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当社連結子会社従業員による不正行為についての社内調査結果について 

 
平成 20 年 4 月 8 日付け「当社連結子会社従業員による不正行為について」で発表しましたと

おり、当社連結子会社であるコクヨファニチャー株式会社（本社：大阪市／社長：貫名 英一）

の複数の従業員による不正行為が行われていたことが判明したことを受け、当社ではリスクコン

プライアンス委員会の中に専門的な委員会（以下、社内調査委員会）を設け、調査を進めると共

に、社外調査委員会（弁護士 3 名、公認会計士 1 名、当社顧問弁護士 1 名、社外監査役 2 名）を

4 月 18 日に設け、全容と詳細の解明に取り組んでおります。 
この度、社内調査委員会による調査結果がまとまり、当社取締役会は本日、社内調査委員会か

ら今回の不正行為の事実関係に関する報告を受けましたので、ここにお知らせいたします（別紙

１参照）。 
 
今後の予定といたしましては、社外調査委員会から、今回の不正行為が長期間に亘っているこ

と、また関与者が多人数に及ぶこと等から調査・検討に十分な期間が必要であり、更に再発防止

策並びに当社取締役に対する処分案の検討のために、社外調査委員会としての最終報告は７月３

日としたいという旨の意見書をいただいております（別紙 2 参照）。 
つきましては、当社といたしましても、社外調査委員会の最終報告を受けた後、再発防止策並

びに当社取締役に対する処分を開示する予定であります。 
 
なお、前回の発表では不適切な支払いの総額が 174 百万円としておりましたが、今回の調査で

一部の支払いの実在性について否定できないことが判明したため、これを 170 百万円と訂正いた

します。架空取引並びに利益操作については前回発表どおりです。 
 
過年度の業績訂正につきましては、当該不正行為により発生した損失等に関しては一部が発生

事業年度の費用等として、また残余部分である過大在庫に関しては平成 19 年 12 月期の特別損失

たな卸資産廃棄損として過年度業績に反映済みであり、平成 20 年 12 月期以降への影響が無いこ

と、及び、過去の各事業年度の損益を訂正することによる過年度業績に及ぼす影響が軽微である

と判断されることから、社外調査委員会の調査中ではありますが、現時点においては、実施しな

い予定です。 
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【ご参考】社外調査委員会設置について 
 
社内調査委員会の調査内容に対して第三者の立場で検証等を行うため、平成 20 年 4 月 18 日に社

外調査委員会を設置しました。 
 
①委員会メンバー（敬称略・順不同） 
 委員長：小林 英明 （弁護士） 
 委 員：佐々木貴教 （弁護士） 
     山田 兼司 （弁護士） 
     橘髙 英治 （公認会計士） 
     藤井  司 （コクヨ顧問弁護士） 
     松元 保磨 （コクヨ社外監査役） 
     中田 直茂 （コクヨ社外監査役） 
 事務局：川田 文郎 （コクヨ常任監査役） 
 
②社外調査委員会への依頼事項 
 ・社内調査委員会の調査の検証（調査範囲、調査方法、調査結果） 
 ・法的対応（刑事告訴、民事訴訟）に関する専門的見地からの指導、助言 
 ・発生原因、問題点の究明および再発防止策に対する提言 
 ・コクヨ本社取締役の処分についての取締役会への提言 
 

以上 
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別紙 1 

平成 20 年 5 月 26 日 

 

コクヨファニチャー株式会社における不正に関する社内調査報告書（要約） 

 

コクヨファニチャー株式会社における不正に関する社内調査委員会 
 

第１ 序  

１ 本委員会設置の経緯 

コクヨファニチャー株式会社（以下「ファニチャー」）においては、大阪国税局による税務

調査対応をきっかけとして、平成 19 年 11 月下旬、実体のない不適正在庫 475 百万円の存

在が判明した。そのため、ファニチャー監査室が中心となってその発生原因を調査したと

ころ、ファニチャー東日本建材設計部・西日本建材設計部・工務部(以下、「建材事業部門」)

において、①実在しない取引名目に基づく不適切な支払い（以下「不明支払」）、②架空の

仕入れ及び売上げ（以下「架空取引」）、③原価先送りによる利益操作（以下「利益操作」）

が各々行われていた疑いが発覚した。 

これらの不正行為については、その一部は建材事業部門の前身であるコクヨ株式会社（以

下「グループ本社」）建材事業部時代から行われていたことがうかがわれるなど、長期的か

つ継続的に行われていた疑いが強く、ファニチャー及びグループ本社において、詳細な事

実確認が不可欠と判断したため、更なる事実調査を行うことを目的とし、平成 20 年 1 月 29

日、専務取締役を委員長（3月 28 日取締役退任と共に離任。同日、代表取締役社長が就任）、

取締役を副委員長とする本委員会を設置した。委員会メンバーは当社ＣＳＲ部、経理部、

人材開発部、経営監査部等から選出し、アドバイザーとして当社顧問弁護士も参加してい

る。  

 

２ 調査の目的 

前記のとおり、本委員会の調査（以下「本調査」）の目的は、①不明支払、②架空取引、③

利益操作の各不正行為に関し、その内容、関与者、背景及び関連事情等の詳細な事実関係

を調査し、これにより、各不正行為への関与者等に対する責任追及や再発防止策の構築の

ための判断材料を把握することにある。 

 

３ 調査の方法及び対象 

 (１) 調査方法 

本調査の方法は、ファニチャーを主としたコクヨグループ関係者 27 名（ファニチャー：21

名、その他：6名）及びコクヨグループ外の関係業者 7社の関係者に対するヒアリング、及

び取引関係資料（伝票、請求書、納品書等）の収集・分析等である。 

ただし、各不正行為いずれもの主導者と認められるファニチャー従業員Ａ部長、及び重要
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参考人である取引先の株式会社Ｘ（以下「Ｘ社」）のＢ社長からは、ヒアリングへの全面的

な協力を得られず、各不正行為に関する詳細な供述が得られなかった。特にＡ部長につい

ては、健康上の理由等により協力が得られず、本報告の時点において更なる事情聴取を行

うことが困難な状況にあった。 

 

(２) 調査対象 

ア 対象期間 

本調査の対象期間は、不正行為の類型が複数・多岐にわたる上、それぞれ長期間かつ多回

数に及んでいるために関係証憑類の量が膨大であり、限られた時間内における精査には限

界があったこと、関係者の記憶の状況、及び刑事告訴を検討すべき事実の公訴時効期間（背

任罪は 5 年、特別背任罪及び詐欺罪は 7 年。）との兼ね合い等を総合的に考慮し、平成 14

年 4 月以降とした。なお、平成 14 年 3 月以前については、時間的制約の中で優先順位を付

けて十分な調査を実施するという見地から今般の社内調査委員会による調査の対象外とし

ている。 

 

イ 対象取引 

取引関係資料の収集・分析等については、Ａ部長 またはＸ社のＢ社長 が関与した取引

を重点的に対象とすることとし、具体的には、平成 14 年 4 月以降における建材事業部門（前

身のグループ本社建材事業部を含む。以下同じ。）の全取引を対象としたほか、コクヨグル

ープにおいてＸ社関連企業との取引実績があったコクヨエンジニアリング＆テクノロジー

株式会社（以下「コクヨエンジニアリング」）及び株式会社コクヨロジテム（以下「コクヨ

ロジテム」）の 2社につき、関係者の供述及び同 2社からの報告によって疑わしいと判断さ

れた取引について調査を行う方針とした。 

 

４ 調査の期間 

自 平成 20 年 1 月 29 日 

至 平成 20 年 5 月 26 日 
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第２ 不明支払に関する調査結果等 

 

１ 認定事実 

 (１) 不明支払の内容 

不明支払はＡ部長が部下に指示し、Ｘ社及びＸ社指定業者（以下「Ｘ社等」）に対し、施工

費及び運賃名目で架空取引（仕入）を発生させ、支払いをしていたものである。会計上の

処理は、その仕入計上分を実際の工事物件の原価として投入、又は運賃・修理費の経費と

して処理をしていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

－Ｘ社等との間で、施工費・運賃名目で架空取引を繰り返す

不明支払

コクヨ

コンサルタント

Ｘ社等

コンサルタントフィー支払 架空請求

物件の施工費・運賃として支払

170百万円？百万円

実際にコンサルティングを受けている

不明

個人的利得？

Ｘ社Ｂ社長？
Ａ部長？

＜平成14年11月 ～ 平成18年10月＞

－Ｘ社等との間で、施工費・運賃名目で架空取引を繰り返す

不明支払

コクヨ

コンサルタント

Ｘ社等

コンサルタントフィー支払 架空請求

物件の施工費・運賃として支払

170百万円？百万円

実際にコンサルティングを受けている

不明

個人的利得？

Ｘ社Ｂ社長？
Ａ部長？

＜平成14年11月 ～ 平成18年10月＞

 

 

ア 支払の時期及び金額等 

平成 14 年 11 月から平成 18 年 10 月の間に、Ｘ社ほか 4 社に対し、合計 157 件、金額にし

て合計 170,181,000 円の不明支払があったと認められる。 

なお、上記に加えて、平成 16 年 3 月から平成 17 年 3 月までの間に発生した 1 案件につい

ても、不明支払に該当する疑いがあるが、関係者の記憶があいまいなため本報告書におい

ては認定から除外した。 

 

イ 不明支払の手口 

不明支払は、Ｘ社等に対し、取引名目として実際には何ら金員を支払うべき事由がないに

もかかわらず、施工費（設計図に基づき、ファニチャーの製品が機能するよう所定の性能、

仕様、意匠を作り上げるために支出される費用）又は運賃等の名目で金員の支払いがなさ

れたものであり、それらは、経理上、全く無関係である実在の物件原価、又は販売費及び

一般管理費（商品修理代、運賃）として処理されていた。 

本件においては、Ａ部長が、前記不明支払の全てについてＸ社のＢ社長と結託の上、おお

よその支払額や主な支払先を決定し、購買担当者（Ｃほか２名）に本件を指示し、購買担

当者が不正を認識しながらそれに従ったこと、購買担当者から指示を受けたアシスタント

もその内容に不審を抱きながらもそれに従ったことなどから、Ｘ社等から内容虚偽の買掛

伝票及び納品書・請求書を徴することが可能であった。また、買掛伝票や支払伝票の処理
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（データ入力）に際して必要となるグループリーダーの承認についても、グループリーダ

ーがその内容を確認せずに承認し、又は購買担当者と兼任であったために当然のことなが

ら承認を行っていたことから、職制上の内部牽制が機能しなかった。 

さらに、本来であれば、購買機能とは別に物件管理機能を担う者がおり、架空の工事原価

を発生させて他の無関係な物件に分散／混入すれば、物件管理者によって容易にそれが発

覚し、問題視されるはずであるが、ファニチャーの組織編成においては、購買機能と物件

管理機能が実質的に同一組織内にあり、両機能のグループリーダーが兼任していたため、

相互チェックが機能することはなかった。 

 

(２) 不明支払の使途 

Ｘ社に対して支払われたものの一部は、本来はファニチャー建材事業部門において負担す

べきであったと考えられるコンサルタント 2 名に対する報酬その他（合計で 2,600 千円程

度と思われる。）に費消されたと認められる。 

その余の不明支払の使途に関して、その一部がファニチャー建材事業部門における特定者

の販売促進費・接待交際費として使用され、あるいは株式会社Ｙ(以下「Ｙ社」)がファニ

チャーに対して預託した営業保証金 10,000,000 円に充当されたとの関与者の供述もあるが、

これらを客観的に裏付ける証拠はない。 

 

(３) 動機 

Ａ部長、Ｘ社のＢ社長の個人的な利得が目的であると推測されるが、同人らからは、この

点に関して一切の供述を得られておらず、その他動機を裏付ける証拠も見当たらないため、

調査によっても現時点で明らかにできていない。 

また、Ａ部長の部下であったファニチャー関係者は個人的な利得を否定しており、これを

覆す証拠はない。 

 

２ 関連事実 

(１) ファニチャー以外のコクヨグループ会社とＸ社等との取引について 

コクヨグループにおいてファニチャー以外にＸ社等との取引実績があったコクヨエンジニ

アリング及びコクヨロジテムの２社については、関係者の供述及び同２社からの報告から

は不明支払が疑われる取引は見当たらず、また、各社からは、念のため各社分の取引を過

去２年間にわたりすべて調査するも取引はすべて実在していたとの報告を得ている。 
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第３ 架空取引に関する調査結果等 

 

１ 認定事実 

 (１) 架空取引の内容 

本件は、建材事業部門において、Ｙ社及びそのグループ会社（以下「Ｙ社等」）から、直接

又は芝山工場を介在させるなどして架空の仕入れを行った上、それをＹ社に対し、直接又

は芝山工場の取引先等３社及びＸ社を商流に介在させるなどして架空の売上を立てたもの

である。 

また、それにともない、架空取引上で発生するファニチャー及び商流介在した企業に対す

る利益相当額並びにＹ社等に対する架空取引実行の手数料（以下「リベート」）を、前記不

明支払と同様の手法により、Ｙ社等、Ｘ社等を経由してＹ社へ支払っていた。 

 

 

 

 

 

 

 

－Ｙ社等を主な相手先として架空売上・仕入を計上する

架空売上・仕入架空売上・仕入

－Ｙ社等を主な相手先として架空売上・仕入を計上する

＜平成17年2月 ～ 平成18年3月＞

 

 

 

 

ア 時期及び金額等 

架空取引が行われていた期間は、平成 17 年 2 月から平成 18 年 3 月までと認められ、平成

16年度（平成17年 2月から3月）の架空仕入額は388,000,000円、架空売上額は553,720,000

円、リベート額は 12,967,050 円で、平成 17 年度（平成 17 年 4 月以降）の架空仕入額は

925,346,425 円、架空売上額は 1,082,557,682 円、リベート額は 361,301,244 円である。 

以上を総合したファニチャーの損害額（ファニチャーの最終的なキャッシュアウト：架空

仕入額＋リベート額－架空売上額）は、平成 16 年度は▲152,752,950 円（利益）で、平成

17 年度は 204,089,987 円であり、計 51,337,037 円となっている。 

 

イ 架空取引の手口 

本件は、Ａ部長がＹ社のＤ常務と結託して主導したものであるが、具体的な内容の決定や

実務は主に購買担当者ＣがＡ部長の指示のもと、Ｙ社のＤ常務と連絡を取り合うなどしな

がら、商流、金額、伝票の名目等を決定し、それらを記載した計画表を作成するなどして

架空取引を取り仕切っていたほか、リベートの支払いも行っていた。 

FN
建材事業部門

芝山工場

コクヨファニチャー

Ｙ社等
Ｙ社

取引先等3社

Ｘ社

架空仕入

架空仕入架空売上

架空売上

利益と手数料の支払

架空売上

1,636百万円 1,313百万円

＜平成17年2月 ～ 平成18年3月＞

374百万円

Ｙ社等
Ｘ社等

FN
建材事業部門

芝山工場

コクヨファニチャー

Ｙ社等
Ｙ社

取引先等3社

Ｘ社

架空仕入

架空仕入架空売上

架空売上

利益と手数料の支払

架空売上

1,636百万円 1,313百万円

Ｙ社等
Ｘ社等

374百万円
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(２) 動機 

建材事業部門の業績向上を図るためであったと推測されるが、Ａ部長は取引が架空である

ことさえも否認していることなどから、詳細は現時点で明らかにできていない。 
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第４ 利益操作に関する調査結果等 

 

１ 認定事実 

 (１) 利益操作の内容 

利益操作は、Ａ部長が主体となって、半期ごとに当期末完了予定の物件原価を、建設業会

計システム(以下「物件プールシステム」)の機能を利用して、翌期以降完了予定の物件原

価に移動（先送り）させ、当期の利益をかさ上げしていたというものである。 

また、移動させた原価明細は、複数の物件に分散させる形で物件原価に混入させたり、横

持運賃として経費処理をしたり、さらに翌期以降に再移動させたりしていた。 

 

 利益操作（原価先送り）利益操作（原価先送り）

 

 

 ＜平成14年3月 or 9月 から 平成19年9月＞

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 時期及び金額 

平成 14 年 3 月あるいは 9月から平成 19 年 9 月までの半期ごとに 30～50 百万円程度の操作

が行われていたと推測される。しかしながら、各期における正確な利益操作の額及び操作

に利用した具体的な物件名、物件毎の操作額の詳細については、一切の証憑が保管されて

いないため、特定することができない。 

 

イ 利益操作の手口 

物件プールシステムはファニチャーの建設業会計対象物件の物件情報、積算情報、原価情

報を管理し、各物件の完了時に売上計上処理を行うシステムであり、建材物件に関わる仕

訳データを自動作成し、会計システムに連携する機能をもつ。 

売価

実際原価

売価

実際原価

物件（Ａ）

物件（Ｂ）

直近完了予定

完了が先の物件
完了処理
売上計上

原価移動原価移動
その期での利益率を
高く見せるために実施

－ある物件（Ａ）における原価を、翌期以降完了予定の別の物件（Ｂ）へ移動させる

－物件（Ａ）は利益率が向上するが、一方で物件（Ｂ）では移動してきた物件（Ａ）での原価が上乗せされ利益率は低下

※物件プールシステムには、「原価移動」機能があり、原価明細データを物件間で移動できるが、操作履歴・操作記録が残らない

（システムの操作は、通常のオペレーション業務に従事していれば、誰でも自然に習得できるものとの関係者コメントあり）

＜平成14年3月 or 9月 から 平成19年9月＞

これを半期毎に繰り返し、
平成19年12月末の不適正在庫
475百万円の一因となる

完了処理
売上計上

売価

実際原価

売価

実際原価

物件（Ａ）

物件（Ｂ）

直近完了予定

完了が先の物件
完了処理
売上計上

原価移動原価移動
その期での利益率を
高く見せるために実施

－ある物件（Ａ）における原価を、翌期以降完了予定の別の物件（Ｂ）へ移動させる

－物件（Ａ）は利益率が向上するが、一方で物件（Ｂ）では移動してきた物件（Ａ）での原価が上乗せされ利益率は低下

※物件プールシステムには、「原価移動」機能があり、原価明細データを物件間で移動できるが、操作履歴・操作記録が残らない

（システムの操作は、通常のオペレーション業務に従事していれば、誰でも自然に習得できるものとの関係者コメントあり）

完了処理
売上計上

これを半期毎に繰り返し、
平成19年12月末の不適正在庫
475百万円の一因となる

7 



物件プールシステムでは、各物件の実際原価明細データ（エラーデータ含む）の対象項目(物

件 NO、担当課コード、伝票 NO、仕入先コード)の修正・更新を行うことができるほか、入

力補助機能として修正データのコピー機能がある。 

これらの操作は、担当部署において行うこととされていた上、その操作記録や修正履歴が

データ上残らない。本件の利益操作は、上記機能を利用して行われていた。 

利益操作は、Ａ部長の主導の下、具体的な作業は、購買担当者Ｃを中心とするその部下ら

が行っていたものと認められる。すなわち、Ａ部長は、半期ごとに建材事業全体の売上利

益見込みを検討した上、購買担当者Ｃに対し、数千万円単位の概算での原価の先送りを指

示していた。 

これを受けて、購買担当者Ｃは、移動させる対象(移動元)の低粗利物件、その中の物件原

価明細の抽出を行い、アシスタントに対し、当期完了見込みの物件の原価明細(行レベル)

を、前記の物件プールシステム上の「物件明細修正」機能を利用し、次期以降完了見込み

の物件にバラ撒いて混入するよう指示していた。 

 

 (２) 動機 

建材事業部門の業績向上(利益率確保)あるいは、不明支払及び架空取引による実体のない

原価計上の隠匿ではないかと思われるが、主導者であるＡ部長が自己の関与を否定してお

り、その動機に関する供述が得られていないことなどから、調査によっても現時点で明ら

かにできていない。 

 

 

 

以上 
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別紙２ 
 

コクヨ株式会社 

代表取締役社長 黒田 章裕 様 

平成 20 年 5 月 29 日 

 

コクヨファニチャー株式会社における不正に関する社外調査委員会 

委員長 小林 英明 

 

 

 

拝啓 貴社におかれましては、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

さて当委員会は、貴社より、平成 20 年 4 月 18 日、貴社子会社従業員による不正行為に関

する調査等の件につき委嘱を受け、同日以降、資料の分析、関係者からの事情聴取等を始

め、更に平成 20 年 5 月 26 日、貴社社内調査委員会から、これまでの調査結果についての

ご報告を頂き、その内容の分析、検討等を開始致しました。 

その結果、本件の調査については、不正行為と思料される行為が長期間に亘り行われたも

のであること、また本件への関与者が多人数に及ぶこと等から、当委員会として、不正行

為の原因及び再発防止策等を詳細に検討し、具体的な意見を申し上げるためには、資料の

分析、関係者からの事情聴取等を更に行う必要があるものと判断するに至りました。 

そこで、必要と考える調査等を行うための期間を考慮し、当委員会による委嘱事項に対す

る意見表明の予定日を、本年 7月 3日とさせて頂きたく存じます。 

当委員会と致しましては、可能な限り速やかに調査を行う所存でございますので、何卒ご

理解賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。 

敬具 

 


