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平成２１年５月１５日 

 

各  位 

 

会 社 名 日本コークス工業株式会社 

代表者名 代表取締役社長 小倉 清明 

（コード番号３３１５ 東証第１部） 

問合せ先 総務部 秘書･広報室長 益田 明  

（TEL ０３－５５６０－１３１１） 

 

石炭取引損失に関する調査結果について 

 

 当社は、平成２１年３月１３日、「業績予想の修正に関するお知らせ」におきまして、特

定管理職社員が社内ルールに違反して、販売先の確定していない石炭の発注を行っていた

こと、ならびに、これによる損失額は現在の市況と為替相場を前提とした場合、約６０億

円と見込まれ、当該損失を平成２１年３月期に計上する旨を公表致しました。 

また、本件に関する事実関係の精査・検証等を行い、全容の解明を図るため、「調査委員

会」を設置致しました。 

今般、同調査委員会による調査が終了しましたので、本日開催の取締役会において調査

報告内容を確認するとともに、提言された内容に沿って再発防止策を実施することを決定

致しました。あわせて、調査結果を踏まえ、社内関係者に対する厳正な処分等を実施する

ことと致しましたので、下記のとおりお知らせ致します。 

 

今回の件に関しましては、株主の皆様をはじめ関係の皆様に、多大なご迷惑とご心配を

おかけし心からお詫び申し上げます。 

当社といたしましては、調査報告内容を真摯に受け止め、これを契機として、再発防止

策の着実な実行および内部統制部門や業務監査部門によるモニタリングなどを通じ、内部

統制のなお一層の強化を図り、信頼の回復に努めて参る所存ですので、この段何卒ご理解

を賜りまして、引き続き一層のご支援・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

記 

 

１．調査委員会による調査結果 

（詳細については、別添の「調査報告書（概要）」をご参照下さい。） 

(1) 調査委員会のメンバー 

   委員長  弁護士 児玉 公男 

   委 員  弁護士 齋藤 祐一  外５名 
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(2) 調査事項 

   特定管理職社員が社内ルールに違反し実行した石炭取引に関する発生経緯・原

因・理由、同取引を防止できなかった原因・理由、関係者の法的責任の有無等 

(3) 調査方法 

   関係資料の調査および当事者、社内関係者（取締役を含む）からの事情聴取 

(4) 調査結果 

  ・ 本件は、特定管理職社員が、過去の違反行為の発覚を防ぐこと、過去の違反行

為による損失を取り戻すことなどを意図し、故意に社内ルール違反行為を繰り返

し、会社に大きな損害を与えた特に悪質な事案である。 

・ 特定管理職社員を指導、監督すべき立場にあった元上司（平成 20 年 6 月退職済）

は、当該社員の違反行為を黙認するばかりか、経営陣に対して虚偽の報告を繰り

返すこと等により当該社員の違反行為を隠蔽、助長したものである。 

・ 元上司の退職後、後任となった特定管理職社員の現上司は、本件違反行為に関

与していないものの、特定管理職社員を注意深く監督していれば、本件違反行為

を発見、阻止できる立場にあったが、当該社員による虚偽の報告を信じ、これを

発見することができなかった。現上司は、職責として、積極的に違反行為の有無

をチェックするなど厳正な管理を行うべきところ、本件違反行為を見逃した点に

つき、過失による管理不行届きがあり、損害が巨額に上ること等を考慮すれば、

その責任は軽視できない。 

・ 代表取締役以下各取締役においては、取締役として期待される監督義務を尽く

していたと評価することができ、法的な過失はない。 

・ 会社においては、石炭部内のみならず、石炭部外によるチェック体制及び内部

統制システムも一定程度構築され、随時、その強化が図られていた。しかし、本

件違反行為は、特定管理職社員が、多額の見込み損失の発覚を免れるために「仕

入・販売の同時契約の原則」の社内ルールに違反し、必要な上申を行わずに単独

で、仕入先と契約を締結し、また、その一部については元上司も当該社員と同調

してこれを隠し続けたため、他の関係者がこれを発見することはできなかったも

のである。 

 

２．関係者の処分 
   本件に関し、本日、次の社内処分を実施致しました。 
 
  ・現石炭部特定管理職社員  懲戒解雇 
  ・現上司          降  格 
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３．取締役報酬の一部自主返上 
   以下の各取締役は、本事案の影響の大きさに鑑み、結果責任の観点から、次のとお

り取締役報酬を自主返上することと致しました（平成２１年５月から実施）。 
 
  ・代表取締役社長 小倉 清明            月額報酬額 30％を 2 ヶ月 
  ・取締役副社長  柿原康一郎（コンプライアンス担当）  月額報酬額 20％を 2 ヶ月  
  ・常務取締役   服部 明夫（石炭部担当）     月額報酬額 30％を 2 ヶ月 
  ・取締役     鍜治屋和博（リスク管理担当）   月額報酬額 20％を 2 ヶ月 
 
４．再発防止策 
  社内における本件の原因の究明・分析の結果、以下の再発防止策を策定しております。 
  また、これら対策については、平成 21 年 3 月中より実施しておりますが、調査委員会

からも本件類似事案発生に一定の抑止効果・実効性が見込まれるものとの評価を得てお

ります。なお、(8)の「成約残高のシステム統制の強化」については、(2)で実施中の対策

をシステム的に管理する方策であり、平成 21 年 7 月末までにシステム開発を終え、運用

を開始する予定です。 
 
（1）仕入・販売契約決裁手続の改善・強化（仕入販売同時履行の確認を厳格化） 
（2）仕入販売契約一覧表による成約・契約履行状況の見える化・共有化 
（3）ヤード在庫管理体制の強化（石炭部・北九州事業所の連携による入荷・出荷管理体制

の見直し・強化） 
（4）仕入代金支払時の管理強化 
（5）石炭部内の組織体制見直しと定期的ローテーションの実行 
（6）情報共有化を含む石炭部内業務運営体制の見直し 
（7）定期的な仕入先との成約残高確認 
（8）成約残高のシステム統制の強化（成約管理システムの開発） 
（9）決裁権限の見直し 
（10）業務監査モニタリングの強化（業務監査部門の体制強化と業務監査の充実） 
（11）石炭部に対する内部統制のモニタリングの強化 
（12）コンプライアンスの徹底（コンプライアンス教育による啓蒙強化、内部通報制度の

利用促進） 
 

以 上 
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調査報告書（概要） 

 
 
 

調査委員会 
（石炭取引に係る社内ルール違反事案に関する調査委員会） 

平成２１年５月１１日 
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はじめに 

第１節 事実の公表と調査委員会の設置 

日本コークス工業株式会社（旧商号三井鉱山株式会社）（以下、「会社」とい

う。）は、特定管理職社員が「仕入・販売同時契約を原則とする社内ルール」に逸

脱して販売先の確定していない石炭の仕入れを行った結果、仕入価格と現在の市況

価格に差異が生じたこと等により、平成２１年３月１３日、平成２１年３月期の業

績予想修正を東京証券取引所に開示した。同時に、会社は、当該石炭取引に関する

損失発生について、事実関係の精査・検証を行い全容の解明を図ると共に、その結

果をふまえ社内関係者に対する厳正な処分を行うこととし、そのための機関として

以下の構成による調査委員会を設置した。 

委員長  弁護士 児 玉 公 男 

委 員  弁護士 斎 藤 祐 一 

        同  岩 田 拓 朗 

        同  井 上 裕 明 

        同  三 浦 繁 樹 

        同  根 本 健三郎 

        同  斉 藤 一 郎 

 

第２節 会社からの調査依頼事項 

第１ 調査依頼事項 

１ 仕入・販売同時契約の原則が存在しながら、それを逸脱した取引が行われた

原因・理由 

２ 上記逸脱した取引を防止できなかった原因・理由 

３ 関係者の法的責任の有無及びその内容 

４ 再発防止策 

第２ 調査項目 
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１ 石炭部における取引の実態・実績 

２ 石炭部における取引の方法の原則 

３ 石炭部における取引のチェック体制 

４ 仕入・販売同時契約の原則を逸脱した取引の特定およびその関与者 

５ 上記取引による損害額 

６ 上記取引における法的責任の所在・責任内容及びその理由 

７ 実行者、管理者、経営者 

第３ 調査対象（役職は調査報告時点） 

石炭部特定管理職社員Ａ、元上司Ｂ、現上司Ｃ、常務取締役（石炭部担当取

締役）服部明夫、代表取締役社長小倉清明、取締役副社長柿原康一郎、取締役

鍛冶屋和博、監査役 

第４ 調査方法 

会社に対して関係諸資料を徴求のうえ、これを精査するとともに、代表取締

役、取締役、担当者等合計９名と面接のうえ、事情聴取を行った。 

 

第１章 委員会の答申の趣旨 

第１節 関係者の法的責任について 

第１ 石炭部特定管理職社員Ａ 

Ａは、石炭部の存続を図ること、あるいは、過去の違反行為の発覚を防ぐこ

と、過去の違反行為による損失を取り戻すことなどを意図し、故意に違反行為

を繰り返した。このような故意をもって、違反行為を繰り返し、会社に大きな

損害を与えたことは、社員懲戒規則第５条第９号（「故意または重大な過失に

より会社に損害を与えたとき」）に該当し、その中でも特に悪質な事例にあた

ることから、Ａに対しては、懲戒解雇を含む懲戒処分が下されることが妥当で

ある。 

第２ 元上司Ｂ 
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Ａを指導、監督すべき立場にあったＢは、Ａの違反行為を黙認するばかりか、

経営陣に対して虚偽の報告を繰り返すこと等によりＡの違反行為を隠蔽、助長

したものであり、その責任については、Ａについて述べたものと同様である。

したがって、本来であれば、懲戒解雇を含む厳しい懲戒処分が下されてしかる

べきであるが、すでにＢは会社を退職しており懲戒処分を行えないことから、

損害賠償請求として、まず、退職金相当額の自主的な返還を求めるなどの措置

を検討すべきである。 

第３ 現上司Ｃ 

Ｂの退職後、後任となったＣは、本件違反行為については関与していないも

のの、Ａを注意深く監督していれば、本件違反行為を発見、阻止できる立場に

あった。しかしながら、Ｃは、Ａの業務に対する管理者として必要な監督を一

定程度行っていたものの、Ａによる虚偽の報告を信じたことにより、これを発

見することができなかったものであるが、必ずしも職務怠慢とまでは言い切る

ことができない。しかしながら、Ｃは、過失による管理不行届きにより、本件

違反行為を見逃したものであり、これは社員懲戒規則第６条（「業務に関する

指導ならびに管理不行届きにより、社員が懲戒処分を受けたとき」）に該当し、

損害が巨額に上ることなども考慮すれば、その責任は軽視できず、Ｃに対して

は、降格などを含む懲戒処分が下されることが相当である。 

第４ 常務取締役（石炭部担当取締役）服部明夫 

服部は、石炭部を直接担当する取締役兼執行役員として、本件違反行為を発

見し、阻止することを期待される立場にあったが、これを発見できなかった。

しかしながら、服部は、取締役として期待される職務を履行しており、また、

服部が本件違反行為を発見できなかったのは、ＡやＢによる虚偽の報告、虚偽

の書面などに起因している。したがって、服部は取締役として期待される監督

義務を尽くしていたと評価することができ、法的な過失はないというべきであ

る。 
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第５ 代表取締役社長小倉清明 

小倉は、石炭部担当の取締役（執行役員）をさらに指揮、監督する立場であ

り、石炭部の業務の 高責任者として、本件違反行為を発見し、阻止すること

を期待される立場にあったが、これを発見できなかった。しかしながら、小倉

は、期待される職務を履行しており、また、小倉が本件違反行為を発見できな

かったのは、ＡやＢによる虚偽の報告、虚偽の書面などに起因している。した

がって、小倉は期待される監督義務を尽くしていたと評価することができ、法

的な過失はないというべきである。 

第６ 取締役副社長柿原康一郎及び取締役鍛冶屋和博 

柿原は業務監査及びコンプライアンスを担当し、鍛冶屋はリスク管理を担当

する取締役である。両者は、いずれもその担当業務において、期待される職務

を履行しており、法的な過失はないというべきである。 

第７ 監査役 

監査役は、取締役の業務執行を監査する立場にあり、本件のような違反行為

を指摘し、これを取締役会に報告することなどを期待されている。しかしなが

ら、監査役は、期待される職務を執行しており、法的な過失はないというべき

である。 

第２節 再発防止策 

委員会は、会社がすでに実施した再発防止策をも考慮の上、以下のとおり、再発

防止策を提言する。 

１ 契約決裁手続の改善・強化 

２ 執行報告の徹底 

３ 取引交渉・成約・履行状況の一元化・共有化 

４ 北九州石炭ヤード在庫管理体制の強化 

５ 仕入代金の支払管理の強化 

６ 人事ローテーションの見直し 
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７ コンプライアンス教育の強化 

 

第２章 委員会の答申の理由 

第１節 委員会が認定した事実 

第１ 社内ルール 

１ 本店石炭部の一般炭取引に関する社内ルールの整備状況 

会社においては、平成１７年度に行われたリスク取引（石炭の市場価格の変

動によるリスクを会社が負担する取引）により損失が発生したことを契機とし

て、平成１８年８月９日、「石炭営業の評価（反省点）と今後の進め方（総

括）」（以下「８月基本原則」という）が作成され、以後、石炭部におけるリス

ク取引についての基本原則が社内ルール化された。その後、これを具体化する

細則として、平成１８年１０月２５日、「石炭営業の今後の取り組み方とリス

ク管理ルールについて」（以下「１０月細則」という）が作成され、リスク取

引についての管理ルールとして社内ルール化された。 

また、平成１９年９月１９日、平成２０年５月８日、同年８月８日、同年１

２月５日にそれぞれ業務フローチャートが作成されており、平成２１年３月３

０日付通達により社内ルールの厳格な徹底が図られている。 

２ ８月基本原則について 

８月基本原則では、石炭部の取引として、リスク取引を行うことは許容する

が、リスク取引については、石炭部から経営レベルに対し、リスクの上限を上

申し、経営レベルのコンセンサスを得た上で、その範囲内でのみこれを行うこ

ととされており、具体的なリスクの上限及びリスク管理ルールの細則は、別途、

石炭部が経営レベルに対して上申し、その承認を得るとされているものであり、

これは業務命令が明文化されたものと考えられる。同原則は、石炭部の管理職

を対象として、書面による個別配布という形で周知され、平成２１年３月まで

の間に合計３回の配布が行われており、そのほか、事業戦略会議等において、
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随時、確認、徹底が行われている。 

３ １０月細則について 

１０月細則は、８月基本原則を受けて、平成１８年下期の細則として作成さ

れたものである。リスク限度額は１億円とされ、毎週明け第１営業日に、リス

ク取引から発生している含み損益を算出し、石炭部から、経理部を経由して、

経理部担当役員に報告するものとされた。これについても業務命令が明文化さ

れたものと考えられる。同細則は、平成１８年１０月下旬、各グループリーダ

ーに書面により周知されている。 

なお、経営陣は、８月基本原則及び１０月細則作成当時、石炭部がリスク取

引を行わなくなった場合、石炭部の利益が下落するとの認識を有していたが、

平成１９年度以降、平成２０年度半ばまで、石炭市況のかつてない高騰が続い

たことのほか、電力向け石炭以外の部門の収益が大きく伸びたことなどの特別

な要因があったため、石炭部の利益が減少しないことは必ずしも不自然とはい

えず、リスク取引が行われていることを発見するための契機とはならなかった。 

４ 業務フローチャートについて 

業務フローチャートは、業務プロセスの内部統制の構築のため、業務プロセ

スをマニュアル化したものであり、各担当者が遵守すべき社内規程と考えられ

る。石炭部においても、本店石炭部勤務者を対象として、改訂の都度、メール

にて配布されたほか、回覧された。 

 

第２ 事案の概要 

１ 前提事実 

（１）石炭部の行う一般炭の取引について 

石炭部の行う一般炭取引には、①仕入・販売契約を同一の取引条件で同時

に行うことにより、会社はマーケットリスクを負担しない口銭取引、及び、

②何らかの形で会社がマーケットリスクを負担するリスク取引がある。リス
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ク取引の一例として、一定の種類の一定の数量の石炭について仕入価格を数

ヶ月後の船積み時における市況連動価格と定めて購入する一方で、これと同

時に同一種類の同一数量の石炭について現在の市況価格で販売した場合、契

約から船積みまでの間に石炭の市場価格が下落すると会社はその価格差に相

当する利益を得るが、契約から船積みまでの間に石炭の市場価格が上昇する

と会社はその価格差に相当する損失を被ることになる。 

（２）石炭取引の特殊性 

取引の合意は、見積とこれに対する承諾により成立するのが通常であり、

契約書の作成をもってはじめて契約が成立するわけではない。石炭取引にお

いては、多様な原因によって、契約に従った船積、出荷がなされないことが

稀ではなく、近年は供給側の立場が強いことにより、こうした出荷遅延につ

いては、買い主は何らの損害賠償も求めることができないことが多い。その

ため、口銭取引においても、交渉等により複数の取引をクロスさせてデリバ

リーすることがしばしば行われている。こうしたデリバリーのクロスが行わ

れた場合、口銭取引の個々の取引の収支としては、形式的には不均衡が生じ

るものの、出荷遅延が解消された時点での該当取引全体の収支としては均衡

がとれる結果となる。 

（３）リスク取引の覚知について 

石炭部担当者は、毎月中旬、経理部担当者に対して、グループ別に、月次

仮損益用の報告資料を提出しており、そこには、在庫数量も記載されていた

が、当該報告資料の収支自体からは、リスク取引の存在を直ちに覚知するこ

とは困難である。また、石炭部における在庫炭の入荷に際しての受払い責任

者は、本件取引当時、取引担当者である各グループリーダーであったため、

在庫炭の入荷に際して、当該在庫が、販売先が確定しているものか否かは、

取引担当者以外は認識困難な状況であった。 

２ 平成１８年度下期の違反行為について 
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（１）Ａによる社内ルール違反行為等 

ア １０月細則違反～新規取引を報告しなかったこと 

８月基本原則及び１０月細則を受けて、平成１８年１１月から平成１９

年１月までの間は、Ａは、既存のリスク取引については、石炭部及び経理

部に報告していた。しかし、Ａは、平成１８年１２月及び平成１９年１月、

８月基本原則及び１０月細則に違反して、新たに締結したリスク取引につ

いては、意図的に報告をしなかった。Ａは、８月基本原則及び１０月細則

は、現場の実態を反映していないものであると認識しており、当初より、

これを忠実に遵守しようという意識が希薄であった。 

イ １０月細則違反～既存取引を報告しなかったこと 

Ａは、１８年７月に既に締結済であったＰ社からの仕入取引について、

同年１０月、マーケットリスクを負担する形で販売取引を締結し、リスク

取引となることが明確になったにも拘わらず、１０月細則に違反し、意図

的に報告を行わなかった。 

ウ １０月細則違反～リスク取引決済終了の虚偽報告 

平成１９年１月、Ａは、石炭部及び経理部に対し、締結済のリスク取引

はすべて決済が終了し、未履行のものはない旨の虚偽の報告資料を作成し、

それに基づく虚偽の報告を行った。 

（２）Ｂによる社内ルール違反行為等 

ア リスク管理ルール細則不作成について 

Ｂは、石炭部電力グループの行う取引について、平成１９年度以降も、

Ａがリスク取引を行うことがほぼ確実であり、リスク管理細則の作成、上

申、承認を得ることが必要であることを認識していたが、Ｂは、Ａに対し、

リスク管理細則の作成に着手するよう口頭で促したり、口頭での注意をす

る程度以上の明確な業務命令を発しなかった。 

イ １０月細則違反について 
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Ｂは、平成１８年７月に自らが関与して既に締結済であったＰ社との仕

入取引について、当該取引の存在を認識し、当該取引が平成１９年度以降

もリスク取引に該当し得ることを認識していたにもかかわらず、Ａによる

違反行為を黙認した。 

３ 平成１９年度以降の違反行為について 

（１）Ａによる社内ルール違反行為等 

ア 権限の委譲について 

平成１９年４月１日、石炭部内規により、ＢよりＡに対し、１契約７万

トン未満の一般炭取引については、決裁権限が委譲された。これ以降、本

件調査開始に至るまで、Ａは、上記取引については、担当者兼決裁権者と

いう立場であった。なお、平成２０年６月１日、Ｂに代わり、ＣがＡの上

司となったが、Ａに対する決裁権限の委譲については変更はなされなかっ

た。 

イ ８月基本原則違反 

Ａは、８月基本原則に反し、平成１９年度以降について必要なリスク管

理細則の上申を新たに行わないまま、既に発生済のリスク取引については

報告をせず、新たなリスク取引の締結を繰り返し、さらに、契約条項の誤

解や取引相手とのトラブル等の過失により発生したリスク取引についても

Ｂ以外への報告をしなかった。 

ウ 業務フローチャート違反 

Ａは、平成２０年５月８日付フローチャートに反し、同日以降も、自ら

が担当する取引の多くについて文書による成約確認を怠り、取引先との間

の契約の締結合意については、口頭によることがほとんどであった。 

また、Ａは、各取引について、合意成立後も、決裁書・見積書・成約確

認書等の必要書類を一切作成せず、デリバリー直前にこれらを作成して、

Ｂ及び経理担当者に対して提出していた。 
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こうした行為は、業務フローチャートに違反するものであるが、平成２

１年２月までは発覚しなかった。 

エ Ｂ及び経理担当者に対する虚偽説明 

Ａは、Ｂ及び経理担当者に対し、月次仮損益報告資料の内容のうち、電

力グループの数値が、当初見込と、実績及び決算見込みとの数量の変動が

大きく、利益率が口銭取引としては大きい理由について、デリバリーのク

ロスによる形式的な不均衡、口銭取引の範囲内での売買差益あるいは契約

した船賃の部分での差益等によるものである、との虚偽の説明を繰り返し

た。 

（２）Ｂによる社内ルール違反等 

ア リスク管理細則についての上申について 

Ａは、平成１９年度当初よりリスク取引を行っていたのであるから、こ

れらリスク取引を行うに先立って、必要なリスク管理細則の作成と関係取

締役への上申をする職務上の義務を負っていたが、Ｂは、Ａに対し、口頭

での注意以上の明確な業務命令を発しないまま、これを放置し続けた。 

イ 平成１９年度中の８月基本原則違反及び職務上の報告義務違反 

遅くとも平成１９年上期頃、Ｂは、Ａから、Ａがロングポジション等の

リスク取引を行っており、含み損を抱えていることについて報告・相談を

受けた。これにより、Ｂは、Ａが８月基本原則違反の行為を行っており、

会社に含み損が生じていることを認識した。この時点で、Ｂは、担当取締

役等の経営陣に対し、直ちにこのことを報告するべき職務上の義務を負っ

ていたにもかかわらず、これを敢えてしなかった。 

なお、Ａが、Ｂに対し、上記報告・相談時に、自らの違反行為のすべて

について明確に報告を行ったのか否かは不明である。 

ウ 経営陣に対する虚偽報告 

柿原は、平成１９年１０月２６日及び平成２０年２月８日の事業戦略会
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議の席上、Ｂに対して、当時の石炭部におけるリスク取引の有無について

質問した。これに対して、Ｂは、「リスク取引は発生事例なし」（平成１９

年１０月２６日）、「現下ではマーケット変動が大きすぎ、当社がリスク取

引に取り組む時期ではないと考えている」（平成２０年２月８日）旨の虚

偽の答えを繰り返した。 

エ 平成２０年度中の職務上の報告義務違反 

平成２０年５月、Ｂは、Ａから、直前に販売先を決定したばかりのＰ社

からの石炭につき、供給を受けることが困難になり、巨額の含み損失を抱

えてしまったが、石炭部担当役員である服部及び小倉に報告すべきか否か

との報告・相談を受けた。この時点で、Ｂは、担当取締役等の経営陣に対

し、直ちにこのことを報告するべき職務上の義務を負っていたにもかかわ

らず、これを敢えてしないまま、同年６月に退職し、退職金を受領した。 

４ 本件各取引の具体的内容と各取引の損害額等 

（１） 本件行為の内容 

８月基本原則の作成以降、一般炭取引は、平成１８年８月以降、①仕

入・販売の契約を同時に締結すること及び②仕入及び販売の取引条件を揃

えることが原則とされ、これらの原則と異なる例外的取引を行うときは、

経営レベルへの上申が義務付けられた。 

ところが、Ａ及びＢは、８月基本原則の作成以降も、従前同様にリスク

取引を、上申等を行うことなく継続的に行っていた。 

その過程で、平成２０年３月から４月にかけて、直前に販売先を決定し

たばかりのＰ社からの石炭につき、供給を受けることが困難になり、２０

億円を超える含み損失を抱えてしまったため、Ａは、独断で（ＢはＡから

相談を受けた後に退職）、リスク取引によってこの損失を回復すること及

び損失の発生を先送りすることを企て、平成２０年８月以降、合計４社と

の間で、リスク取引を繰り返した。その結果、６億１４２０万円の損害が
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確定し、４０億９５８２万円の損害が発生する見込みとなった。 

（２）業績予想金額との差異について 

なお、会社が平成２１年３月１３日に業績予想を修正した際に見込んだ

損失額は約６０億円であり、上記の損害合計額約４７億円との間には差異

が生じている。この差異の発生理由は、業績予想の金額は会社が試算した

引当金の額であるのに対し、本報告書の認定金額はＡの行った取引のうち

背信性が高い取引による損害と認められるものを集計した金額であること

によるものである。したがって、本報告書は、会社の業績予想の損失額を

減額すべきことを報告するものではない。 

  

第３ チェック体制とその実施状況 

１ 石炭部 

石炭部における業務が、決裁権限規則、決裁手続規則、及び、業務フローに

したがって行われているかについて、石炭部長や石炭部員が自主的にチェック

を行うためのマニュアル、チェックリストなどは石炭部に存在しない。また、

石炭部長が、石炭部業務を統括・監督するためのマニュアル、チェックリスト

あるいは業務方法書なども、石炭部には存在しない。 

一方、平成２０年６月、ＣはＡの上司となり、石炭部員に対して、マーケテ

ィング情報を、取引担当者だけで独占するのではなく、石炭部長や他の石炭部

員と共有化するように指示を出しており、これらの交渉を電子メールで行う場

合には、ＣＣとして石炭部長や他の石炭部員を含めるように指示している。ま

た、Ｃは、石炭部担当役員である服部と協議した上で、石炭部担当役員、石炭

部長、及び石炭部各ＧＬなどが出席する定例会を復活させ、この定例会におい

て、各ＧＬは、Ｃに対して前１週間の取引実績の有無、その内容、交渉の進捗

程度などについて報告を行っている。 

Ｃによるチェックは、この定例会における各ＧＬからの報告の他に、不定期
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に行われた各ＧＬを含む取引担当者からのヒアリングや、決裁書及び契約書な

どを対象としたチェックを通して行われていた。Ｃは、ファイルに綴られてい

た契約書、決裁書などを対象として、決裁書に販売先・仕入先が記載されてい

るか、決裁書に対応する契約書が整備されているか、契約書が整備されていな

かったとしても見積書・注文書・請書が存在するか、といったチェックを不定

期に行っていた。平成２０年７月、Ｃが行った決裁書のチェックにおいて、仕

入先・販売先の記載がないものが発見されたため、Ｃは、Ａに対して、記載さ

れていない理由について説明を求めているが、この時、Ａからは、仕入先・販

売先の記載がないことには問題がない、マーケットリスクを負担するリスク取

引に該当するものではないとの説明がなされた。なお、Ｃがチェックの対象と

した契約書、決裁書などの文書は、石炭部において行われた全ての取引につい

て、綴られていた訳ではなく、Ａが、実際に行われた取引についての文書を綴

らなかった場合には、Ｃをはじめとする第三者のチェックを受けていない。 

石炭部において、取引が行われた場合、入力担当者によって、当該取引にか

かるデータが、会社の購入取引条件マスタ又は販売取引条件マスタへ入力され

ていたが、入力された取引データは、経理処理のために用いられるのみであっ

て、成約残高管理のためには用いられてはいなかった。 

仕入取引にかかる代金の支払については、Ｃの決裁などを経ることなく、Ａ

が「支払請求書（伝票）」を起案し、経理部財務ＧＬに対して行われる支払指

示に基づいて行われるが、記載内容が正しいかどうかの確認を行うための文書

の添付は求められておらず、個別のキャッシュフローについて、Ｃによるチェ

ックが行われることもなかった。 

なお、平成２０年６月に、ＢからＣがＡの上司としての引継ぎを受けた際、

ＢからＣに対して、未決済のリスク取引が存在することについての説明は行わ

れていない。Ｃが、Ａから、業務内容の説明を受けた際にも、未決済のリスク

取引が存在することの説明は行われていない。一方、ＣがＡの上司となった時
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には、小倉から、インドネシア炭取引にかかる損失の発生、リスク取引にかか

る損失の発生などについて説明を受けた上で、禁制事項の徹底遵守を行うよう

業務指示がなされている。 

しかしながら、以上の諸事情およびリスクの大きさを勘案した場合、Ｃの職

務上の責任として、単純に部下の説明等を聞くのみではなく、積極的に違反行

為の有無をチェックするなど厳正な管理を行うべきところ、ＡおよびＢによる

本件違反行為を見逃した過失があった、と評価せざるを得ない。 

２ 石炭部担当取締役による監督について 

平成１９年６月に服部が社外から常務取締役に就任し、石炭部の担当取締役

となり、就任直後から業務内容、業務方法等についての把握に努めた。服部に

よる石炭部の業務についての監督は、原則として、石炭部長を通じての報告、

聞き取りを中心としていた。服部は、平成１８年のリスク取引における損失発

生の件があったため、石炭部におけるリスク取引については他の業務に対する

以上に注意をもって監督していたが、この点、石炭部からはリスク取引を行う

ための上申はなく、また、Ｂは、服部に対して、リスク取引は行っていない旨

を明言していたため、服部は石炭部においてリスク取引を行っていることを把

握できなかった。また、平成２０年６月にＣがＡの上司となった後は、原則と

して毎週月曜日に定例会を開催することとし、そこでは石炭部内における契約

状況をはじめとした業務報告などが行われた。これにより、石炭部内の意思統

一、情報の共有という点において、大きな効果があった。以上のとおり、服部

は、主に石炭部長やグループリーダーに報告を求める形で、また、平成２０年

６月以降は、定例会を利用して、石炭部内の業務について監督を行っていたが、

本件違反行為については、Ａが率先して案件に関与していて、虚偽の書類を作

成していたほか、服部に対しても事実と異なる報告を行っており、ＣがＡの上

司となった後は、Ｃが事実を一切把握できていなかったことから、結果的に、

平成２１年１月に至るまで、本件行為を認識することができなかった。 
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３ 取締役会及び代表取締役における監督について 

取締役会としては、石炭部に関する業務の把握は、石炭部担当の服部からの

報告を中心として行っていた。事後の監督体制としては、業務監査を所管する

柿原を通じて行い、社内におけるリスク管理を所管するリスク管理担当取締役

である鍛冶屋を通じて、リスク管理の観点からの監督も実施されていた。なお、

コンプライアンスを所管するコンプライアンス担当取締役は、業務監査を所管

する柿原副社長が兼ねていた。しかし、各担当取締役において、本件違反行為

を認識できていなかったため、取締役会が本件違反行為を把握することができ

たのは、平成２１年１月に至り、小倉及び柿原が、それぞれ個別に、石炭在庫

の多さに不審を抱いて、それぞれ調査を開始して以降のことであった。したが

って、それ以前においては、取締役会においても、本件違反行為を認識してい

ない以上、是正措置を講じることはできなかった。 

また、小倉は、取締役会を通じて、各部門の業務を把握し、是正が必要であ

れば、コンプライアンス委員会などを通じて、適宜、是正を行う体制を構築し

ていた。しかしながら、石炭部からはリスク取引を行うために必要な上申もな

く、担当取締役などを通じたヒアリングにおいても、リスク取引は行われてい

ない旨を確認していたため、本件違反行為を認識することはできなかった。小

倉が、本件違反行為を認識したのは、平成２１年１月にいたり、自ら石炭在庫

の多さに不審を抱き、調査を命じて以降のことである。 

４ 監査役及び監査役会による監査について 

監査役は、独立した立場から内部統制システムを含む取締役の職務執行を監

査するものであり、自ら各担当取締役等から報告を受けるなどして実情を把握

するなどしていた。監査役の活動状況としては、監査役会の開催、取締役等か

らの報告の聴取、決算書類等の重要書類の閲覧のほか、石炭部を含む各部門の

実地調査などが行われ、業務及び財産の状況についての監査を行った。しかし

ながら、監査役が報告を求めた各担当取締役等において本件違反行為を把握し
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ていなかったことや書類に虚偽の内容を含んでいたこともあり、監査役及び監

査役会による監査によっては、本件違反行為を認識することはできなかった。 

５ 会計監査人による監査について 

会計監査人は、会社の計算書類及びその附属明細書について、我が国におい

て一般公正に妥当と認められる基準に準拠した監査を行い、それが適正に表示

されているか否かを監査し、平成１８年度及び平成１９年度について適正意見

を表明した。 

また、会計監査人は、財務報告にかかる内部統制に関する助言業務を行った。

その際、会計監査人は、この助言者の立場から会社における財務報告にかかる

内部統制についても内容を確認している。 

６ 業務監査室による監査について 

事業活動に関する法令その他の規範の遵守を促進することを目的として、業

務監査室による業務監査が行われており、石炭部に対する平成１９年度の定例

業務監査が、平成１９年５月２９日に、そのフォロー監査が、平成２０年３月

１７日から１８日にかけて、及び同年４月１４日と１８日とに行われ、平成２

０年度の定例業務監査については、平成２０年９月２４日から２５日にかけて

行われた。この業務監査は、石炭部において保管されていた決裁書・契約書に

ついて、これらが定められた業務フローに従って作成されているか、決裁権限

規則及び決裁手続規則等にしたがって整備されているか、という観点から行わ

れたが、本件違反行為は発見できなかった。 

なお、平成２１年２月１８日から２７日にかけては、北九州事業所の販売用

石炭在庫の増加を契機として、柿原の指示により、業務監査室による特別業務

監査も行われている。 

７ コンプライアンス委員会 

コンプライアンスを遵守して企業活動を行うことを目的として、コンプライ

アンス管理規則が定められ、コンプライアンス委員会が設置されている。平成
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２０年４月１６日に開催されたコンプライアンス委員会においては、平成１９

年４月に行ったインドネシア炭の仕入契約について、ＢとＡとが、契約発効条

件の変更を支払条件の変更と誤認したためにリスク取引が発生したことが、Ｂ

によって報告され、委員長である小倉から、Ｂに対し、発生原因の究明と再発

防止策の策定とが直接指示されている。 

また、コンプライアンス・ホットラインが設置され、コンプライアンスに違

反する事象を発見した者が、会社に容易に報告することが可能となっており、

全従業員を対象に配布されたコンプライアンス・ガイドブックにおいてその利

用方法が紹介されていた。しかし、同ホットラインを通して本件についての報

告はなかった。 

８ 総務部法務室 

石炭部において行われた一般炭取引の契約書を対象として、総務部法務室に

よるリーガルチェックが行われている。しかし、平成２０年度においては、仕

入契約と販売契約との対応関係は、リーガルチェックの対象とはされていなか

った。 

９ 小括 

このように、会社においては、石炭部内のみならず、石炭部外によるチェッ

ク体制及び内部統制システムも一定程度構築され、随時、その強化が図られて

いた。 

しかし、本件違反行為は、Ａが、多額の見込み損失の発覚を免れるために

「仕入・販売の同時契約の原則」の社内ルールに違反し、必要な上申を行わず

に単独で、仕入先と契約を締結し、また、その一部についてはＢもＡと同調し

てこれを隠し続けたため、他の関係者がこれを発見することはできなかった。 

 

第４ 本件不適切取引の原因、不適切取引を予防又は発見できなかった原因 

１ 取引担当者、管理者に関する原因 
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（１）流動性の乏しい人事ローテーション 

Ａは入社以来、主に石炭部において勤務しており、周囲からは石炭取引に

精通したベテランとの評価を得ていたが、他に代替できる人材も育成されて

いない。さらに、会社においては、コークス部門・化工機部門・物流部門が

かつて会社とは別法人であったことや厳しい合理化を進めてきたこともあり、

部署により多少の異同はあるものの、定期的な人事ローテーションが実施困

難な状況が続いていた。 

一方、Ａは、日頃から、石炭部の利益の源泉はリスク取引である、との認

識を持ち、石炭部はリスク取引によって十分な利益を出していて、会社に貢

献してきたとの自負を有していた。 

また、Ａは、選択と集中という会社の経営方針の下で、石炭部の消滅ひい

ては自らの職場の消滅を避けるため、リスク取引を成功させて石炭部の利益

額をできるだけ大きくすることにより、会社に石炭部の必要性を認めさせ、

自らの職場及び存在意義を確保したいという強い欲求を有していた。 

リスク取引に対して、このような意識を持っているＡについて、８月基本

原則等の施行以降も異動がおこなわれず、結果的には社内規定違反のリスク

取引が実行された遠因として、このような流動性の低い人事を挙げることが

できる。 

（２）専門知識の偏在 

石炭取引に対して、Ａと同等かそれ以上の専門知識を有した者が石炭部外

にはおらず、Ａの説明を虚偽であると見抜ける者が石炭部外にはいなかった。 

（３）法的基礎知識の不足 

本件不適切取引の一部は、売買契約とその拘束力に対する法的基礎知識の

不足により、Ａが、自らの行為のリスクを適切に判断できなかったことに起

因している。 

２ 石炭部の体制及び業務フローに関する原因 
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（１）取引情報の独占 

Ａが口頭で行った取引のほとんどについて、Ａが会社に報告しない限り、

会社がこれらの存在を把握することができず、Ａがリスク取引を行ったこと

及びこれにより巨額の含み損を生じていることを隠蔽することは極めて容易

であった。 

（２）決裁権限の委譲 

ＢからＡに対する決裁権限の委譲によって、当該取引がリスク取引に該当

しないか、実需に基づいた適正な取引か、などといったＡ以外の第三者によ

る確認が行われる機会が失われた。また、平成２０年６月１日、Ｂに代わり、

ＣがＡの上司となったが、Ａに対する決裁権限の委譲については変更はなさ

れなかった。 

（３）キャッシュフロー・チェック 

仕入取引にかかる代金の支払については、石炭部長の決裁や、その他の第

三者による販売先の確認を経ることなく行われていたため、販売先の決まっ

ていない石炭についても、リスク取引にかかるものであるとの認識がないま

まに、代金の支払が行われることとなり、在庫の積み上がりを許容すること

となった。 

（４）同一担当者によるフロント業務・ミドル業務 

リスク取引から発生するマーケットリスクを管理するための資料作成が、

取引担当者（フロント業務担当者）によって行われており、マーケットリス

クの管理業務（ミドル業務）の担当者と同一担当者によって行われていたた

め、Ａが作成した資料における報告数値に、Ａが行った全ての取引が含まれ

ているかという確認を、Ａ以外の第三者が行うことは、会社のシステム上不

可能であった。 

（５）石炭部内チェック・マニュアルについて 

石炭部内における業務を対象として、一般的・網羅的にチェックを行うた
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めのチェック・マニュアル、チェックリストなどが作成されていなかったた

め、監督者によるチェックが非定型的・不定期になっていたといえる。 

（６）コンプライアンス教育 

Ａは、ルール遵守の意識が希薄で、社内ルールを逸脱しても、結果として

利益を出して会社に貢献すれば大きな問題とはならないという認識を有して

いた。この点、社員に対する十分なコンプライアンス教育が不足していたと

いう面が否めない。 

３ 他部門によるチェック体制に関する原因 

（１）業務監査室による業務監査について 

本件不適切取引については、そのほとんどが仕入先及び販売先の担当者と

の間で、電子メール（ＰＤＦファイルの送受信）又は電話を通して行われて

いる一方、取引担当者と、仕入先及び販売先の担当者との間で送受信された

電子メールについては、業務監査の対象とはなっていない。 

また、本来石炭部においてファイルに綴られているべき文書が、不適切取

引を行った取引担当者によって所定ファイルに綴られることがなかったため、

不適切取引にかかる文書は、業務監査室による業務監査の対象とはなってお

らず、また対象となり得なかった。 

（２）コンプライアンス・ホットライン 

石炭部の所属員の中には、北九州事業所の販売用石炭在庫の増加から、Ａ

による取引について不審な点を見いだしていた者も存在するが、これらの者

が、コンプライアンス・ホットラインを通じて会社に報告することがなかっ

た。 

第２節 再発防止策 

以上の認定した事実のもと、委員会は、会社がすでに実施した再発防止策につい

て一定の実効性が見込まれると評価できるものをも考慮の上、以下のとおり、再発

防止策を提言する。 
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１ 契約決裁手続の改善・強化 

２ 執行報告の徹底 

３ 取引交渉・成約・履行状況の一元化・共有化 

４ 北九州石炭ヤード在庫管理体制の強化 

５ 仕入代金の支払管理の強化 

６ 人事ローテーションの見直し 

７ コンプライアンス教育の強化 

以上 




