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 平成 22 年４月 22 日 

 各 位 

                     会 社 名  株式会社東理ホールディングス 

                     コード番号 （5856）上場取引所 東証第２部 

                     代表者名   代表取締役社長  永井 鑑 

                     問合せ先   代表取締役    忍田 登南 

                     Ｔ Ｅ Ｌ    （03）3548-1014  

 

 

第三者調査委員会のコーポレート・ガバナンスに関する 

調査報告書（中間報告）の受領についてのお知らせ 

 

当社は、本日、平成 22 年１月 22 日付け「第三者調査委員会の設置についてのお知らせ」にて開示いた

しました、第三者調査委員会より、コーポレート・ガバナンスに関する調査報告書（中間報告）を受領し

ましたので、本報告書(要旨)についてご報告いたします。 

  

記 

 

１． 第三者調査委員会設置の経緯等 

平成 21 年 10 月 15 日付け「（訂正）支払手数料返還金の返還にともなう「特別利益の計上及び業

績予想の修正に関するお知らせ」の全部訂正について」において、平成 21 年９月 16 日付け「特別利

益の計上及び業績予想の修正に関するお知らせ」及び平成 21 年９月 10 日付け「支払手数料返還金に

関するお知らせ」によりお知らせいたしました当社代表取締役社長（当時）福村康廣（以下「旧代表

取締役福村」といいます。）から当社に対する支払手数料返還金を、再度、当社より福村康廣に返還

すること（以下「本件返還」といいます。）をお知らせいたしました。また、本件返還にともない平

成 21 年９月 16 日付け「特別利益の計上及び業績予想の修正に関するお知らせ」の全部訂正を行なう

ことを併せてお知らせいたしました。 

 しかしながら、平成 21 年 11 月 16 日付け「商法違反容疑による当社役員の逮捕及び強制捜査に関

するお知らせ」及び平成 21 年 12 月７日付け「商法違反による当社役員の起訴に関するお知らせ」さ

らには、平成 21 年 12 月８日付け「商法違反容疑による当社役員の再逮捕に関するお知らせ」及び平

成 21 年 12 月 28 日付け「商法違反容疑による当社役員の追起訴に関するお知らせ」においてお知ら

せいたしましたとおり、本件返還の対象となったコンサルティング費用の支払を含めて、当社が過去

に実施した第三者割当増資に関するコンサルティング費用の支払い２件について、旧代表取締役福村

が起訴される事態となりました。 

 そのため、平成 22 年１月 22 日付け「第三者調査委員会の設置に関するお知らせ」においてお知ら

せしましたとおり、刑事事件の対象となっているコンサルティング費用の支払い２件を中心に、当社

（東京理化工業所を含む）が行った、平成 15 年５月 29 日以降に行なった類似取引についての会計処

理の妥当性、及びコンサルティングサービスについての対価性及び金額の妥当性等につき、当社と利

害関係のない外部の独立した有識者による調査委員会（以下「第三者調査委員会」といいます。）を

設置し、調査を委嘱いたしました。 

 その後、平成 22 年２月 12 日付け「第三者調査委員会の中間調査報告書の受領についてのお知らせ」

により、調査委嘱事項のうち会計処理の妥当性及び関連当事者性についての中間報告をいたしました。 

今般、第三者調査委員会において調査委嘱事項のうちコーポレート・ガバナンスに関する中間報告

がまとまりましたので、ご報告いたします。 
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２． 中間調査報告書の要旨 

中間調査報告書の要旨は以下のとおりであります。 

 

（１）調査の目的 

本件調査の目的は、刑事事件の対象となっているコンサルティング費用の支払い 2 件を中心に、

貴社が行った過去の類似取引について事実関係を把握した上、会計処理の妥当性、コンサルティン

グ契約の締結先と貴社との関連当事者該当性、コンサルティングサービスの対価性及び金額の妥当

性、コーポレート・ガバナンス体制の適否等について検討し、問題点について所要の提言を行うこ

とである。 

 

（２）本中間報告に係る調査の概要 

(ア) 調査委員会の構成 

本調査委員会は、弁護士 2名と公認会計士 1名で構成されている。委員となった弁護士と公

認会計士は、過去に貴社の依頼による職務に従事したことがなく、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) 調査の対象 

本中間報告に係る調査は、平成１５年１１月７日から同１９年５月２４日までの間に行われ

た下記エクイティ・ファイナンスに係る契約締結の経緯、これに関する取締役会の開催、審議

状況のほか、その他の案件に関する平成１５年以降の取締役会の運営状況など貴社のコーポレ

ート・ガバナンスの体制及びその運営全般を対象とするものである。 

ID 名   称   行使日 
発行株数 

（千株） 

発行総額 

(千円) 

コンサルティン

グ費用（千円） 

及び支払先 

       

A1 株主割当増資 H15.11.7 11,679 538,950

A2 第 1 回新株予約権 H16.7.31 8,000 400,000

 付社債     

 第三者割当    

   38,000 

弁護士 

（A1・A2 含む） 

B 新株式発行  H16.1.29 30,500 1,220,000 244,000 

 第三者割当    

㈱エデュケーシ

ョンコンサルタ

ント 

C 第 1 回新株予約権 H16.3.24 30,000 1,140,000 300,000 

 第三者割当    
㈱ヒガシ・コー

ポレーション 

D 第２回新株予約権 H16.8.2 100,000 2,020,000 420,000 

 第三者割当    
㈱ヒガシ・コー

ポレーション 

E 第１回新株予約権 H17.1.21 400,000 8,080,000 1,680,000 

 第三者割当 
   ～

4.5 
  ㈱キーネット 

F 第２回新株予約権 H17.7.14 168,000 3,561,600 600,000 

 第三者割当    
UPI プランニン

グ㈱ 

G 自己株式処分 H19.5.24 57,000 1,140,000 34,200 
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㈱エデュケーシ

ョンコンサルタ

ント 

 

(ウ) 調査の方法 

本件調査は、主に以下の資料を基礎としている。 

①貴社登記事項の履歴事項全部証明書 

②コンサルティング費用支払先各社の履歴事項全部証明書 

③調査対象項目に関連する貴社取締役会議事録 

④調査対象項目に関連する貴社株主総会議事録 

⑤調査対象項目に関連するコンサルティング契約書 

⑥貴社作成に係る資金移動リスト 

⑦貴社有価証券報告書（平成 15 年 3 月期から平成 20 年 3 月期） 

⑧関係者に体するヒアリング調査の実施 

 

（３）ヒアリングの実施状況 

    本件調査では、下記の日程で当時の各社関係者のうち当委員会の調査に協力の得られた下記の関

係者からヒアリングを行った。 

 

    実施期間  平成 22 年１月 26 日（火）から 4 月 13 日（火）まで（電話によるヒアリングを含

む。） 

    対象者   調査対象期間において地位が併存する場合は、重複してカウントしている。また、

元役職員を含む。 

（ア）貴社 代表取締役・取締役 合計 5名 

    監査役 合計 4名 

      従業員 1 名  

（イ）本件の調査対象となっているファイナンスに際し投資家斡旋のコンサルティングを委託しコ

ンサルティング費用を支払ったとされる下記の会社及びその再委託先の会社の役員等、合計 8

名 

①株式会社エデユケーションコンサルタント 

②株式会社ヒガシコーポレーション 

③株式会社キーネット 

③ＵＰＩプランニング株式会社 

④株式会社蒼風社 

（ウ）本件の調査対象期間中に監査人として貴社の監査に従事した監査法人の担当者 2名 

 

（４）調査の結果判明したコーポレート・ガバナンス上の問題点 

（ア）当委員会におけるコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

       コーポレート・ガバナンス（企業統治）とは、経営者が株主のために企業経営を行ってい

るかを監視する仕組みのことである。すなわち、経営者は、株主の利益の最大化を目的に企

業経営を実行する責務があり、経営者が当該責務を果たしているかをモニタリングするため

の体制がコーポレート・ガバナンスである。したがって、コーポレート・ガバナンスに関す

る主たる論点は、①経営者を、誰が、どのように選解任できるか、②経営者の業務執行状況

を、誰が、どのようにモニタリングするのか（取締役会、監査役会、監査委員会、内部監査

等）、③経営者の業績を、誰が、どのように評価し、経営者にインセンティブを与えるのか

（役員報酬）に整理されるが、本件調査の主眼は、②の取締役会及び監査役・監査役会の職

務遂行における有効性である。なお、内部統制制度は、コーポレート・ガバナンスの大きな
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要素ではあるが、内部統制が整備運用されていたとしてもコーポレート・ガバナンスが確保

されるというわけではない。すなわち、内部統制の基本方針は、経営者が決定する事項であ

り、意思決定のプロセスが内部統制上は問題ないとしても、株主利益に適うものであるか否

かは別問題だからである。 

 

（イ）貴社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的考え方 

      2008 年（平成 20 年）6 月 9 日付け貴社コーポレート・ガバナンス報告書によれば、貴社の

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、下記のとおりである（二重線は当委員

会が付した。）。 

 

記 

（コーポレート・ガバナンス体制に関する基本的な考え方は）経営監視機能と経営執行機能を

明確に分離することにあります。 

      経営執行機能の強化といたしましては、少数の取締役による意思決定の迅速化を目指してお

り、取締役会、代表取締役、担当取締役の決裁すべき事項や範囲等を明確にし、意思決定の促

進を図ると共に責任及び権限を明確にしております。 

      経営監視機能といたしましては、取締役会の活性化を図るべく取締役会を頻繁に開催し、迅

速な意思決定と併せて取締役相互の監視体制の強化とリーガル・コンプライアンスの徹底を図

っております。 

      また、当社は監査役制度を採用しており、監査役は株主の負託を受けた独立機関として取締

役会の職務執行を監査することにより、健全な企業統治を確立することに努めております。同

時に機関としての実効性を上げるため組織監査の重要性を踏まえて監査役会を構成し、各監査

役がそれぞれの分担に従い執行機能の監査を行い、職責を果たしております。 

      今後も各ステークホルダーとの良好な関係を構築するとともに、現在の法律にのっとり機能

制度を一層強化、整備しながらグループ全体のコーポレート・ガバナンスを充実させていきた

いと考えております。 

 

（ウ）貴社における取締役会の開催状況 

      貴社の取締役会議事録の記載によれば、貴社における取締役会開催状況及び役員の出席状況

は下表のとおりである。 

      

取締役会 取締役 監査役 

社名 
年

度 
期間 

開催 

回数 

延要出

席回数

出席回

数 出席率

延要出

席回数

出席 

回数 出席率

H15 H15.4 H16.3 31 205 195 95% 93 71 76%東京

理化 
H16 H16.4 H16.10 13 59 59 100% 39 28 72%

H17 H16.9 H17.3 9 32 32 100% 27 20 74%

H18 H17.4 H18.3 58 192 189 98% 174 81 47%

H19 H18.4 H19.3 58 179 172 96% 174 70 40%

H20 H19.4 H20.3 38 143 138 97% 114 76 67%

H21 H20.4 H21.3 26 78 78 100% 78 71 91%

東理

ＨＤ 

H22 H21.4 H22.3 34 106 100 94% 102 58 57%
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（エ）本件の事実の分析・評価 

①総括的な指摘事項 

        上記「（ウ）貴社における取締役会の開催状況」記載とおり、取締役会議事録の記録上、

取締役会の開催状況は、平成 15 年度から平成 22 年度までの間、平成 18 年度及び平成 19

年度の年 58 回を筆頭に多数回開催されていた外形的事実が認められる。この取締役会開

催回数は、同種規模の上場企業と比較しても、頻度として高いことが指摘しうるし、元々、

貴社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方（４頁参照）に沿うものといえ

る。しかしながら、貴社役員に対するヒアリング調査によれば、本件の調査対象期間中に

おいては、各ファイナンスに関する決議を行った取締役会のみならず、他の取締役会にお

いても、議案につき十分な理由説明、質疑応答等がなされていたことを窺わせる事実はな

く、全般的に取締役会が福村氏の極めて強力な主導の下に運営され、殆ど形骸化していた

事情が窺われる。 

        本来、取締役会におけるコーポレート・ガバナンスの要諦は、提案された案件について、

各取締役の英知・経験に基づき、十分な質疑と資料の検討を行い、さらに活発な議論を通

じて会社にとって最も合理的かつ妥当な方向性・結論を導いていくことにある。端的に表

現すれば経営判断の原則に則り、取締役会において主導的な立場にある代表取締役の専

権・独走に歯止めをかけることにも大きな眼目がある。ところが、貴社における取締役会

の議事は、福村氏の強力な主導の下で進められており、福村氏が決定した事項を他の取締

役が追随的に承認していたものと評価せざるをえない状況であった。また、監査役も同様

取締役会に出席していながら何らの疑義を呈することなく問題の所在を看過したことが

認められる。以上要するに、本件の調査対象期間中の貴社取締役会、監査役会は、いずれ

もコーポレート・ガバナンスの観点から期待される機能を殆ど果たせず、形骸化していた

と言わざるを得ない。 

②本件各コンサルティング費用の支払決議に関する指摘事項 

        本件の調査対象となっている各ファイナンスのコンサルティング費用の支払の当否に

ついては、さらに調査を進めた上で本報告の最終報告において当委員会としての判断を示

すこととしている。しかし、これに関して貴社の取締役会が行われた当時においても、そ

の支払うべきコンサルティング費用が、高額なものであり、特に平成１５年、１６年に行

われた４回の第三者割当増資では増資額の２０パーセントを超える非通例的な金額であ

ったことに鑑みると、その支払いが増資のメリットの半面会社に対して何らかの損害を与

える虞のあるものかどうかの点について明確な問題意識をもって、支払いの相手先の詳細、

委託するコンサルティング業務の内容、報酬額の合理性・妥当性等について十分な審議を

尽くすことが取締役として履行すべき善良なる管理者の注意義務であったと考えられる。 

        しかるに、いずれの場合にも、これらの点につき取締役会において実質的に審議された

形跡は全く認められず、福村氏の提案に異を唱える者もなかったと認められ、各取締役及

び各監査役は、コーポレート・ガバナンスの観点から本来の役割を果たしていなかったと

言わざるを得ない。 

 

③本件の背景事情 

 もっとも、上記のように、貴社の取締役会及び監査役会が形骸化し本来の機能を果たし

得なかった背景には、以下のような事情があったことも指摘しておきたい。 

（ⅰ）福村氏は大株主かつ代表取締役であり、役員に対し生殺与奪の人事権を有していた

ことから、福村氏の見解に異議を述べた場合には、自らが解任されて地位を失うと

いう危険性があった。 

（ⅱ）福村氏は強烈な個性の持ち主であり、自己の判断を押し通すタイプのワンマン経営

者であった。 

（ⅲ）福村氏には経営者としての秀でたセンスがあり、一連のファイナンスによって会社
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を維持、立て直した功労者との社内的評価があり、表立って福村氏に反論すること

が困難な雰囲気があった。 

（ⅳ）貴社は平成１１年以降の事業年度において、業績不振により毎年経常赤字が続き、

財務内容が次第に悪化していた状況にあり、特に平成１６年末ころには殆ど危機的

状況となっていた可能性がある。 

（ⅴ）各ファイナンス当時の貴社の財務内容を改善するという目的を優先するあまり、コ

ンサルティング費用支払いの当否、その金額の妥当性、支払先の詳細等に関する問

題意識を欠き、検討を怠った（特に、Eファイナンスにおいて顕著な事情である。）。 

（ⅵ）本件の調査対象期間中に貴社の監査に従事した監査法人においては、前記のコンサ

ルティング費用支払い先との関連当事者取引について調査しているが、会社側の監

査資料の提出に関し、情報の欠落もあって、貴社の有価証券提報告書及び決算短信

等への記載上の不備が生じた。 

 

以上の事情は、福村氏がワンマン的に取締役会を強引にリードし、他の取締役・監査役ら

が、これに、結果として追随する事態を招来したことの事情として考慮し得るとしても、

前記のコーポレート・ガバナンスの本質立ち返って考える時、福村氏の独走を制止しえな

かった取締役・監査役の監視義務違反の責任を、大きく軽減するものではないことは明ら

かである。 

 

④証券取引法（現金融商品取引法）違反 

        B 乃至 Gのファイナンスにおいて、貴社が各コンサルティング会社に対し、株式譲受人

の斡旋業務を委託することは、無登録営業の罪を助長する行為となるおそれがある。すな

わち、上記ファイナンスの実質を私募と評価した場合を含めて、各コンサルティング会社

が株式譲受人を斡旋する行為は、証券取引法（当時）第 198 条 11 号の無登録営業の罪に

該当する可能性があるところ、貴社取締役会は、この点の検討を行うことなく、安易に各

コンサルティング会社との業務委託契約を締結するとの決議を行っている。貴社の取締役、

監査役及び取締役会には、この点からもコーポレート・ガバナンス上の問題があったこと

を付言する。 

 

（５）再発防止に関する提言 

    当委員会は、貴社の取締役会及び監査役会が本来有すべき機能を回復し、同種の不祥事の再発を

防止するための方策として、以下の対策を提言する。 

 

（ア）取締役及び監査役の基本的義務の自覚 

      ①取締役及び監査役による代表取締役の独断専行の牽制抑止義務及び監督義務 

      ②取締役及び監査役の善管注意義務及び忠実義務 

      ③監査役の独任制機関としての自己責任に基づく監査実施義務 

      ④会社の社会的責任と公共的使命等の自覚 

 

（イ）取締役会の活性化 

①各取締役の義務の自覚に基づく議論の実質化 

②発言力のある社外取締役の活用 

③取締役の増員 

④取締役会議事録の整備（取締役会に付された議案の内容について詳細がわかる資料を添付、

議事の経過を一定程度詳細に記載、各種リスクの実態や問題点のほか不正行為やトラブ

ル等も記載） 
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（ウ）監査役及び監査役会の活性化 

①各監査役の義務の自覚に基づく議論の実質化 

②監査役及び監査役会の独立性と取締役に対する業務監査、会計監査の実効性を確保するた

め付与された広範な権限を適切に行使 

③監査業務を補佐する適切な人材（外部専門家）の確保 

④発言力ある社外監査役の活用 

 

（エ）コンプライアンス委員会及びリスク管理委員会の活性化 

       貴社のコーポレート・ガバナンス制度上、コンプライアンス委員会及びリスク管理委員会

は設置されているが、その実態はない。そこで、複数の委員を任命して、法令遵守をはじめ

とする企業倫理（行動基準、コンプライアンスマニュアル他関連規定の制定）を社内に浸透

させるとともに、役員に対するコンプライアンス意識の向上を図るべきである。 

 

（オ）内部監査室の活性化 

       貴社のコーポレート・ガバナンス制度上、内部監査室は設置されているが、１名が内部統

制に関するチェックを行っているのみで、その活動実態は限定的である。そこで、複数の担

当者により、一定額以上の資金移動を監視し、当該資金移動の内容、目的、相手先等を継続

的に記録するなどして、監査役及び監査役会による監査業務を日常的に実効化すべきである。 

 

（カ）情報の適時開示の徹底 

 

以上のとおり、ガバナンスの機能不全について、再発防止を企図する方策は多岐にわたるが、

現在、福村氏が刑事裁判をうける立場から代表取締役を辞任し、新たな代表取締役を中心に民主

的な取締役の運営がなされている状況に鑑みると、前記方策のなかでも、特に社会的な重職を経

験し、強い監視機能を発揮することが期待できる社外取締役、あるいは社外監査役の導入が、さ

しあたり有効な手段と考えられる。 

 

３．従来のコーポレート・ガバナンスについての取組みに関する認識 

   当社のコーポレート・ガバナンスへの従来の取組みは、今般第三者調査委員会の報告により指摘さ

れた背景事情を考慮したとしても、きわめて脆弱であったと認めざるを得ず、深く反省するとともに、

関係各位には、多大なご迷惑をおかけする事となった重要な一因であると認識しております。 

 

４．コーポレート・ガバナンスへの対応 

   今後を含めて、当社のコーポレート・ガバナンス強化へ向けた取組みについては以下の通りであり

ます。 

（１）当社の取締役は平成 22 年２月 19 日開催の臨時株主総会において従来の３名から４名に増員されて

おります。今後の増員についても、検討を進めます。 

（２）役員の義務等を含めた知識については、各自文献等により修得に努めておりますが、今後、社外の

講師等を招聘し、レクチャー及び勉強会による徹底を図ってまいります。 

（３）取締役会及び監査役会の活性化に関しましては、その運営につきまして、活性度が客観視できるよ

うな仕組を構築してまいります。 

（４）日常の取引におきましては、取引に関するリーガル・チェック及び取引先の適合性確認のための仕

組を確立いたします。また、リスク管理委員会（コンプライアンス委員会の機能を含め）につきま

しては、定期的な開催を行なうとともに、グループ全体のリスクに効率的な対応ができる体制を構

築してまいります。 

（５）内部監査機能につきましては、増員又は業務の一部外注化等により機能の強化を図ってまいります。 
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５．今後のスケジュール等 

第三者調査委員会の今後のスケジュール等につきましては、下記の通りであります。 
（１）コンサルティングサービスの対価性及び金額の妥当性をはじめ、全体的な最終評価を行い、刑事

裁判の公判開始時期等を踏まえ、最終報告書の取り纏めをいたします。 
（２）当社は、起訴されている２件につきまして、旧代表取締役福村が、実質的に影響力のある会社へ

のコンサルティング費用の支払いであり、また起訴された事実を重く受けとめ、旧代表取締役福

村に対し、損害賠償請求等の法的手段をとることについて、検討を進めております。 
この点につきましては、上記最終報告の完成時期を視野に入れておりますが、具体的な進展があ

り次第、随時お知らせいたします。 
 

（参考）平成 22 年１月 22 日 「第三者調査委員会の設置に関するお知らせ」 

    平成 22 年２月 12 日 「第三者調査委員会の中間調査報告書の受領についてのお知らせ」 

以上 


