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社外調査委員会の調査報告書の受領に関するお知らせ 

 

当社は，平成２１年２月２６日付「社外調査委員会設置に関するお知らせ」にてお知らせ致しましたとおり，

平成２１年２月２０日付『「第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（ＣＢ）及び第４回，

第５回行使価額修正条項付新株予約権（ＭＳワラント）並びに第６回，第７回新株予約権（ワラント）の払込

完了に関するお知らせ」に関する訂正及び失権について』でお知らせ致しました内容について，事実関係の調

査，問題点の究明及び再発防止に向けた改善策の策定等のため，当社とは利害関係のない外部有識者から構成

する社外調査委員会を設置しておりました。 
これにつき，平成２１年３月３１日付で社外調査委員会より正式に調査報告書を受領致しましたので，本日

調査報告書（要旨）を別添にてご報告致します。 

なお，現在当社では社内調査委員会を設置し，今後の再発防止に向けた改善策の策定を検討しております。

今般の社外調査委員会の調査報告書の内容も踏まえ，今後も継続して改善策の策定を検討させて頂きますので，

確定致しましたらご報告させて頂きます。 

 

以上 



調 査 報 告 書（要旨） 
 
 
第１ 調査の概要 

 １ 社外調査委員会の設置に至る経緯 

平成２１年２月２０日，ジェイオーグループホールディングス株式会社（以下「ＪＯＧ社」という）

は，ＪＯＧ社が平成２１年２月１３日付「第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債

（ＣＢ）［以下「本件社債」という］及び第４回，第５回行使価額修正条項付新株予約権（ＭＳワラント）

並びに第６回，第７回新株予約権（ワラント）［以下「本件新株予約権」という］の払込完了に関するお

知らせ」と題する文書（以下「平成２１年２月１３日付開示文書」という）をＴＤＮＥＴに開示したこ

と及びＪＯＧ社が平成２１年２月１８日に大阪証券取引所に対し本件社債の払込が適切になされた旨の

ＦＡＸを送付したことについて，大阪証券取引所から法令違反及び適時開示規則違反があるのではない

かとの指摘を受けた。 

そこで，ＪＯＧ社は，自ら社外調査委員会を設置し，法律専門家らによる客観性のある調査を受ける

必要性があると判断して，同調査を当外部調査委員会に委嘱した。 

 

２ 社外調査委員会の構成 

    委員長 水田利裕  （弁護士） 

    委 員 田中一郎  （弁護士） 

    委 員 山田拓幸  （公認会計士） 

  

３ 調査目的 

(１) 以下の事項に関連する事実調査及び違法性等の調査 

(a) ＪＯＧ社における平成２１年２月１３日付開示文書の開示 

(b) 同月１８日に同社が大阪証券取引所に対し内容虚偽の文書を送付した行為 

(２) 上記(a)(b)の行為の発生原因及び改善策の提言 

    

第２ 調査結果 

 １ 当調査委員会が認定した事実 

 

(１) 本件に関する重要な事実 

   (一) 平成２１年２月１２日午後１１時５５分ころ，ＪＯＧ社代表取締役社長（当時）兵庫久昭（以下

「前社長兵庫」という）は，本件社債（額面金額３億円）について，実際には，ＪＯＧ社名義の口座

に３億円の着金がなく，また，現金３億円をＪＯＧ社が受領するなど本件社債の「払込」と同視しう

る事実がないにもかかわらず，同社社長室社員（以下「社長室社員」という）に対し，予め作成させ

ていた「本件社債について，平成２１年２月１２日に予定通り，払込が完了した」旨の平成２１年２

月１３日付開示文書の開示を指示し，同月１３日午前０時２０分ころ，社長室社員をして同文書をＴ

ＤＮＥＴに開示させた。 

    

(二) 平成２１年２月１７日午後７時ころ，前社長兵庫は，社長室社員に対し，新生銀行の作成名義に

係る口座情報を記載した文書について，実際には同銀行のＪＯＧ社名義の口座に本件社債の払込金３

億円が入金されていないにもかかわらず，同金員が入金されたよう同口座情報を改ざんしたものを作

成するように指示し，この指示を受けて，社長室社員は，真正に作成された新生銀行の口座情報をも

とに，本件社債について３億円の払込がなされた旨の同銀行の口座情報と題する文書を作成した。 

翌日である平成２１年２月１８日午前１０時すぎ，前社長兵庫は，社長室社員に対し，前日に作

成した新生銀行作成名義に係る内容を改ざんした口座情報を大阪証券取引所に対しＦＡＸにより送

付するように指示し，社長室社員をして，同口座情報を大阪証券取引所に対しＦＡＸにより送信さ

せた。 



 

  (２) 本件の経緯（背景となる事情等） 

   (一) 本件社債等発行の端緒 

平成２０年７月３１日から８月上旬にかけて，Ａ社の会長Ｈ氏から前社長兵庫らに対し，神戸の

資産家がＪＯＧ社へ２，３億円の投資を希望している旨の連絡があった。  

平成２０年８月中旬には，Ｈ氏から前社長兵庫に対し，実質的な投資者が甲氏であり，甲氏はＢ

社のオーナーであるとして，Ｂ社に関する帝国データバンク報告書が送付された。８月２１日には，

Ａ社に属するＣ社の代表取締役社長であるＳ氏から，前社長兵庫らに対しＢ社（取締役社長甲）名

義及びＤ社（代表取締役乙）名義の「資本参加に関する表明書」が送付され，そこには引受総額を

２億円とするエクイティ・ファイナンス引受の意向が示され，引受を行う法人として特別目的会社

を設立予定であることが記載されていた。 

     ８月２２日には，Ｓ氏から前社長兵庫らに対し，上記ファイナンスに関するＣ社とＪＯＧ社との間

の「コンサルティング契約書（案）」が送付された（同コンサルティング契約書は平成２０年１０月３

日付で調印された）。  

平成２０年８月には，前社長兵庫及びＪＯＧ社取締役光成英一朗（以下「光成」という）は，甲

氏及び乙氏と面談した。 

平成２０年９月末ころ，前社長兵庫は，Ｃ社から，今回の増資引受側のアドバーザーとしてＥ社

の従業員であるＴ氏を紹介された。このころから１０月中旬にかけて，ＪＯＧ社はＣ社によるデュ

ーデリジェンスを受けた。 

平成２０年１０月から１１月にかけては，Ｓ氏からＢ社側の提案を提示され，基本は転換社債の

引受であること，別途「ＡＺＡＢＵ ＣＡＰＩＴＡＬ」という海外法人からの出資という形態をと

ることを説明された。 

 

(二) 本件社債等発行の具体化 

平成２１年１月７日にはＳ氏から前社長兵庫に対し，アザブの登記書類，平成２０年１２月１０

日付金銭消費貸借契約書（貸主は投資者甲，借主は弁護士Ｏ，貸付金額は１億円），平成２０年１２

月１０日付金銭消費貸借契約書（貸主は投資者丙，借主は弁護士Ｏ，貸付金額は１億円），平成２０

年６月２０日付口座管理委託契約書（委託者：アザブ，受託者：弁護士Ｏ）が送付された。 

   前社長兵庫は，Ｓ氏から，大阪の弁護士Ｏがアザブとの間の口座管理委託契約上の受託者として甲

氏らから本件社債の払込金にあてるため，すでに合計２億円を預かっている旨の説明を受けて，上記

各書類を確認してその説明内容を信用した。 

平成２１年１月９日から１２日にかけて，Ｓ氏から前社長兵庫に対し，アザブの資金提供者の一

人である丙氏に関する資料として，丙氏の印鑑登録証明書及び履歴書等が送付された。 

     平成２１年１月中旬からは，ＪＯＧ社では本件社債の発行に関する開示文書案や有価証券届出書案

が具体的に作成され，Ｃ社からは丙氏に関する引受先は「スターライト第１号投資事業組合」となる

旨の連絡があり，同組合の投資事業組合契約書，業務執行者の履歴書等が送付された。 

また，１月２３日までに，アザブやスターライトとＪＯＧ社との間の「総額引受契約書（案）」及

び「法律意見書（本件社債等の発行が適法との内容）」（いずれも弁護士Ｍ作成）がＪＯＧ社に送付

され，「本件社債の評価報告書」などが送付された。 

これらの資料に基づき，ＪＯＧ社では，平成２１年１月２３日付で，「第４回ないし第７回新株

予約権の募集事項の決定，第１回無担保新株予約権付社債の募集事項の決定，各新株予約権の割当

と総額買受契約の締結及び同社債の割当と総額引受契約の締結」を承認する旨の取締役会議事録が

作成された。 

同日，ＪＯＧ社は本件社債等の発行に関する開示文書をＴＤＮＥＴにて開示した。 

  

(三) 払込期日直前の状況 

１月２３日の本件社債等の発行の開示後に，ＪＯＧ社の連結子会社であるネステージ（ジャスダ

ック上場）において調達予定であった１月末の資金が見込めなくなったことが発覚した。ネステー

ジがＦ社から１億５０００万円の短期借入を行なうこととなり，ＪＯＧ社より子会社３社の株式を



担保として提供した。この１億５０００万円の返済期日が２月１６日とされたのはＦ社からの強い

要望に基づき，本件社債の払込金を返済にあてることが前提とされていた。 

２月９日には，Ｔ氏から前社長兵庫に対し，アザブの常任代理人をＹ氏に変更するように依頼が

あったが，Ｙ氏が代表取締役となっているＧ社の定款にはキャバレーの運営が入っていたため，前

社長兵庫は，反社会的勢力ではないかをＳ氏を通じて問い合わせたところ，実際にはキャバレーを

運営していないこと，また，同定款の目的からキャバレーの運営をすぐに外すことを説明され，Ｙ

氏が反社会的勢力ではないと判断した。 

 

(四) ２月１３日に内部虚偽の開示文書をＴＤＮＥＴに開示した具体的状況  

本件社債の払込期日は，平成２１年２月１２日と定められていた。 

     本件社債は，アザブとスターライトに対し，第三者割当てによりそれぞれ額面１億５０００万円が

割り当てられ，２月１２日にＪＯＧ社が新生銀行に有している口座へ本件社債の払込金が各１億５０

００万円ずつ振込み送金される予定であった。「払込期日 ２月１２日」とは，取引通念上，新生銀

行の通常業務がなされている同日午後３時までに，ＪＯＧ社の上記口座へ本件社債の払込金の着金を

完了することを要すると考えられるが，２月１２日午後３時ころまでに，ＪＯＧ社名義の口座には本

件社債の払込金３億円の着金はなかった。 

     同日の午後３時３０分ころから４時ころにかけて，弁護士Ｍに社長室社員と前社長兵庫がそれぞれ

電話をしたところ，「社債は払込期日に払込がなくても直ちには失権しない。口座に入金がなくとも現

金ないしは当該残高のある預金通帳と銀行印を預かることで払込があったと解釈することが可能。」と

のアドバイスを受けた。 

     弁護士のアドバイスを受けて，前社長兵庫が本件ファイナンスの紹介者の１人であるＴ氏に対し，

実質的な引受先名義の預金通帳（３億円以上の残高があるもの）と同引受先の銀行届出印を預かるこ

とができないかを交渉したところ，前社長兵庫はＴ氏から１２日の午後７時４２分に「みなと銀行明

石支店の普通預金口座（預金名義人 社会福祉法人Ｈ理事長丁）の預金通帳をＦＡＸしてもらい，１

２日中には上記内容の預金通帳と銀行届出印を預かることが可能であると考えた。ＦＡＸされた預金

通帳の残高は３億円を超えていた。 

     従前から，前社長兵庫は，社会福祉法人Ｈについて，スターライトの出資者である丙氏が実質的に

運営している法人と聞いていた。１２日の午後１１時５５分ころには，Ｔ氏から前社長兵庫に対し「銀

行印と通帳を確保した。あと３０分程度で到着できる。何とか失権にならないようにお願いしたい。」

との連絡があった。 

そこで，前社長兵庫は，まもなく確実に預金通帳と銀行印を入手でき，かつ，１３日の午前中に

はＪＯＧ社の口座へ確実に本件社債の払込金を入金できると考えて，平成２１年２月１３日付開示

文書の開示を指示した。 

ただし，実際には，１２日午後１１時５５分ころにおいて，前社長兵庫は，本件社債の払込金３

億円がＪＯＧ社名義の口座へ着金していなかったほか，実質的な引受人名義の預金通帳（３億円以

上の残高があるもの）と同引受先の銀行届出印を預かることには成功していなかった。 

前社長兵庫が２月１２，１３日の段階で本件社債を失権させ，その旨の適時開示をしなかった動

機は，以下の４点である。 

    ① ネステージの資金需要及び同社の短期借入金の担保としてＪＯＧ社の連結子会社３社の株式

を差し入れており，その担保実行をおそれたこと 

     ② 今回のファイナンスでは，本件社債とともにＮＤＣ（ＮＤＣ リスク・ヘッジ・ファンド）な

どに対する新株予約権（ワラント）の発行をしており，本件社債を失権させるとＮＤＣらがワラ

ント引受契約を解除する危険性があった。さらに，ＮＤＣにはネステージに対する投資も検討し

てもらっていたが，この投資の可能性が無くなることが予想された。 

     ③ 本件社債が失権となると，証券市場一般や取引先金融機関に対して，ジェイオーグループ全体

の信用が失墜してしまうことが予想された。 

     ④ ＪＯＧ社の連結子会社であったジェイオー建設が大阪地方裁判所で民事再生手続中であるとこ

ろＪＯＧ社はジェイオー建設の債務について連帯保証をしているものがあり，本件社債の払込金

をその連帯保証債務の弁済に充てる予定としていたため，もし，本件社債を失権させて，この連



帯保証債務の弁済ができないときには，ジェイオー建設の民事再生手続にも重大な悪影響を与え

ることが予想された。 

２月１２日の午後１１時５５分ころ，内線電話で社長室にいた前社長兵庫から社長室社員へ電話

があり，「もう大丈夫だから，（払込）完了の方の開示出してくれ」と指示をした。実際に，社長室

社員がＴＤＮＥＴへ平成１２年２月１３日付開示文書を送信したのは，１３日の午前０時２０分こ

ろであった。 

 

(五) 大阪証券取引所に対し改ざんした銀行の口座情報を送付した具体的状況 

平成２１年２月１３日から１７日にかけて，大阪証券取引所から前社長兵庫及び社長室社員に対

し，再三にわたり，本件社債の払込金３億円がＪＯＧ社の口座へ着金したことを示すエビデンスを

送付するようにとの指示があった。 

２月１６日に，ＪＯＧ社が新生銀行に開設している口座へ，「アザブ・キャピタル・リミテッド」

から１億５０００万円の入金があった。これは，本件社債の実質的な引受先の一人であるＢ社（の

代表取締役甲氏）が「アザブ・キャピタル・リミテッド」名義でＪＯＧ社の上記口座へ振込送金し

たものであった。 

２月１７日午後７時ころ，前社長兵庫は社長室社員に対し，真正に作成された新生銀行の口座情

報を加工して，同銀行の口座情報の改ざんを指示し，この指示を受けて，社長室社員は，コンピュ

ーターのソフトを利用して，アザブとスターライトからそれぞれ１億５０００万円ずつ送金があっ

たとの内容に口座情報を改ざんし，それをプリンターで印刷して，前社長兵庫が同印刷物の内容を

確認した。 

１８日午前９時１０分ころから２０分ころにかけても，大阪証券取引所から社長室社員に対し，

本件社債の払込金３億円がＪＯＧ社の口座へ着金したことを示すエビデンスを送付するように，本

日送付しなければ相応の処置をとる旨の連絡があり，社長室社員は前社長兵庫に対し，その旨を伝

えた。 

前社長兵庫は，１８日午前１０時ころ，社長室社員に対し，上記の改ざんした口座情報を大阪証

券取引所へＦＡＸ送信するように指示した。 

この直後に，社長室社員は，同取引所へ上記の改ざんした口座情報をＦＡＸにより送信した。 

 

(六) 発覚の経緯 

２月１９日午後３時ころ，ＪＯＧ社の社長室において，前社長兵庫は光成に対し，大阪証券取引

所へ金が入っていないのに入っていると虚偽の報告をしたこと，大阪証券取引所へ通帳のコピーの

改ざんを送ったことを告白した。 

また，前社長兵庫はＪＯＧ社取締役近藤勝司（以下「近藤」という）に対しても同様の告白をし

た。 

２月２０日，光成及び近藤は，弁護士及び公認会計士と相談したところ，直ちに大阪証券取引所

へ報告すべきとのアドバイスを受け，同日午後５時ころ，大阪証券取引所を訪問して，２月１３日

付開示が内容虚偽であったこと及び２月１８日に改ざんした口座情報を送付したことを報告した。 

光成及び近藤は，大阪証券取引所から直ちに本件社債の失権等の開示を行うように指導され，２

月２０日中に，本件社債が全部失権となったこと及び外部の有識者による社外調査委員会を設置す

ることを開示した。 

 

(３) 本件に関連する事項の意思決定過程等 

(一) 本件社債等の引受契約締結等 

平成２１年１月２３日付で，「第４回ないし第７回新株予約権の募集事項の決定，第１回無担保

新株予約権付社債の募集事項の決定，各新株予約権の割当と総額買受契約の締結及び同社債の割当

と総額引受契約の締結」を承認する旨の取締役会議事録が作成され，同議事録には取締役である兵

庫，光成，近藤及び監査役大西の印鑑が押印されている。 

     これらの各決議には，新株予約権の総額買受契約及び本件社債の総額引受契約に係る相手方との交

渉及び詳細条件の決定を代表取締役（兵庫）に一任する旨の決議が付されている。 



     なお，ＪＯＧ社にはほかの役員として２名の社外監査役（１名は弁護士，１名は税理士）が存在す

るが，これらの社外監査役は上記取締役会議事録に押印していない。 

  上記取締役会決議は，実際には持ち回り決議としてなされた。 

   

(二) 平成２１年２月１３日付開示文書の開示について 

     前社長兵庫が指示して，社長室社員をして行わせた。 

 

(三) ２月１７日に改ざんした口座情報を作成し，２月１８日に大阪証券取引所に対して改ざんした銀

行の口座情報を送付したことについて 

     前社長兵庫が社長室社員に対し，新生銀行の口座情報の改ざん及び大阪証券取引所へのＦＡＸを指

示して，社長室社員がこれらの行為を行った。 

 

(四) 内部統制の体制について 

ＪＯＧ社は同社の経営管理本部経営管理課課長をジェイオーグループ全体の内部統制の担当者と

して，社内規定の整備，運用，体制作り，改善策の提案，改善スケジュールの管理，取締役会への

報告，取締役会の意見のフィードバックをさせていた。 

社内規定を整備し，グループ各社の社長らに説明会の開催，各社全体（全社員）に対する内部統

制に関するアンケート調査の実施・取締役会への調査結果の報告，毎月グループ各社の役員らとの

面談の実施がなされていた。 

 

(４) その他参考事項 

平成２１年１月３１日付で，ＪＯＧ社の連結子会社であるネステージは資金繰りのため，返済期日２

月１６日として，Ｆ社から１億５０００万円を借り入れた。その際，ＪＯＧ社は，その連結子会社３社

の各全株式を同貸金返還債務の担保として提供した。 

平成２１年２月１６日，Ｂ社の代表取締役甲氏は，アザブ名義でＪＯＧ社名義の口座へ本件社債の払

込金として金１億５０００万円を振込支払ったが，同日，ＪＯＧ社は，この１億５０００万円を原資と

してネステージに対し，返済日を平成２１年３月３１日として，貸し付けた。ネステージは，ＪＯＧ社

から借り入れた１億５０００万円を原資として，２月１６日にＦ社に対し，１億５０００万円を返済し

た。 

平成２１年２月２０日，ＪＯＧ社は本件社債を３億円全部について失権させたことから，ＪＯＧ社が

実質的にＢ社から調達した１億５０００万円を保有する法律上の根拠は失われ，ＪＯＧ社は１億５００

０万円を返還すべき債務を負担していることになる。 

その後，Ｂ社の代理人弁護士からＪＯＧ社に対し，上記１億５０００万円を返還せよとの通知がなさ

れ，現在，交渉中であるが，本日現在において，Ｂ社とＪＯＧ社の間において，訴訟が係属していると

の情報はない。 

 

２ 当調査委員会の結論 

  (１) 刑事法上の違法性 

   (一) ２月１３日に内容虚偽の開示文書をＴＤＮＥＴに開示したことについて－「風説の流布・偽計」

（金商法第１５８条，第１９７条１項５号）の成否 

本件では，本件社債について実際には３億円の払い込みがなかったのに，払込があったという開

示がなされた行為が，金商法第１５８条による風説の流布・偽計等の禁止の「偽計」に該当する疑

いはあるが，平成２１年２月１２日から３月２日までのＪＯＧ社の株価の状況（終値と出来高）の

推移自体から，客観的に「相場変動等の目的」を認めることは困難であり，また，関係者らのヒア

リング等においても，「相場変動等の目的」を認めるに足りる証拠はなかった。 

よって，「相場変動等の目的」を欠くと考える。 

 

(二) ２月１７日に改ざんした口座情報を作成し，２月１８日に大阪証券取引所に対する改ざんした銀

行の口座情報を送付したことについて－私文書偽造罪，偽造私文書行使罪の成否 



前社長兵庫が２月１７日に改ざんした口座情報の作成を指示し，この指示を受けて社長室社員が

コンピューターのソフトを利用して，アザブとスターライトからそれぞれ１億５０００万円ずつの

送金があったとの内容に口座情報を改ざんし，それをプリンターで印刷した行為は，両名に対し私

文書偽造罪が成立すると判断する。 

前社長兵庫は，１８日午前１０時ころ，社長室社員に対し，上記の改ざんした口座情報を大阪証

券取引所へＦＡＸ送信するように指示して，この直後に，社長室社員が同取引所へ上記の改ざんし

た口座情報をＦＡＸにより送信した行為については，両名に対し偽造私文書行使罪が成立すると判

断する。 

 

(２) 民事・商事法上の違法性（適時開示規則違反を含む） 

   (一) 適時開示規則違反について 

ア ２月１３日に内容虚偽の開示文書をＴＤＮＥＴに開示した行為が適時開示規則に違反すること

は明らかというべきである。 

本件社債の払込金が払込期日までに払い込まれなかった事実が「当該上場会社の運営等に関す

る重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの」（適時開示規則第２条１項

(2)Ｘ）に該当することは明らかである。 

実質的な引受人名義の預金通帳と銀行届出印を預かることをもって，「本件社債の『払込』が

完了」と解釈するとの立場を採用するとしても，本件では上記開示の時点までにそのような預金

通帳と銀行届出印を預かることができなかったのであるから，「本件社債について，平成２１年

２月１２日に予定通り，払込が完了した」旨の平成２１年２月１３日付開示文書の内容は「正

確・・・な会社情報の開示」（適時開示規則第１条２項）ではありえない。 

イ また，ＪＯＧ社が本件社債の払込金が払い込まれなかったことを２月２０日まで開示しなかっ

たという不作為についても，「適時，適切な会社情報の開示」及び「迅速，正確かつ公平な会社

情報の開示」（同規則第１条２項）とはいえない。 

 

(二) 善管注意義務・忠実義務違反について 

ア ２月１３日に内容虚偽の開示文書をＴＤＮＥＴに開示したことなどについて，適時開示規則違

反は善管注意義務・忠実義務違反を構成する。 

証券取引所が定める適時開示規則は，上場会社と証券取引所との間の株券等上場契約に基づき，

上場会社が遵守を求められる事項を定めたものであるが，同規則は証券取引所の経済的利益を守

るために規定されたものではなく，金融商品取引市場の公正の確保と投資者保護を目的とする公

益的なものであることからして，上場会社の取締役はこれを法令に準ずるものとして遵守する義

務があり，その違反は取締役としての善管 注意義務及び忠実義務の違反を構成すると考える。 

本件において，前社長兵庫が２月１３日付開示文書を開示したこと及び本件社債の払込金が払

い込まれなかったことを２月２０日まで開示しなかったという不作為については，上記のとおり

適時開示規則違反となるとともに，同人の取締役としての善管注意義務・忠実義務違反を構成す

ることになる。 

イ ２月１７日に改ざんした口座情報を作成し，２月１８日に大阪証券取引所に対する改ざんした

銀行の口座情報を送付した行為は，刑法上の私文書偽造罪及び偽造私文書行使罪に該当する「法

令」（会社法第３５５条）違反となり，前社長兵庫に関して取締役としての善管注意義務・忠実義

務違反となる。 

ウ ただし，前社長兵庫の上記各行為によるＪＯＧ社の具体的な損害は，現時点では必ずしも明ら

かではなく，会社法第４２３条の損害賠償責任が成立するかについては判断を留保する。 

 

(３) 本件の発生原因 

   (一) 総論 

本件に関し当調査委員会が認定した上記主要な事実が発生した原因は，共通しており，個々別々な

ものではなく，その発生原因は，以下に述べるように一つではなく複数ある。よって，今後このよう

な事実が発生させないためには，以下に述べる複数の発生原因全ての改善が必要である。 



 

(二) 前社長兵庫１名への過度の権限集中 

前社長兵庫がエクイティ・ファイナンスなど資本政策のスキーム構築に関連する事項全般及び社

長としてＪＯＧ社の業務執行全般の統括を担当しており，実質的に推進部門と牽制部門の両方を同

人が兼務し，同人に一切任せていたことから，社長兵庫に本件社債の発行に関する権限が過度に集

中する状況となってしまっていた。 

 

(三) 取締役会，監査役によるコントロール不全 

ＪＯＧ社では，資本政策のスキーム構築に関連する事項については，前社長兵庫がファイナンスに

関する知識が豊富であり，ファイナンスに関わるコンサルティング会社を含む人的関係も有していた

ところから，従来から同人を中心に行われていた。 

前社長兵庫への過度の信頼の中，平成２１年１月２３日付で，「第４回ないし第７回新株予約権の

募集事項の決定，第１回無担保新株予約権付社債の募集事項の決定，各新株予約権の割当と総額買受

契約の締結及び同社債の割当と総額引受契約の締結」を承認する旨の持ち回り決議での取締役会議事

録が作成された。さらに，この決議には，新株予約権の総額買受契約及び本件社債の総額引受契約に

係る相手方との交渉及び詳細条件の決定を代表取締役（兵庫）に一任する旨の決議が付されている。 

同決議が持ち回りで行われたこと自体が会社法違反であるほか，この一任決議には，相手方との交

渉及び詳細条件決定の途中経過に関して取締役，取締役会あるいは監査役への報告義務，重要事項の

事前の相談義務等に関して何ら決められておらず，前社長兵庫に対する無制約の完全なる一任決議で

あった。さらに，この取締役会議事録からは，この取締役会では，特段，本件社債発行に関してどの

ようなリスクの発生が予測されるか，そのリスク発生についてどのように対処するかという事柄につ

いて議論がされた形跡も窺われない。 

以上のような状況であり，本件社債発行に関して，取締役会，監査役による前社長兵庫に対するコ

ントロールは全く期待できず，両機関はこの面では機能不全の状態に陥っていたと評価せざるを得な

い。 

 

(四) 会社全体としての想定外のリスク発生の場合の対応体制の不十分さ 

ＪＯＧ社では，会社全体として，事前にリスクを予想して予め対策を考慮しておくことがなされ

ていなかったと思われるほか，もし，想定外のリスクが発生した場合には，誰がどのようにして対

応するのかという体制の整備も不十分であったと考える。 

 

(五) 適時開示の際のルールが不明確  

適時開示をする際のルールに関しては社内規定において明文化されておらず，また，本件社債発

行等のエクイティ・ファイナンスに関する開示ついてのルールも定められていなかった。 

 

(六) 背景（社内全体の文化，倫理の問題を含む） 

ア ＪＯＧ社においては，内部統制に関しては社内規定も一応は整い，実際の運用も一応なされて

いる。 

しかし，それらの遵守を指導する立場のトップである代表取締役社長自身がこれらの規定ある

いはそれ以前の法令及び法令に準ずる適時開示規則を遵守しなかったこと，そして，事前にはそ

のことを誰も気付かず，助言するなど助け合うことができなかったことに本件の根深さがある。 

イ 実質的な引受先，仲介者等の選定・審査の体制に不備があったといわざるを得ない。 

ウ ＪＯＧ社は多くの弁護士と付き合いはあり一応は相談分野ごとに弁護士を使い分けているかの

ようであるが，実際は，場当たり的に，相談する者が相談しやすい弁護士に相談するという利用

の仕方であり，組織的あるいは機能的に弁護士のサポートを受けているとは言いがたい。また，

重大なリスクが発生した際における弁護士への相談のルール(例えば複数の弁護士の意見を徴求

する等というルール）も明文化されていなかった。 

エ 本件の場合も，前社長兵庫が本件社債等の契約書の作成を依頼した弁護士Ｍに相談しただけで

ある。そして，弁護士Ｍの回答内容が，本件社債を失権させたくないという自己の意思と合致し



たためか，弁護士Ｍの回答に対する他の弁護士の意見を徴求しようともしていない。 

オ ＪＯＧ社では，「内部通報制度規程」及び「内部通報制度ガイドライン」が存在し，いわゆる

内部通報制度は存在し，通報先は，「社長室」のほか「内部監査室」及び「常勤監査役」とされて

いたが，実際には内部通報制度が全く機能しなかった。 

その原因は，緊急に通報する方法が確立されていなかったこと，通報しやすい社内文化（トッ

プの違法行為であっても通報すれば直ちに会社全体が責任をもって違法行為の抑止に動き，かつ，

通報者を保護するという文化）がなかったこと，通報先が「社長室」・「内部監査室」・「常勤監査

役」に限定されていたことである。 

 

(４) 改善策の提言 

(一) 担当取締役以外の役員らによる情報の共有化と牽制部門の強化 

     社外役員を含めた役員全員に対するリスク情報共有システム（たとえば，Ｅメール，社内ＬＡＮな

どのＩＴの活用など）の確立が必要である。 

     また，リスクの予測体制を充実させるために，取締役会では実際に一同が会して様々な議論をする

ようにするほか，できるだけ担当取締役への一任決議は避け，もし一任決議をせざるを得ない場合に

も途中経過に関して取締役，取締役会あるいは監査役への報告義務，重要事項の事前の相談義務を課

すべきであると考える。 

 

(二) 会社全体としての想定外のリスク発生の場合の対応体制の充実 

     夜間，早朝，休日を問わず，従業員であっても役員であっても，会社にとって重大なリスクを察知

したときには，直ちに役員等へ連絡をして，連絡を受けた役員は全責任をもって，ほかの役員らと連

携しつつ，組織的対応をするというルールを確立する必要がある。 

 

(三) 適時開示の際のルールの文書化，ルール遵守の徹底 

     一般的な適時開示の際には，いかなる社内手続が必要かを社内規定として整備し，また，エクイテ

ィ・ファイナンスなどの多様なリスクが予想される場合の開示ルールについては厳格な手続を規定し，

それぞれ規程にしたがった運用を徹底することが必要である。 

  

(四) その他 

ア 法律専門家等によるアドバイスを求める体制の整備 

弁護士等による法律専門家のアドバイスを求める体制については，緊急の場合の相談体制を整

備すること及び重大なリスクが発生した場合には複数の法律専門家の意見を徴求して会社として

の意思決定をすることをルール化することが必要であると考える。 

イ 幹事証券会社等によるアドバイスを求める体制の整備 

エクイティ・ファイナンスについても，実質的な引受先，仲介者等の選定・審査過程において，

弁護士等の法律専門家のアドバイスを受ける体制（特に非財務事項の審査）を整備するほか，証

券取引所や信用性の高い幹事証券会社など中立的かつ信頼できるアドバイザーのアドバイスを受

ける体制を整備すべきである。 

 

以 上 


