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平成 21年３月２日 
各  位 

会 社 名  インスパイアー株式会社 
代表者氏名  代表取締役社長  駒澤 孝次 
（コード番号：２７２４ 大証ヘラクレスＧ） 
問 合 せ 先  取締役管理本部長 菊池  貴之 
電 話 番 号  03-5418-4811 

 
 

調査委員会の調査報告書の受領について  

 

当社は、平成21年２月３日付「当社に対する差押命令及び決定に関するお知らせ」、平

成21年２月５日付「当社に対する差押命令及び決定に関するお知らせ」、平成21年２月10
日付「当社による強制執行停止の申立及び決定に関するお知らせ」、平成21年２月17日付

「調査委員会の設置に関するお知らせ」、平成21年２月23日付「当社に対する債権差押命

令及び当社による強制執行停止の申立及び決定の経過に関するお知らせ」及び平成21年２

月27日付「当社に対する債権差押命令の取下げに関するお知らせ」にてお知らせいたしま

したとおり、当社に対する一連の差押命令に関し、調査委員会を設置いたしました。当社

社内調査報告書の内容についてのみでは、公正性、信頼性、客観性等が十分に確保されて

いるとはいえないことから、改めて独立した有識者を含めた立場から検証してもらうこと

としておりました。  
これにつき、本日、調査委員会より正式に調査報告書を受領いたしましたので、調査報

告書(要旨)を別添にてご報告いたします。  
なお、本件につきましての今後の対処につきましては、現在社外有識者を含めて検討中

であり、別途確定でき次第、お知らせいたします。 
 

以上 
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調査報告書(要旨) 
 
当委員会における調査（以下「本件調査」といいます。）の経緯及び結果を以下のとおり

報告いたします。 
 
1. 調査の目的 

(ア)経緯 
本件調査の端緒は、平成 21年２月上旬にインターサービス株式会社なる会社（以

下「インターサービス」という。）を申立債権者として貴社の預金債権を差し押さ

える旨の複数の差押決定（以下「本件預金差押」という。）が東京地方裁判所によ

り出されたことである。その後、決定書が貴社に送達されたことにより、本件預

金差押が、インターサービスを債権者とし、当社を保証人とした債務弁済契約公

正証書の執行によるものであることが確認された。貴社においては、インターサ

ービスとの間で取引関係はなく、保証契約もないとの認識であったため、本件預

金差押の背景にある事実関係について調査を開始することとなった。 
(イ)目的 

本件調査の目的は、貴社が本件預金差押を受けるに至った事実関係を把握し、そ

の問題点を解明するとともに、今後二度と同様のことが起きないように具体的な

改善策を提示することである。 
 
2. 調査の方法 
(ア)委員の構成 

本件調査に携わった委員は、社内委員として貴社の業務執行を担当する代表取締

役社長、貴社の管理面を統括する取締役管理本部長及び貴社の内部監査の責任者

である内部監査室長、社外委員として弁護士と公認会計士各 1 名である。社外委

員となった弁護士と公認会計士は、利害関係のない独立の専門家として公正な意

見を表明することができる立場にある。 
(イ)社内調査の結果を前提とした追加的調査 

本件調査は、主に時間的制約から、当委員会設置前に実施された貴社社内調査の

結果を前提にして追加的に実施されるものであり、貴社社内調査における事実確

認の結果に一定程度依存するものである。よって、本件調査は、本来的に限定的

なものである。 
(ウ)基礎資料 

本件調査は、主に以下の資料を基礎としている。 
① 貴社登記事項の現在事項全部証明書 
② 貴社定款 
③ 貴社取締役会規程 
④ 貴社印章管理規程 
⑤ 貴社実印簿 
⑥ 平成 20年 5月 8日から平成 21年 1月 16日までの貴社取締役会議事録 
⑦ 貴社第 18期における第 1から第 3四半期報告書 
⑧ 貴社第 18期における第 1から第 3四半期決算短信 
⑨ 貴社の適時開示資料 
⑩ 本件預金差押に係る差押命令申立事件の事件記録一式（写し） 
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⑪ 本件預金差押に対する執行停止命令申立事件の事件記録一式（写し） 
⑫ 債務弁済契約公正証書 4通及びそれらの添付資料（写し） 

(エ)事情聴取 
本件調査においては、貴社社内調査における事情聴取に加え、改めて貴社前代表

取締役である西村幸浩から次の日程で事情聴取を行った。 
平成 21年 2月 27日 午後 6時から午後 8時 30分まで 

また、貴社の代理人として本件預金差押に対する強制執行停止申立事件と請求異

議訴訟事件を担当している弁護士から電話にて事情聴取を行った。その他、必要

に応じて貴社の役職員からの聴き取りを行った。 
 
3. 調査結果 
(ア)本件預金差押は平成 20年 9月 9日作成の債務弁済契約公正証書（以下「本件公正

証書」という。）に基づくものであり、本件公正証書によると、貴社は債務者がイ

ンターサービスに対して負う借入債務につき連帯して保証するとともに、債務を

履行しないときには強制執行に服するものとされている。 
(イ)本件公正証書は、別途締結された金銭消費貸借契約書（以下「本件金消契約」と

いう。）に基づくものであるところ、本件金消契約には連帯保証人として貴社名（及

び代表者西村幸浩名）が表示され、かつ、貴社の法務局登録の代表者印（以下「実

印」という。）が押捺されていた。 
(ウ)貴社の公式の記録によると、貴社は債務者やインターサービスと取引関係がなく、

何らの利害関係もないので、その両者間の債権債務について保証契約を締結する

理由は見当たらない。 
(エ)貴社においては、実印の使用は印章管理規程により規制されており、実印を使用

したときには実印簿に記録をすることとされていた。しかし、本件金消契約の日

付において実印が使用された記録はなく、西村幸浩氏が貴社取締役に就任した平

成 20年 5月 8日から現在までの記録の中に本件金消契約のために実印を使用した

との記録はなかった。 
(オ)また、本件公正証書に添付されていた公正証書作成嘱託委任状にも貴社の実印が

押捺されていたが、その日付において実印が使用された記録はなく、西村幸浩氏

が貴社取締役に就任した平成 20年 5月 8日から現在までの記録の中に本件公正証

書作成嘱託のために実印を使用したとの記録はなかった。 
(カ)西村幸浩氏からの事情聴取によると、西村氏は、平成 20年 7月ころから複数回に

わたって実印を印章管理規程に反して、文書の内容を確認することもなく使用し

たとのことであった。 
(キ)文書の内容を確認することもなく実印を使用したというのは上場会社の社長の行

動として余りにも常識外れであり、直ちにその説明を鵜呑みにすることはできな

いが、それにより作成された本件金消契約及び公正証書作成嘱託委任状の形式や

表現、日付等に不自然な点が多々あることを併せ考えると、少なくとも通常の状

況下での実印の使用ではなかったということは推認することができる。 
(ク)本件金消契約及び公正証書作成嘱託委任状における貴社代表取締役の意思表示が

有効になされたものであるのかどうかを判断するには更なる調査が必要であるが、

本件金消契約に基づき貴社が 1 億円以上の保証債務を負担する保証契約をなして

いるという点を見ると、かかる契約は貴社の取締役会規程上必ず取締役会の承認

決議を要するものであるので、取締役会決議がない限り代表取締役は無権限であ

ることになる。 
(ケ)貴社の取締役会は本件金消契約の締結又はそれに基づく保証債務の負担について

承認したことはない（議案として上程されたこともない。）。 
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(コ)平成 21年 2月 9日、本件預金差押について貴社は請求異議の訴えを提起し、併せ

て強制執行停止の申し立てをした。これにより同月 10日に本件預金差押について

強制執行停止の決定がなされている。 
(サ)平成 21年 2月 26日、インターサービスは、本件預金差押の申立てを取り下げた。 
 

4. 法的評価 
(ア)貴社の保証債務の有無 
① 本件金消契約書に連帯保証人として記名押印することは、当時の貴社代表取

締役であるので、実際に本件金消契約に基づく貸付が存在し、かつ、インタ

ーサービスが西村幸浩氏の無権限（取締役会決議を要する行為であったため）

であることについて善意であったのであれば、他に特別の事情のない限り、

貴社は本件金消契約上の意思表示に従い、連帯保証債務を負担することにな

る。 
② インターサービスは本件各金銭消費貸借契約上の債務を連帯保証することに

ついて西村幸浩氏の無権限であること（正式な取締役会決議を要するにもか

かわらず、それを経ていないこと）を知っていたと考えざるを得ない。 
③ よって、本件各金銭消費貸借契約に基づく貸付が存在しているのかどうかを

検討するまでもなく、本件金消契約上の保証行為は代表取締役の無権限行為

として無効であり（会社法第 362条第 4項）、貴社は保証債務を負わないこと

になる。 
(イ)貴社前代表取締役西村幸浩氏の責任 
① 西村幸浩氏は、自ら文書の内容を確認することもせずに実印を使用し、貴社

に大きな危険を与えたといえる。 
② かかる西村幸浩氏の行為は、貴社の取締役会規程の定めに反し、また、明ら

かに貴社に対する善管注意義務に違反するものである。 
③ 上述のとおり貴社が保証債務を負担しないということであれば、不測の保証

債務を負担させられるという意味での損害はないことになるが、本件預金差

押を受けたことによる有形無形の損害は決して小さいものではなく、西村幸

浩氏は当該損害について賠償する責任を負う（会社法第 423条第 1項）。 
(ウ)貴社取締役の責任 
① 本件の西村幸浩氏の行為は、取締役会において審議されることもなく、また、

他の取締役に相談することもなく単独で敢行されたものであることが窺われ

るが、ことが数億円に上る保証契約の締結であること、従業員が西村幸浩氏

の行為（実印簿に記録しないまま実印を持ち出している点、目的が明確でな

いまま第三者に実印を委ねている点）に関与していること等を勘案すると、

より実効的な監督が可能であった可能性がある。 
② 従業員からの聞き取りその他の情報収集により容易に防げたにも拘らずそれ

を怠ったというような事情がある場合、その任務を怠った取締役は西村幸浩

氏と連帯して賠償の責を負う可能性がある。 
 
5. 内部統制の観点からの評価 
(ア)印章管理制度の整備制度 
① 貴社の実印等の管理は、「印章管理規程」に定められている。その規程では実

印の管理責任者は社長であり（11 条、12 条）、実印の押捺責任者は社長であ

り（15 条）、印章の押捺は、「捺印申請書」および「印章使用簿」によりおこ

なうこととなっている（17条）。（現在、「捺印申請書」及び「印章使用簿」は

「実印簿」として一つの管理簿に集約されている。 
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② 貴社実印等の実際の保管場所は、金庫であり、金庫の開閉は管理簿で管理さ

れている。 
(イ)印章管理制度の運用状況 
① 貴社の「実印簿」を調査したところ、本件金消契約に連帯保証人として押印

（実印）した事実について「実印簿」に記載は無かった。 
② また金庫の開閉管理簿を調査したところ、本件金消契約に捺印したことが想

定される期間で、本件金消契約に捺印するために金庫を開閉した記載は無か

った。 
③ 西村幸浩氏への事情聴取及び貴社職員の事情聴取によると、本件金消契約に

使用するための金庫内からの実印の取出しについて金庫の開閉管理簿には記

載しなかったとのことである。 
(ウ)内部統制制度の問題点 
① 上述のとおり本件金消契約に連帯保証人として押印（実印）した事実及びそ

のための金庫の開閉は管理簿に記載されていなかった。この内部統制制度の

問題点は、内部統制制度が経営者不正に対しては有効ではないため発生した

と考えられる。 
 
6. 再発防止に向けた改善策について 
(ア)代表取締役の業務執行の監督体制の再検討 
① 代表取締役の行為は原則として直ちに貴社そのものの行為となるのであるか

ら、代表取締役の不当な行為により貴社が損害を蒙らないためにも、代表取

締役がいつ、どこで、誰と、何をしているのかを相当な範囲で監視する仕組

みづくりを検討する必要がある。 
② 代表取締役の経歴、人間関係、それらに伴う利害関係等を取締役及び監査役

が把握し、取締役会における実効的な監督を目指すことが必要である。 
(イ)外部からの不正な関与の予防策の構築 
① 外部からの不正な関与に対して一人の力では抗し切れないことがあるのは経

験上明らかであるので、違法又は不正な事情を見知ったときにその情報を他

の役職員と共有できる仕組みづくりを検討する必要がある。 
② 内部通報制度の拡充、内部監査室の役割の明確化とその拡大を検討する必要

がある。 
(ウ)取締役及び従業員の遵法意識の醸成 
① 何より取締役個々人が高い遵法意識を持って経営に当たることが重要である。 
② 法律専門家等を招いて、取締役の任務についての知見を高める方策を検討す

べきである。 
③ 従業員に対しては、コンプライアンスの講習会を開催するなどして、遵法意

識の醸成を図る対策が必要である。 
 

以 上 


