため、法人部門の採算性の有無について、正確な事実が把握できない状況が続

いている。 

これにより、リテール本部及び各営業部店においては、不採算である法人部門

の負担を強いられているとの意識が強いことからすれば、これを明確に把握す

るためにも、管理会計の見直しを実施し、各部門についての収益性が明確に把

握できる体制を整えるべきものと考える。 
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第4部 まとめ 

第1 責任 

今回の検査で指摘された一任勘定取引及び相場固定に関して、それぞれの行為者、業務を

監督する立場にあった者、経営を担っていた者、コンプライアンスを司っていた者のそれ

ぞれに分けてその責任問題を検討する。 

(1) 経営の 高責任者（E氏） 

本件のいずれの問題についても、E氏は、形式的に又は実質的に、当社経営のトップ

に位置しており、自身が直接の行為者ではないとしても、会社の経営を掌握するべき

者として、経営責任、監督責任、いずれの見地からも、その責任を逃れることはでき

ないと考える。 

相場固定に係る取引が行われた時期については、形式的には代表権を有していなかっ

たとはいえ、取締役会長としての重要な権限を有しており、前述のとおり、実質的に

当社経営のトップであったことが否定できない以上、代表権を有していなかったこと

をもって、その責任の軽重を論ずることはできないと考える。 

したがって、長期間にわたり、当社の 高責任者として会社経営を担う者であり、か

つ、本件が個々の行為の問題ではなく、当社の組織構造や企業体質に起因する問題で

あることを踏まえれば、その責任は極めて重大であり、 も重いといってもよいもの

である。 

(2) 経営の 高責任者（D氏） 

D 氏は、特に相場固定に係る取引が行われた時期において、代表取締役社長という経

営トップに位置しており、その意味で、上記と同様に、経営責任、監督責任、いずれ

の見地からも、その責任を逃れることはできないと考える。 

また、D氏は、前述のとおり、リテール業務その他の営業部門に係る業務を放棄して

いたともいえる状況にあり、この意味においても、代表取締役として、また、社長と

して、その責任は極めて重大というべきである。 

(3) 行為者（取締役） 

一任勘定取引に関して、部店長という立場にあったにもかかわらず、自ら行為者とし

て実行している者は、そもそも当時の社内規定により支店長が顧客を担当してはなら

なかったにもかかわらず顧客を実質的に担当したうえで一任勘定取引を行っており、

その責任は極めて重大というべきである。 

相場固定に係る取引については、個々の取引を行っていた営業員は別としても、少な
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くとも、B氏及び C氏においては、違法な行為である又はその可能性が高いことは十

分に認識できたはずである。また、リテール本部という営業部店を統括する立場の

NO.1 及び NO.2 であり、その影響力、重責を十分に認識していたはずであるにもかか

わらず、その背景事情は別として、形式面においては本件の中心的役割を担っている

ことからしても、また、B氏に至っては取締役であることを考慮しても、その責任は

極めて重大というべきである。 

(4) 行為者（一般従業員） 

一任勘定取引の行為者らは、その内容が必ずしも十分でなかったにせよ、一任勘定取

引について研修は行われており、自らの行為が許されないものであることは十分に認

識していたはずであり、重大な責任があるというべきである。 

なお、相場固定に係る取引については、個々の取引を行っていた営業員において、自

己の行っていた取引が違法な取引であったことを認知すべきと要求することは少々

過剰であり、その加担の責任を問うことは難しいものと考える。 

(5) 取締役 

B 氏を除けば、個々の取締役について、本件についての直接的な責任は認められない

としても、上述のとおり、各取締役は、取締役会を十分な議論を行う場として機能さ

せておらず、全社的な機能不全という根本的な原因を形成してきたのであり、さらに、

法令遵守の体制を構築すべき努力を尽くしてきたとは到底いえない。 

一任勘定取引の問題についていえば、そもそも前々回の検査の時点から指摘されてい

たにもかかわらず、根本的な改善策を実施せず、その後、再発を繰り返すに至ったこ

とについて、取締役は効果的な再発防止策を実施しなかったといわざるを得ない。 

また、前回の処分を受けて後の対策については、上述したとおり、改善策の実施状況

は、不適切かつ遅れたものであったが、この点について取締役会として監督・是正を

行わなかったことについては、大きな問題がある。 

例えば、通話記録装置ではなく架電記録装置が採用になった経緯について、取締役会

議事録にはこのことの是非を議論したことの記載はないし、その他の改善事項につい

ても実施状況についての確認や議論がなされたことの記載はない。 

ヒアリングによれば、平成 17 年くらいまでの会社の取締役会はすでに決定された事

項についての報告が行われることがほとんどであり（そもそも取締役会の議題に関す

る資料自体が開催直前まで配布されなかったとのことである）、実質的な議論の行わ

れる場ではなく形骸化していたと考えられる。 

以上を考慮すれば、今回の検査で指摘された一任勘定取引及び相場固定取引が行われ

ていた各期間に取締役であった者の責任は重大である。 

(6) 各部店長、各部長 
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(a) 部店長 

各営業部点の営業員の行為については、部店長が各営業員の営業活動に十分に

留意していれば予防・発見が可能であったとも考えられる。 

特に、δ支店営業員が顧客と締結していた一任勘定取引については、日本クリ

アリングサービスによる検査において、調査対象者となっていたにもかかわら

ず部店長の判断で当該顧客に対する面談が行われていないなど、当時の部店長

の責任は決して軽くない。 

また、相場固定取引の観点からいっても、各営業部店の部店長は、リテール本

部からの指示を漫然と営業員に伝達しており、これを抑制するという具体的行

為に及んでおらず、部店長という立場における職責を果たしていたとはいえな

い以上、その責任は決して軽くない。 

(b) コンプライアンス本部長その他各部長 

内部管理部長は、各営業部店の内部管理責任者を統括する立場にあったが、内

部管理システムの運用にあたり、検査部との協力や内部管理責任者の研修・教

育などのバックアップについて積極的な寄与をしたとは認め難い。 

検査部長についても、本社部門で、各営業部店における取引を逐次確認するこ

とは、人員・設備等の関係から困難であったとしても、内部管理課と協力する

などして臨店検査の効率化や内部管理責任者の有効活用を行うことは十分可能

であったと考えられる。 

内部管理統括責任者は、コンプライアンス委員会の議長を兼務、内部管理体制

全体を推進・統括する責任を負っているにもかかわらず、上記のとおり、各営

業部店の内部管理責任者のバックアップ体制は不十分なものであり、その職務

を十分に果たしたとは言い難い。 

コンプライアンス本部長は、前回処分後、再発防止のために、社内の法令遵守

体制を積極的に整備し、再発防止を図るべきであったが、当社においては上記

のとおり十分な法令遵守体制が構築されていなかったという点でその職務を十

分に果たしたとは言い難い。 

上述のとおり、管理部門の機能が十分に発揮できる土壌がなかったという背景

事情が認められるとしても、本件について、発見・防止できなかったことは事

実であり、本件を抑制、停止できなかった又はそのような抑制作用を発揮でき

る体制を構築してこなかった以上、この点において弁解の余地はない。 

以上のとおり、いわゆる管理部門における各部長について、その責任は決して

軽くない。 

(c) 内部管理責任者 
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各営業部店の内部管理責任者は、一任勘定取引を含めた違法行為の発見を業務

としていたにもかかわらず、今回の検査まで発見できておらず、その業務を適

切に行ったとは言い難い。 

そのうち、今回の行為者が部店長であったα支店及びε支店の内部管理責任者

については、当時与えられていた権限・立場が必ずしも独立・強力なものでな

く、十分なバックアップ体制がとられていなかったことも考慮する必要もある

が、部店長が顧客を担当することを禁止する規則に違反していたことを知って

いたと考えられる。 

また、営業員が一任勘定取引を行ったδ支店の内部管理責任者についても、顧

客の取引について、取引に関する電話を掛けている様子が窺われないにもかか

わらず売買回数が多いことは容易に知り得たと考えられる。 

以上を考慮すれば、各内部管理責任者について、その責任を否定することはで

きない。 

(d) 監査役 

監査調書等によれば、監査役自らが各営業部店に赴いて実情を把握するなど積

極的な監査を行っていることが認められる。 

例えば、平成 18 年 4 月 25 日付改善状況報告書資料 44 によれば、平成 17 年 4

月 1日から 18 年 3 月 31 日までの監査役の活動状況は、監査役会開催 13 回、取

締役等からの報告聴取 49 回、重要書類閲覧 417 回などに加えて、実地調査も 24

回行い、研修を身のあるものにすべきであるなどのとの具体的な指示も行われ

ている。 

これらの点を鑑みれば、監査役がその職務を怠っていたとはいえないが、上述

の改善策の実施の遅れ・不適切な実施について、より厳しい指摘を行うことも

できたのではないかと考えられ、その責任を完全に否定することまではできな

い。 
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第2 改善策 

一任勘定取引及び相場固定に特有と考えられる改善策については、前述したとおりである

が、これらに加えて、いずれの問題についても共通し、かつ、これらの問題に留まらず当

社一般という観点においても検討すべき改善策について、以下のとおりであると考える。 

(1) 組織体制の見直し 

当社の一連の問題に共通する 大の問題点として、当社の組織構造が適切に構築され

ていないということが指摘できる。組織構造に関しては、数多くの事項が複雑に関連

する事項であり、単純に、コンプライアンスの観点のみから指摘できることではない

ものの、本件に関する改善ということを意図した場合、少なくとも、以下の諸点に配

慮した組織体制の再構築を検討するべきである。 

(a) 意思決定等の明確化 

D 氏が収益部門に関与しなかったことにより、管理部門のトップと営業部門のト

ップとが分断され、社長に集約された経営構造が構築されていなかったことが、

本件の原因の 1つにあげられる。 

かかる問題に対して必要な事項は、一言でいえば「権限と責任及び意思決定の

明確化」である。 

各部門における権限及び責任の明確化が急務であり、かつ、指揮命令の系統を

一本化し、これを社内的にも明示しなければならないと考えられる。また、本

来的に、意思決定を行う部門がどこであるのか、どの部門の意思に従う必要が

あるのか、また、他の部門に対する責任転嫁の回避といった事項を意識しなけ

ればならない。 

合わせて、ポストのための部門の創設ということが生じないように、現状の組

織については、各部門における役割を慎重に再調査のうえ、不要な部門の廃止、

重複する部門の統合を急ぐ必要がある。 

(b) 営業重視の体制からの脱却 

当社の組織構造が歪められた原因の 1 つとして、収益を重視するあまり管理部

門が軽視されてきたこと、反面、営業部門の発言力が増大したこと、という内

部的な問題が指摘できる。 

収益重視の社内体制についての具体的な問題としては、営業ノルマ、給与体系

といった直接的な原因が存在するが、組織体制という観点からすれば、「営業

部門と管理部門のバランス」が重要と考える。 

管理部門が営業部門に従属する部門ではないということを明確にし、組織の構
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築においても、いわゆる営業本部と管理本部とが同等の立場であることが明確

にされる必要がある。 

また、かかる同等の部門であることを担保するためにも、各部門の権限が実効

性をもつように割り振る必要があり、例えば、管理部門に対しては、コンプラ

イアンスの観点からの抑止力という観点における権限を明確に付与し、営業部

門としても軽視できない体制を構造的に構築する必要がある。 

(c) 情報伝達ルートの明確化 

縦の観点における組織構造の歪みとして、現場の連携不足があげられるが、こ

れは、言い換えれば、上から下への一方的な組織構造及び意思の伝達が分断さ

れていたことに問題があったと考えている。 

したがって、「現場の意思を適切な部署まで伝達させること」「伝達ルート及び

所管部署を明確化すること」が重要であり、かかる点も組織構造の改善につい

ての重要である。 

具体的には、各部門の責務を明確化することにより、どの方向を向いてコミュ

ニケーションをとれば良いのか、これを明確にする必要がある。また、各部門

の上下関係、報告経路といった情報の伝達ルートを明確化することにより、共

有すべき情報を共有すべき部門において処理できる体制を整える必要がある。 

(2) 取締役会の活性化 

(a) E 氏の排除 

当社の取締役会が機能不全に陥っていた 大の原因は、E氏の存在にあったこと

は上記のとおりであり、繰り返しになるが、かかる観点からも、当社は、は名

実ともに、E氏との関係を絶つ必要がある。 

(b) 営業会議との分断 

当社においては、取締役会が営業会議、部店長会議といった現場会議と混同さ

れ、本来の取締役会としての機能を発揮できおらず、その機能不全の重大な原

因の 1つに数えられる。 

当社に存在する会議体を再確認し、不要な会議体を廃止することが急務であり、

そのうえで、各会議体の再構築及び構成メンバーを再検討のうえ、合わせて、

取締役会との権限分掌の明確化が必要である。 

(c) 取締役の教育・研修 

本件の遠因として、各取締役の認識不足、言い換えれば、コンプライアンスに

関する意識の低さがあげられる。 

従業員も含めた意識レベルの低さに対する対策についての言及は省略するが、
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取締役という立場に関していえば、いわゆる法的知識についての教育・研修以

上に、取締役としての研修が重要と考える。 

つまり、営業以外の実務経験が少ない、取締役としての本来の職責を熟知して

いないといった実情を考慮すれば、単なる昇進の 上位のポストであるといっ

た誤った認識を修復し、業務執行に係る 高の意思決定及び監督を行う役職で

あることを深く認識させる必要があると考える。 

(3) 管理部門の強化 

(a) 人事配転 

上記のとおり、当社における管理部門に対する人事配転は、営業部門からの横

滑りその他の消極的な観点における配転という傾向が見受けられる。また、そ

うでないとしても、管理部門としての適任者を配置しているかどうかという根

本的な問題が解決されていない。 

この問題については、管理部門が営業部門に従属する部門ではないという組織

構造を構築することが重要であり、かつ、これに対応した人員配置を徹底する

ことが必要である。また、外部からの積極的な登用も含めて、管理部門の経験

を有する従業員の採用及び育成を図らなければならない。 

(b) 権限分掌の明確化 

当社の管理部門は、その形式、名称こそ整っているように見えるものの、各部

門における業務内容、職責、権限が全く不透明であり、有名無実の構造が改善

できていない。 

かかる問題について、各部署における現状の業務の洗出しを行い、管理部門の

統廃合を実施するとともに組織構造のスリム化が必要と考える。そのうえで、

各部署の所管となる責任業務を明確に打ち出し、外部に対しても業務内容を明

確にしなければならない。合わせて、各業務に関する責任の所在を明確にした

うえで、管理部門が独立して機能する土台を形成することが重要である。 

(c) 権限の強化と明確化 

事後的な側面における本件の重大な原因の 1 つに、管理部門に権限が存在しな

かったことがあげられる。つまり、管理部門には、営業部門に対抗するための

武器が存在せず、 終的に、その業務を全うするだけの権限が与えられていな

かった。 

管理部門の再構築を行うに際しては、管理部門の機能を十分に発揮させ、かつ、

営業部門に対する歯止めの効果をあげられるよう、コンプライアンスの観点か

らの取引停止その他の権限を付与すべきであり、ブレーキの機能を明確にもた

せることが必須と考える。 
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(d) 情報の伝達機能 

当社の組織構造の問題でも述べた事項ではあるが、本件に関する間接的な問題

の 1 つとして、現場その他の部門において生じた問題が適切に伝達されないと

いう問題があげられる。本件においても、疑問を抱いた従業員による問合せ等

が見受けられるものの、これが適切に伝達・処理された形跡がないことが問題

である。 

かかる問題に対しては、各事項に応じて、いかなる部署に対して、いかなるル

ートで情報を伝達・告知すべきか、また、かかる情報を受領した場合に、どの

ように処理すべきか、という社内ルールを策定のうえ、全従業員に徹底させる

必要がある。 

(4) 内部管理制度の再構築 

当社における法令遵守の 前線であるべき内部管理責任者の機能は、前述のとおり、

十分に機能しているとは到底いえない状況にある。そのため、現場からのコンプライ

アンスという目的を達するためには、まず、この営業部店に位置する内部管理責任者

の機能を向上させ、実質の伴う制度に変容させる必要がある。 

(a) 内部管理責任者の能力・適性 

内部管理責任者の能力を維持するため、引き続き研修・教育を行っていく必要

がある。 

(b) 内部管理責任者のバックアップ体制の充実 

内部管理責任者を本社部門がバックアップする体制を充実させるべきである。 

(i) マニュアルの改訂・相談窓口の設置・連絡手順の規定 

現在、内部管理責任者が、違法性の疑いのある事例を発見した場合、どの

部署にどのように報告・相談すべきかなどについての手順は定められてい

ない。 

今回の指摘のように支店長が違法行為に荷担している場合にも対応できる

よう、マニュアルを改訂して手順を定めるべきであることが考えられる。 

(ii) 研修の不十分 

内部管理責任者が業務を行うにあたっては、法令の知識はもちろんのこと、

実際に各部店内で法令遵守を実施させるにあたって、どのようなことをチ

ェックし、問題が生じた場合にどのように対処すべきかが理解・習得され

なければならない。 

例えば、各支店の内部管理責任者が集まった会合を活用し、各支店での問

題点や工夫について情報交換するなどの機会を設けることが考えられる。 
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(c) 内部管理責任者の待遇 

上記のとおり、内部管理責任者の責務の重大性にその待遇が見合っていないと

考えられる。各部店内で独立してその権限及び責任にふさわしい業務が行える

よう、手当金の充実を含めた給与体系の見直しを図る必要がある。 

(d) 検査部との連携 

検査部と内部管理課及び内部管理責任者は、法令遵守を確立するという点で同

一の目的を持つ部門であることから、両者の連携をはかる必要は高く、組織の

在り方の見直しを含めた検討が必要であると考えられる。 

(5) 経営監視体制の強化 

上記の組織体制の再構築、取締役会の活性化を実現し、当社の法令遵守体制を適切に

構築していくため、また、経営陣の独善を防止し、かつ、改善策の具体的な実行を担

保するためには、少なくとも、今後しばらくの間、何らかの形による監視体制を構築

することが不可欠ではないかと考える。 

以下の改善策は、あくまで一例であるが、自主的な経営監視体制、自己監査体制の構

築を図ることそのものは、避けて通れないと考える。 

(a) 取締役会の人員構成 

当社の取締役会の活性化、管理部門の強化、コンプライアンス意識の向上とい

った全般的な改善策にも通じる事項ではあるが、当社の取締役会の人員構成を

見直す必要がある。つまり、取締役会は、経営に関する意思決定を行う機関で

あると同時に、経営に関する監視機能を担う機関でもあるという重要な点が見

落とされていたことが、本件に関する根深い原因として指摘できる。 

従来の営業部門の 上位ポストとしての位置付けから脱却しなければならず、

人員構成の面においても、そのバランスを強く意識すべきである。 

具体的には、代表者は別として、リテール部門、法人部門といった営業部門を

主担当とする者、同様に、コンプライアンス部門当の管理部門を主担当とする

者、この 2 つの系統の取締役が同等に選任されるべきであり、そこに上下の関

係があってはならない。 

加えて、従業員としての人事その他の影響を受けることなく、かつ、自身の立

場を超えて、当社全般について中立的、客観的に意見ができる者として、当社

と無関係であり、当社取締役その他の重役との個人的な関係が薄く、かつ相応

の見識を備えた社外の者を取締役に加えるべきである。 

上記のとおり、営業部門、管理部門及び社外から概ね均等に人員配置がなされ

て、初めて、当社にとってバランスのとれた人員構成が実現できるものと考え

られる。 
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(b) 取締役の選任方法 

上記の人員構成という形式的な要素のみならず、具体的な人選についても、特

定の者の恣意が働くといった不当な影響が働かない構造を維持するべきである。 

取締役の選任候補者は、通常、代表取締役社長が主導するものであるが、当社

においては、当該慣行が本件の遠因にもなっており、また、特定の者の恣意が

働きやすい土壌を形成してしまう。 

したがって、取締役の選任にあたっては、取締役会以外に、指名委員会等の諮

問機関を設けたうえで、その答申を義務付けるといった恣意性を排除するため

の担保が必要であろう。また、有名無実の機関としないためにも、いわゆる有

識者、社外監査役、社外取締役その他の社外の者を軸とした人員により構成し

たうえで、その答申に一定の拘束力をもたせるべきと考える。 

なお、現任の取締役についても、その選任過程において、前述の歪められた組

織構造の下で選任された者が含まれるという事実は否定することができない

（あえて付言すれば、E 氏が社長を交代して以降の社長の選任過程、とりわけ前

社長及び及び現社長の選任過程は、事実上、引責辞任に対する臨時応急的な選

任という側面があることは否定できず、到底、人物の総合判断について取締役

会で十分な議論を行なうという、本来あるべき選任過程を経たうえでの選任と

はいえない。）。これを考慮するならば、本件の原因を根本から改善するために

は、全ての取締役についても、当該諮問機関による判断の対象として、改めて、

その人選の適否を問うという過程を経るべきであると考える。 

(c) 監視組織の構築 

上記の取締役会の構成及び人選について改善が見られたとしても、過去の当社

における対応の杜撰さを考えると、その後の具体的な改善策の実施状況、コン

プライアンス体制の構築といった運用が保証できるものではない。 

そのため、少なくとも、当社による一連の改善策が功を奏することとなるまで

の一定の期間に限っては、取締役会を含め、当社の経営全般についての強力な

監視機関を設け、これを監視・監督するというチェック体制を整えておくこと

が不可欠ではないかと考える。 

その具体的な対象、方法、頻度といった詳細については、当社の実情に合わせ

て、議論しなければならないとしても、少なくとも、監視・監督の機能につい

ては、その実効性の観点からも、社外の有識者を含めた人員構成をもって実施

するべきものと考える。 

(6) 法令遵守についての意識の向上 

当社においては、コンプライアンスに対する基本的な体制が未整備である点が指摘で

きる。かかる問題については、一朝一夕には解決できることではないと考えられるも
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のの、当社の現状を考慮するならば、少なくとも、以下の事項について検討する必要

があると考える。 

(a) 違法行為に対する罰則の明示 

当社においては、前回までの社内処分が厳正さを欠いたことも原因と考えられ

るから、平成 18 年検査に対応した社内処分を各自の責任に応じて厳正に行うべ

きである。 

また、今後、一任勘定その他の違法行為を行った場合、場合によっては懲戒解

雇等の厳しい処分を行うことがあるということを従業員に予め示すことが必要

である。 

なお、その際、自主申告した場合の軽減措置を含めることも考えられる。 

(b) 法令遵守に対する理解・貢献度を給与・昇進等に反映させる 

現在の当社の人事、給与体系の中では、営業成績が反映されることがあっても、

コンプライアンス、会社管理といった観点における事項が反映されることは皆

無であり、 も分かりやすい形である給与又は人事という側面において、法令

遵守に対するインセンティブが働かない状況にある。 

そのため、昇給・昇進・賞与査定にあたっては、法令遵守に対する理解・貢献

を一定の割合で考慮し、考慮要素・割合を講評することも考えられる。 

(c) 各部店長の法令遵守に対する意識の向上 

現場従業員における意識の向上のみならず、各部店長において、法令の知識・

理解に留まらず、なぜ違法取引が発生するのか、各部店において違法取引を予

防・発見するためには、具体的にどのような手段を採る必要があるのかについ

て、検査・管理部門を交えて議論するなどして、積極的に予防する方法につい

ての方策を検討させるべきである。 

(7) 自主検査体制 

自主検査とは、本来であれば、業務の内容等を把握している会社自身が行うべきもの

であって、外部機関による検査には限界がある。 

会社では、平成 19 年 3 月より検査部員との共同検査とし、検査資料の事前提出、講

評の事前協議も検査部員加入の下で行っているとのことであるが、外部の検査機関に

臨店検査を委託する必要性について改めて検討し、外部機関でなければ出来ないこと

と、自社で行えること・行うべきことの振り分けの検討が必要であると考えられる。 

(8) 法令遵守についての知識の向上 

一任勘定取引及び相場固定の問題のいずれについても共通して必要と考えられる事

項として、会社の従業員の法令に関する知識及びコンプライアンスに関する知見の抜
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本的な向上が考えられる。 

(a) 支店における研修・教育 

従来の集合研修の形式では法令遵守について理解し、実践に移すことは困難で

あると考えられるから、各部店において、部店長が継続的・個別的に研修を行

う必要がある。 

そのためには、まず支店長が、従業員に研修・教育を行う方法について研修を

受け、相互に議論を行うことが必要であろう。 

(b) 法令遵守に関するテスト 

法令遵守についての知識・理解を問うために Q＆A方式で回答させることはすで

に行われているが、従業員に緊張感をもたせ、教育効果を上げるために、テス

ト結果をフィードバックしていく仕組みも必要と考えられる。 

例えば、定期的に行われるテストで合格点を取れなかった者は営業活動を一定

期間停止させることなどが考えられる。 

また、出題内容についても、違法事例と合法事例をランダムに混ぜ、予断を持

った回答ができないようにするなどの仕組みも考えられる。 

(c) ケーススタディ 

既に述べたところではあるが、各従業員に不足する知識は、日々の現場に即し

た実務的な視点からの知見であり、いわゆる教科書的な机上の知識ではないと

いえる。例えば、普段の取引に即して、どのようなケースが相場操縦となるの

か、どのような受注形態が一任勘定取引との疑いをもたれるか、という具体的

な現場を意識したケーススタディが必須と考える。 

以上 


