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当社連結子会社従業員による不正行為に関する今後の再発防止策 及び 
当社取締役の経営責任について 

 
 
当社は、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、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）

建材事業部門の複数の従業員による不正行為に関しまして、平成 20 年 5 月 29 日付け「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」にて、その事実関係及び社外調

査委員会に調査を依頼している旨を発表いたしました。昨日、社外調査委員会から当社取締役会

に対して調査結果の報告（別紙参照）があり、これを受け、本日の取締役会において今後の再発

防止策及び当社取締役の経営責任について決議いたしましたので、下記の通りご報告いたします。 
なお、過年度の業績訂正につきましては、社外調査委員会から社内調査委員会の調査の方法、結

果及び社内調査報告書の内容は妥当であると評価され影響額が確定したため、当初の方針どおり、

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、実施いたしません。 
 

記 
 
 
１．発生原因及び課題  
建材事業部門において以下の各要因がこのたびの不正行為を発生させ、その発覚を遅延せしめる

背景になったと考えます。 
 
(1) 独立閉鎖性（いわゆる一気通貫体制） 

建材事業部門は、他の多くの部門とは異なり、開発、調達、生産、販売、それらの業務管理に至

るまでの取引全体をコントロールしており、他の部門の関与なく業務を自己完結できる体制とな

っていた。 

また、建材事業部門の事業構造が専門的であり他部門の役職員からは理解し難いものであったこ
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とから、建材事業部門以外の役職員が同部門を近寄り難い部署と考え、関わりを控えるという風

潮が生じていたことも否定できない。 

さらに、同部門内において、購買機能（グループ）と物件管理機能（グループ）のリーダーを同

一人物が兼任していたため、本来期待されていた各機能による相互牽制が働かない状況にあった。 

 

(2) 不正リスク管理体制の運用不備 

当社とコクヨファニチャー株式会社のそれぞれに監査部門並びに経営者直轄の組織としてリスク

コンプライアンス委員会（以下「RC 委員会」という。）が存在し、一通りの不正リスク管理体制

が構築されていた。しかしながら、コクヨファニチャー株式会社の監査室は当初は事業部長が兼

任しており、内部監査規定に定められた独立性が担保されていなかったことや、その後、専任体

制になった後も実質的にほぼ１名のみで構成されており、十分な内部監査を行い得ない状況にあ

った。RC 委員会においても、クレーム処理等の事後的な対応を優先し、RC 委員会の職責の一つで

ある平常時における不正リスク管理体制の構築及びその周知徹底のための活動は低調であった。 

また、当社経理部による子会社監査についても、独自の検証は行われておらず、コクヨファニチ

ャー株式会社の経理に関し、長期滞留在庫や仕掛り在庫の有無等を確認してその正確性をチェッ

クする機能が有効に働いていなかった。 

 

(3) 業績目標の設定及びその進捗に対する監督上の問題 

本件不正行為のうち架空取引の動機として問題となり得る業績評価制度については、それ自体が

本件の原因であったとまでは言い切れないものの、各部門が設定した業績目標に対して出てきた

数字だけをみるのではなく批判的な視点から検討を加え、適宜合理的な内容となるよう修正を促

すなどの積極的な監督がなされていたとは言いがたい。 

 

 (4) コンプライアンス意識の不足 

多くの従業員らにおいて本件不正行為が重大なコンプライアンス違反であって犯罪にも該当し得

る悪質な行為であるとの認識が希薄であったことなど、コンプライアンスに対する明確な意識が

不足していた。 

 

(5) 内部通報制度の不備 

多数の従業員が関与していたにも関わらず、今般の発覚に至るまで誰一人として、内部通報制度

である「コクヨホットライン」を利用して不正の申告をすることがなかった。 

内部通報制度の存在及び内容の周知が不十分であったと言わざるを得ず、また、通報により通報

者が不利益を受けることはないという制度に対する根本的な信頼が醸成されていない状況にあっ

た。 

 

(6) 人事の固定化 

元従業員のＡは、昭和 57 年入社以来建材事業部門に所属し、かつ、建材事業部門の事業執行上の

責任者として平成 14 年から平成 20 年までその職についていた。また、その部下らもほぼ同じメ

ンバーで固定されており、これを適宜変更する措置が取られていなかった。 
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(7) 物件プールシステムの不備 

「物件プールシステム」（建設業会計システム）は平成元年から運用を開始されていたが、各物件

の原価明細を売上計上処理までの間に担当者において自由に移動させることができ、また、平成

16 年からはその操作履歴が残存しない仕様となっていた。 
 
 
２．再発防止策について 
今回の不祥事発生の背景・原因となった上記事項をグループ経営上の課題として真摯に受け止め、

今後は RC 委員会での活動を通じて、グループ全体を挙げて再発防止に取り組んでまいります。 

すでに４月より、代表取締役社長が RC 委員会委員長に就任し、その機能を強化しております。 

 

(1) 法令遵守に向けた役職員の意識改革 

従業員に対するコンプライアンス違反行為の認知及び影響の重大性についての理解促進を行う。 

また、取締役、上級管理職に対する、不正リスク管理体制を含む内部統制システム構築の重要性

を再認識させる。 

 

(2) より有効的な内部統制システムの構築、運用 

①機能分離による牽制機能を発揮させる組織設計の確認・強化を行う。 

②事業会社における内部監査体制を強化する。 

③経理部門の増強による不正会計チェック機能を強化する。 

④コンプライアンスの推進に関する専門部署等の創設を検討する。 

⑤事業会社に対する経営管理機能を強化する。 

 

(3) 定期的な人事ローテーション 

業務特性に応じたローテーションの実施、ルール化を行う。 

 

(4) 内部通報制度の信頼性の強化 

すでに６月１日から、従業員への啓蒙と認知を高めるために社内ネットワークにて通報しやすい

環境を整備している。 

今後も制度運用の評価を継続し、改善に取り組む。 

 

(5) 物件プールシステムの機能改善   

すでに、運用面で原価移動機能の制限、承認フローの強化などを徹底しており、また、処理履歴

の蓄積など物件プールシステムの改善に着手している。 

 

(6) 再発防止策の実施状況に対する定期的なモニタリングの実施 
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３．経営責任 
今回の事態の重要性に鑑み、その経営責任を明確にするとともにこのような事態を二度と発生さ

せないため、以下のように各取締役報酬の自主返上を決議いたしました。 
 
 代表取締役会長   黒田 暲之助  30％ 返上 3 ヶ月 
代表取締役社長   黒田 章裕 30％ 返上 3 ヶ月 
取締役（元コクヨ㈱建材事業部長） 岡村 礼三 20％ 返上 3 ヶ月 

取締役（元コクヨファニチャー㈱社長） 尾﨑 司 20％ 返上 3 ヶ月 

その他の取締役     10％ 返上 1 ヶ月 

 

なお、当社監査役 4 名のうち平成 20 年 3 月 28 日開催の株主総会で新たに選任された監査役 2 名

を除く 2 名は、取締役に準じて、報酬を 10％自主的に返上（1 ヶ月間）することといたしました。 
 
 
４．関係者の処分について   
 
コクヨファニチャー株式会社の従業員につきましては社内の人事手続きに則り厳正な処分をいた

しました。 
また、不正行為が行われていた当時のコクヨファニチャー株式会社の取締役及び監査役は報酬の

10%を 1 ヶ月間、自主返上することを決議いたしました(上記 3.の当社取締役に該当するものは除

く)。 
 
なお、今回の不正行為に関しての刑事告訴に関しては引き続き、専門家と協議を進めております。 
 
 
５．終わりに 
当社といたしまして、今回の不正行為を未然に防ぐことが出来なかったことにより、株主の皆様、

当社のお客さまをはじめとする関係各位に多大なご迷惑をおかけする結果となり、誠に申し訳な

く存じております。 
今後は、同様のことは二度と起こさないとの固い決意の下、全社員が一丸となって新たな社内体

制の構築と会社の信用の回復に努めてまいりますので、なにとぞご理解いただきまして、今後と

もご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 
以上 
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別紙 

平成 20 年 7 月 3 日 
 

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外調査委員会 

 
 

序 

 

1 委員会設置の経緯 

 

平成 20 年 4 月 8日、貴社は、連結子会社であるコクヨファニチャー株式会社（以下「ファ

ニチャー」という。）の複数の従業員による不正行為の存在が発覚したとして、同時点にお

いて把握していた事実の概要を記者会見により発表した。そして貴社は、その記者会見に

おいて、かかる不正行為について貴社社内調査委員会による調査を鋭意継続するとともに、

調査内容の第三者による検証を行うため、外部調査委員会を設置する予定であるとの方針

を示した。 

「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」（以下「本委員会」

という。）は、平成 20 年 4 月 18 日、貴社からの委嘱を受けて、法律、税務会計及び不正調

査の専門家から構成される独立かつ中立的な委員会として設置されたものである。 

 

2 本委員会の構成 

 

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、公認不正検査士） 

  藤井   司（貴社顧問弁護士） 

  松元  保磨（貴社社外監査役） 

  中田  直茂（貴社社外監査役） 

 

3 調査の目的 

 

本委員会による調査の目的は、「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」（以下「社内調査委員会」という。）の事実調査によって判明した、ファニチャ

ー従業員Ａ部長が首謀者であると認められる各不正行為（①実在しない取引名目による支
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払い（以下「本件不明支払」という。）、②架空の仕入れ及び売上（以下「本件架空取引」

という。）、③原価先送りによる利益操作（以下「本件利益操作」といい、これらを総称し

て「本件不正行為」という。））に関し、貴社から委嘱された下記の各事項を検証又は検討

し、貴社に対して意見及び提言を述べることにある。 

 

記 

(1)本件不正行為に関する社内調査委員会の調査の方法、結果の妥当性 

(2)本件不正行為の発生原因及び再発防止策 

(3)本件不正行為の発生に関する貴社取締役の経営責任 

 

ただし、上記委嘱事項(3)に関しては、本委員会において検討を行ったものの、その内容に

鑑みて独立性及び中立性をより重視し、貴社社外監査役 2 名を除く本委員会委員 5 名の意

見として述べるものである。 

 

4 調査の期間 

 

本委員会による調査の期間は、平成 20 年 4 月 18 日から平成 20 年 7 月 3日までである。 

 

5 調査の方法 

 

本委員会が行った調査の内容は、①社内調査委員会から提出された各種資料の検討、②本

委員会が収集した各種資料の検討、③ファニチャー従業員及び取締役、貴社取締役、その

他関係者に対するヒアリングの実施である。 

 

6 前提 

 

本報告書の作成にあたっては、与えられた条件のもと適切な内容の調査を行うことができ

たものと自負しているが、更に時間をかけて調査、検討を行えば発見し得た事実関係、法

的問題点が存在する可能性も否定できない。 

したがって今後、社内調査、捜査機関による捜査等により新たな事実関係が判明した場合

等においては、必要に応じて追加報告を行う可能性があることに留意されたい。 

 

 

第 1 社内調査委員会による事実調査の検証 

 

本委員会は、社内調査委員会から本件不正行為の具体的内容、社内調査の方法及び結果に
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ついて具体的な説明を受けるとともに、これらを取り纏めた平成 20 年 5 月 26 日付「社内

調査報告書」の提出を受け、その内容を検証した。 

この結果、社内調査委員会による調査の方法、結果、及び社内調査報告書の内容は妥当な

ものと評価する。 

 

 

第 2 本件不正行為の原因の分析及び再発防止に向けた提言 

 

1 原因の分析 

 

本件不正行為に関する特徴として指摘すべき点は、建材事業部門の部門長であるＡ部長を

はじめとした多数の従業員が関与し、言わば同部門の組織ぐるみで不正が敢行されていた

こと、それにもかかわらず、本件利益操作については平成 14 年 3 月又は 9月以降 5年間以

上の間、また本件不明支払についても同年 11 月以降約 4年間に及ぶなど、本件不正行為が

長期に亘って発覚しなかったことの 2点である。 

本件の原因究明に当たっても、一部門における組織的な不正がなぜ可能であったか、また、

不正が発覚する余地がなかったのかという視点から本件の原因を分析した。 

 

(1) 独立閉鎖性（いわゆる一気通貫体制） 

建材事業部門は、他の多くの部門とは異なり、開発、調達、生産、販売、それらの業務管

理に至るまでの取引全体を掌握しており、他の部門の関与なく業務を自己完結できる体制

となっていた。このようないわゆる一気通貫体制のため、建材事業部門は、自らの領域内

でのみ、意思疎通を図り又はこれに部下たる従業員が反駁できない状況を作出しさえすえ

ば、他部門の関与による発覚の可能性を考慮することなく、容易に不正を実行できる環境

にあったといえる。 

また、このような組織体制ないし環境であったことに加えて、建材事業部門の事業構造が

他部門の役職員からは理解し難いものであったことから、建材事業部門以外の役職員が同

部門を近寄り難い部署と考え、関わりを控えるという風潮が生じていたことも否定できず、

それが本件関与者による不正行為の実行を容易にし、不正の発覚を遅らせる要因となった

ことも否定できない。 

さらに、建材事業部門については、それ自体の独立閉鎖性の問題に加え、同部門内におい

て、購買機能（グループ）と物件管理機能（グループ）のリーダーを同一人物が兼任して

いたため、本来期待されていた各機能による相互牽制が働かない状況にあったという問題

点も指摘することができる。 
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(2) 不正リスク管理体制の運用不備 

カンパニー制を採用する前の貴社においては、会計監査人による法定監査に加え、建材事

業部門を含む各部署に対し、不定期ながらも経営監査部による内部監査が行われており、

また、カンパニー制採用後においても、同様に会計監査人による法定監査に加え、貴社の

経営監査部の支援のもと、ファニチャー監査室による内部監査が実行される体制となって

いた。また、貴社とファニチャーのそれぞれに経営者直轄の組織として RC委員会が存在し、

同委員会によるリスクマネジメントの推進が予定されていたなど、一通りの不正リスク管

理体制が構築されていたといえる。 

しかしながら、そのような不正リスク管理体制の実際の運用が不十分であったと言わざる

を得ず、特にカンパニー制採用後の不正リスク管理体制については、組織変更の過渡期で

あったがゆえに指導層や各役職員の制度に対する理解が不足していたことなどから、その

点がより顕著であったと認められる。 

また、貴社経理部による子会社監査についても、経理規定上は原則として年 1 回行うこと

とされていたものの（同規定第 137 条）、ファニチャーに関しては、実質的には監査法人任

せの状態で貴社経理部としての独自の検証は行われておらず、ファニチャーの経理に関し、

長期滞留在庫や仕掛り在庫の有無等を確認してその正確性をチェックする機能が有効に働

いていなかったと認められる。加えて、完全分社化後の子会社の財務諸表の正確性を保証

すべき責任を、貴社及びファニチャーの経営陣において自覚のうえ、貴社経理部、貴社経

営監査部、ファニチャー監査室等において明確な役割分担を行わせ、適正な会計処理のた

め必要な措置を実施させるという点で不十分であった面も否定し難い。 

さらに、ファニチャーの RC 委員会の活動は、結果的には、クレーム処理等の事後的な対応

を優先し、同委員会の職責の一つである平常時における不正リスク管理体制の構築及びそ

の周知徹底のための活動は低調であったといえる。 

 

(3) 業績目標の設定及びその進捗に対する監督上の問題 

本件不正行為のうち架空取引の動機として問題となり得る業績評価制度については、それ

自体が本件の原因であったとまでは認め難い。 

しかしながら、本委員会のヒアリング結果によれば、本件で問題となるいわゆる「建材ビ

ジネス倍増計画」に関し、建材事業部門の従業員らの多くが、同計画が発表された当時か

ら実現困難な高い目標との認識を有していたと考えられるにもかかわらず、当時のファニ

チャー経営陣の多くにおいてかような認識は希薄であったものと認められ、積極的な監督

がなされていたといえるか疑問が残るところである。 

なお、グループ内の中核子会社の一つであるファニチャーにおけるこのような事業計画策

定及び管理上の問題点が、貴社の経営とまったく無関係であるとは言い難く、貴社経営陣

による事業会社の経営管理及び統制にも問題があったというべきである。 
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(4) コンプライアンス意識の不足 

前記のとおり、本件においては一部門による組織的な不正が行われ、かつそれが長期に亘

って発覚しなかったものであるが、かような状況に鑑みれば、根本的な問題として、多く

の従業員らにおいて本件不正行為が重大なコンプライアンス違反であって犯罪にも該当し

得る悪質な行為であるとの認識が希薄であったことなど、コンプライアンスに対する明確

な意識が不足していたことを指摘せざるを得ない。 

 

(5) 内部通報制度の不備 

本件不正行為には多数の従業員が関与していたにも関わらず、今般の発覚に至るまで誰一

人として、平成 15 年 4 月から貴社に導入された内部通報制度である「コクヨホットライン」

を利用して不正の申告をすることがなかった。 

この点については、後記のとおり建材事業部における人事の固定に起因するＡ部長絶対視

の風潮が存在していたという背景要因も否定できないところであるが、本委員会がヒアリ

ングを行った従業員の中には、匿名による通報が可能であることを知らなかった者や通報

をしなかった理由としてＡ部長の報復を恐れたことを挙げる者がいたことに照らせば、内

部通報制度の存在及び内容の周知が不十分であったと言わざるを得ず、また、通報により

通報者が不利益を受けることはないという制度に対する根本的な信頼が醸成されていない

状況にあったという点を指摘することができる。 

 

(6) 人事の固定化 

建材事業部門においては、長期に亘ってＡ部長を最高責任者に据えていた上、その部下ら

もほぼ同じメンバーで固定されており、これを適宜変更する措置が取られていなかった。 

そのために、部下がＡ部長を上司として絶対視し、その指示に抗い難い風潮が醸成され、

そのことがＡ部長の暴走を許し、かつ部下をして外部に対する不正の申告を躊躇させてい

たものと推測される。 

さらに、長期間の担当者の固定は、取引業者との癒着を誘発しかねないものであり、本件

においてもＡ部長とＸ社等との結託を容易にしたと認められるほか、後任者による発覚の

可能性を失わせたといえる。 

 

(7) 物件プールシステム 

さらに、建材事業部門において利用されていた「物件プールシステム」（建設業会計システ

ム）が、各物件の原価明細を売上計上処理までの間に担当者において自由に移動させるこ

とができ、かつその操作履歴が残存しない仕様となっていたことも、本件不正行為の実行

を可能ならしめた大きな原因として挙げられる。 
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2 再発防止策 

 

貴社は創業 100 年を越える歴史を持つ有名大手企業であり、長い歴史の中で消費者の信頼

のもと築き上げられた「コクヨ」ブランドは、現在に至るまで貴社において最も重要な資

産の一つである。それだけに万が一、本件不正行為のような不祥事が再発するような事態

となれば、「コクヨ」ブランドに対する消費者の信用は大きく傷つき、貴社の企業としての

存続が危ぶまれる事態すら生じかねない。 

そこで、本委員会は、本件不正行為に対する上記の原因分析をもとに、貴社に対し以下の

再発防止策を提言する。 

 

(1) 法令遵守に向けた役職員の意識改革 

役職員に対するコンプライアンス研修（適正な会計上の取扱いの重要性についての研修を

含む）、教育を抜本的に見直すべきである。 

 

(2) より有効的な内部統制システムの構築、運用 

①各事業部門における牽制状況の確認及び改善 

建材事業部門においては、既に平成 18 年 6 月の組織改正により一部の機能を分離する措置

が図られていることが認められるが、本件を契機に、貴社グループの各部門において、あ

らためて他部門の関与等による牽制機能の要否、牽制を要するとした場合に充分な体制が

構築されているか等を検証し、不備があれば直ちに是正すべきである。 

 

②事業会社における内部監査体制の強化 

各事業会社の指導層に対して、貴社が事業会社（グループ）の自立経営を標榜しており内

部統制システムの構築も各事業会社の重要な職責であることを、再度周知徹底すべきであ

る。 

その上で、各事業会社の指導層が事業会社における内部監査組織の一層の充実、具体的に

は、その事業規模ないし人員規模に応じて充分な人材や資源を確保する等の施策を講じ得

るよう指導、支援してゆくべきである。 

 

③経理部門の強化 

事業会社の不正会計に対するチェック機能や、監査法人の指摘を踏まえるなどした上での

経理体制の改善策の検討機能を強化するために、現在これを担当している貴社経理部の人

員を増強すること、又は事業会社に独立した経理部門を設置することを検討し、少なくと

も監査法人による法定監査とは別個に、定期的な検証を実行すべきである。 
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④コンプライアンスの推進に関する専門部署等の創設 

本件不正行為が実行されていた当時、貴社においては、貴社取締役会がコンプライアンス

の推進に関する重要事項の決定を行い、平常時におけるコンプライアンス推進体制の構築

及び運営は RC 委員会が行うものとされている（コンプライアンス規定第 5条）。 

しかしながら、現実には、RC 委員会における活動はリスク事案発生後の対処案件が中心と

なっており、平時におけるコンプライアンス活動に注力していたとは言い難く、また、貴

社と事業会社の各 RC委員会の機能分担が明確でなかったこと等の事情から特に事業会社の

RC 委員会の活動が形骸化していた面があるなど、社内規定に従ってコンプライアンスの推

進が実効的に進められていたとは評価し得ない。 

この点、本件不正行為の発覚を受けて、平成 20 年 4 月からは、貴社の RC 委員会の果たす

べき役割を明確にし、事業会社の RC 委員会については 1ヶ月に 1回の定期開催を義務づけ

るなど、組織及び運用について一定の改善が図られていることが認められる。 

しかし、本件不正行為の発覚を契機として、貴社グループのコンプライアンスをより強力

に推進し、またこれを対外的に充分にアピールしてゆくためには、貴社において、新たに

コンプライアンスに関する諸施策の策定、運用に特化した常設の社内部門を設置し、かつ、

これを統括すべき取締役（いわゆる CCO）を選任するといった抜本的な改善策を検討すべき

である。 

 

(3) 定期的な人事ローテーション 

定期的な人事ローテーションを行うべきことをルールとして確立させるとともに、各部署

の実情に応じ、特に業務の性質上、監視、監督の届きにくい業務に従事する従業員につい

ては、優先して人事ローテーションを実施する体制とすべきである。顧客との関係等から

短期間の人事ローテーションを実施することが困難であれば、例えば複数の従業員が複数

の顧客等を担当する制度とするなども一案であろう。 

 

(4) 内部通報制度の信頼性の強化 

「コクヨホットライン」については、平成 20 年 6 月から、通報をより容易にするためのシ

ステム改善を行い、さらには代表取締役社長が通報者に不利益を課さない旨をあらためて

宣言するなどの諸施策が実行されていることが認められる。今後も制度のモニタリングを

継続し、より良い制度を構築すべく改善に努めるべきである。 

また、内部通報制度に対する信頼性を高めるための方策として、貴社グループ経営陣から

独立した機関である監査役、又は新たに設置する諮問機関（コンプライアンス委員会等）

において内部通報に基づく調査等を監視する体制とすることも、検討に値する。 

 

(5) 物件プールシステムの機能改善 

物件の原価明細の移動機能を維持するとしても、決算期をまたぐ明細移動を制限したり、
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移動に際して上位者の書面による承認を必要としたりするなどの手当をした上、その移動

履歴を後から確認できるようにするなど、抜本的な機能改善を行うべきである。 

 

(6) 再発防止策の実施状況に対する定期的なモニタリングの実施 

前記のとおり、貴社における不祥事の再発は、貴社の最も重要な財産の一つである「コク

ヨ」ブランドを決定的に傷つけ、経営の存続が危ぶまれる事態すら生じかねない。したが

って、再発防止策を実施するにあたっては、その実施状況を定期的にモニタリングするシ

ステムを併せて導入すべきである。 

 

 

第 3 貴社取締役の経営責任についての意見 

 
本委員会としては、貴社の委嘱に基づき、貴社取締役の経営責任について意見を述べるこ

ととする（なお、ここで検討する「経営責任」とは、法的責任とは異なるものであり、取

締役が業務として関与した行為及びそれによって生じた結果等に対し、社会的観点、道義

的観点等から負う不利益を意味するものとする。）。 
既に指摘したとおり、本件不正行為の発生原因としては、貴社グループにおける不正リス

ク管理体制の運用不備やコンプライアンス意識のあり方といった要因も挙げられるところ

であるが、これらの問題点は、特定の取締役だけではなく貴社の全取締役に関わるもので

あったといえることから、貴社取締役のいずれもが一定の経営責任を負うと考えるのが相

当である。 
そして、特に黒田暲之助代表取締役会長及び黒田章裕代表取締役社長については、それぞ

れ貴社グループの最高責任者としての経営責任を明らかにし、かつ貴社グループにおいて

このような不祥事を二度と発生させないとの決意を外部に対し明確に示すため、また、岡

村取締役及び尾﨑取締役については、各々当時の建材事業部門の責任者としての経営責任

を明確に示すため、いずれも他の取締役と比較して重い経営責任を負うと考えるのが相当

である。 
以上を踏まえ、本委員会は、貴社取締役が相応の経営責任を果たすための案として、下記

内容の報酬の自主返上（減俸）を行うことを提言する。 
氏名及び役職 減俸割合 期間 

黒田 暲之助 代表取締役会長 20％ 3 ヶ月 

黒田 章裕  代表取締役社長 20％ 3 ヶ月 

岡村 礼三  取締役（元コクヨ㈱建材事業部長） 20％ 3 ヶ月 

尾﨑 司   取締役（元コクヨファニチャー㈱社長） 20％ 3 ヶ月 

その他の取締役 10％ 1 ヶ月 

以上 
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