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平成22年５月28日 

各位 

三重県四日市市日永二丁目３番３号 

アップルインターナショナル株式会社 

代表取締役 埴原 明彦 

（コード番号：2788 東証マザーズ） 

問合せ先 取締役 管理本部長 伊藤 栄治 

TEL (059)347－3515 

 

調査報告書受領等のお知らせ 

 

当社は、平成22年２月25日付「平成22年２月19日付『当社取締役に対する訴訟に関するお知ら

せ』及び『当社取締役会長に対する辞任勧告決議のお知らせ』と題する当社リリースに関するお

知らせ」（以下「平成22年２月25日付リリース」といいます。）に関して、当社監査役会より委嘱

を受けた調査委員会より、本日付で添付の報告書（以下「本報告書」といいます。）を受領し、

特別利害関係人である当社取締役会長久保氏（以下「久保氏」といいます。）を除いた当社取締

役会は、久保氏に対して辞任勧告及び訴訟提起を行わない旨の決議を行いましたのでお知らせい

たします。 

 

１．調査委員会設立の経緯 

当社は、平成22年２月19日付「当社取締役会長に対する辞任勧告決議のお知らせ」において、

「株式会社ショーワコーポレーションからの訴訟の提起や、前期決算における巨額の特別損失

の発生について、その原因、責任の所在を解明するため社内調査を進めてまいりました結果、

ショーワコーポレーションの件については不自然な資金の流れが認められ、またマレーシアを

中心とした巨額の貸倒損失・引当金についてはマーケットリサーチ、販売先の信用調査等がな

おざりにされていた事実が判明いたしました。さらに平成19年６月に当社子会社A.I.HOLDINGS

（HONG KONG）LIMITED の第三者割当増資について、久保氏による不法な勧誘がなされたこと

により当社が損害を被った疑いが生じました。係る状況を踏まえて、本日開催の当社取締役会

において、久保氏の取締役辞任勧告を決議いたしました。」とお知らせいたしました。 

また、平成22年２月19日付「当社取締役に対する訴訟に関するお知らせ」において、「調査

の結果、久保和喜は当社の代表取締役在任期間中であった平成19年６月に実施されたAI 香港

の第三者割当増資に際し、既にロンドン証券取引所に対して上場申請をし、上場承認を得たの

で間違いなく上場できるとの勧誘文句を呈し、複数の関係者に誤解を与え、結果増資引き受け

およびその払い込みを実行させた疑いが強いことが判明致しました。これをふまえ、平成22

年２月19日、当社は同日開催の取締役会において久保和喜に対し即時取締役の辞任を要求、同

時にその責任を追求すべく、訴訟を提起する方向で準備すること決議いたしました。」とお知

らせいたしました。 

その後、平成22年２月25日付リリースにおいて、「当社取締役会は、上記の監査役会の対応
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を踏まえ、平成22年２月24日付、久保氏に対する辞任勧告及び訴訟提起準備の決議を、一旦、

撤回する旨を決議いたしました。当社取締役会は、上記の監査役会による調査及びその後の久

保氏の対応を踏まえて、再度の辞任勧告及び訴訟提起の決議の必要性を判断する予定です。」

とお知らせいたしました。 

 

２．調査委員会の調査 

当社監査役会は、平成22年２月19日付リリースがなされた後、久保氏より、久保氏に当社に

対する責任があるか否かについて久保氏に対する聴取調査も含めて十分に事実関係の調査を

尽くすよう要望を受けました。そして、当社監査役会としては、久保氏からの要望を受け、外

部の有識者も含めた第三者委員会を設置し、同委員会によって、同人に対する聴取調査も含め

て事実関係の調査を行い、同人の法的責任の有無を判断することといたしました。 

その後、当社監査役会より委嘱を受けた調査委員会は、平成22年３月初旬頃から２ヵ月半に

わたり、計３回の調査委員会を開き、調査を行ってまいりました結果、当社取締役会は、本日、

本報告書を受理しました。 

なお、顧問弁護士が行った前代表取締役社長高田氏（以下「高田氏」といいます。）からの

ヒアリングによれば、ショーワコーポレーションの件については、調査と呼べるものとして行

ったのは、裁判記録を確認したのみであって、特段の調査が行われていないこと、また、マレ

ーシアの件に関しても、何らの調査も行われないまま、平成22年２月19日付リリースがなされ

たものであることが明らかになっております。 

 そこで、高田氏が、平成22年２月19日付リリースに際して、事前に依頼したDLA Piper 東京 

Partnership 外国法共同事業法律事務所の石川弁護士が検討した結果として、A.I.HOLDINGS

（HONG KONG）LIMITED の件に関して、本報告書の「３．当委員会の調査対象」記載の訴状案

が作成されたということに鑑み、調査委員会の調査対象について、当該訴状案記載の請求が合

理的なものであり、久保氏に法的責任が認められるか否かという点としました。 

  調査委員会の人選については、当初、当社監査役３名及び社外者３名（弁護士２名・公認会

計士１名）とする方向で候補者と調整しておりました。しかし、当社監査役のうち１名は、本

調査の過程において、当委員会の委員としての中立性・公正性に疑義が生じるおそれがあると

の指摘を受けて自主的に当委員会の委員を離任しました。また、社外者２名についても、委員

の候補者となった経緯が、同監査役からの紹介であったため、委員就任を辞退しました。 

  

３．当社取締役会の決議 

本報告書のとおり、A.I.HOLDINGS（HONG KONG）LIMITED の件については、久保氏に責任が

認められないとの報告がなされました。 

また、顧問弁護士が行った高田氏からのヒアリングによれば、ショーワコーポレーションの

件については、調査と呼べるものとして行ったのは、裁判記録を確認したのみであって、特段

の調査が行われおらず、マレーシアの件に関しても、何らの調査も行っていないことが明らか
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になりました。このように、高田氏からのヒアリングによれば、平成22年２月19日付「当社取

締役会長に対する辞任勧告決議のお知らせ」における「ショーワコーポレーションの件につい

ては不自然な資金の流れが認められ、また、マレーシアを中心とした巨額の貸倒損失・引当金

についてはマーケットリサーチ、販売先の信用調査等がなおざりにされていた事実が判明いた

しました。」、「久保氏の独断専行による事業の過程で、不透明な取引がなされた疑惑が生じて

おります」との記載は、特段の調査を行わないまま記載されたものにすぎないことが判明しま

した。 

これらの調査委員会の報告書及び高田氏のヒアリング等を踏まえて、特別利害関係人である

久保氏を除いた当社取締役会は、久保氏に対して辞任勧告及び訴訟提起を行わない旨の決議を

行いましたので、あわせてお知らせいたします。 

 

以 上 
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１． 当委員会の設置経緯 

 

当社は、平成 22 年 2 月 19 日付で「調査の結果、久保和喜は当社の代表取締役在任期間

中であった平成 19 年 6 月に実施された AI 香港の第三者割当増資に際し、既にロンドン証

券取引所に対して上場申請をし、上場承認を得たので間違いなく上場できるとの勧誘文句

を呈し、複数の関係者に誤解を与え、結果増資引き受けおよびその払い込みを実行させた

疑いが強いことが判明致しました。これをふまえ、平成 22 年 2 月 19 日、当社は同日開催

の取締役会において久保和喜に対し即時取締役の辞任を要求、同時にその責任を追求すべ

く、訴訟を提起する方向で準備すること決議いたしました。」と記載した「当社取締役に対

する訴訟に関するお知らせ」（以下「本リリース」という。）をリリースした。 

しかしながら、当社監査役会は、当社取締役会長である久保和喜氏（以下「久保氏」と

いう。）から、同日開催の取締役会の席上において、「本リリースが開示されるに当たり、

自分は全くヒアリング等を受けていない。自分へのヒアリングを行い、その聴取結果を含

めて十分に事実関係の調査を尽くして欲しい」旨の要請を受けていた。 

そこで、当社監査役会は、本リリースに際して、上記事実の有無及びその根拠について、

本リリースを行った当社前社長である高田祐二氏（以下「高田氏」という。）から説明を受

けていなかっこと、また、久保氏から「事実関係の調査を尽くした結果、自分に非がある

ということであれば責任をとるつもりである。」との申し出があったことから、同月 25 日

付「平成 22 年 2 月 19 日付『当社取締役に対する訴訟に関するお知らせ』及び『当社取締

役会長に対する辞任勧告決議のお知らせ』と題する当社リリースに関するお知らせ」のと

おり、当委員会を設置し、下記３の事項について調査することとした。 

 

２． 当委員会の委員 

 

当委員会の委員は、以下の３名である。 

 

委員長 羽田 恒太（当社社外監査役） 

委員  池田 進吾（当社常勤監査役） 

委員  杉本 雅俊（外部・弁護士） 

 

なお、当社監査役のうち 1 名は、本調査の過程において、本リリースが行われるよりも

前から、高田氏らより一部のメールを受けており、また、高田氏からの聴取結果によれば、

高田氏は、当該監査役に特に事前の状況説明等を行っていたと述べたため、当委員会の委

員としての中立性・公正性に疑義が生じるおそれがあるとの指摘を受ける可能性が生じた

ため、自主的に当委員会の委員を離任した。 
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３． 当委員会の調査対象 

 

高田氏は、本リリースに際して、事前に、取締役会決議を経ることなく、DLA Piper 東

京 Partnership 外国法共同法律事務所の石川耕治弁護士（以下「石川弁護士」という。）

との間で委任契約を締結し、石川弁護士は、本リリース記載の事実にかかる訴状案（以下

「本件訴状案」という。）を作成していた。 

本件訴状案の内容は、大要、以下のとおりである。 

① 当社の子会社である A.I HOLDINGS (HONG KONG) LIMITED（以下「AI」という。）

は、平成 19 年 6 月 30 日、第三者割当増資（以下「本件増資」という。）を行い、こ

の際、A 組合、B 社、C 組合、D 社、E 氏、F 氏がこれを引き受けた。 

② 本件増資にあたって、久保氏は、A 組合の実質的出資者である A´社、D 社、E 氏、

F 氏の親族である F´氏に対して、「ロンドン証券取引所からの AI の上場承認はすで

に下りている。3 ヶ月後待ってくれれば、AI はロンドン証券取引所に上場する。ロッ

クアップ期間もないのですぐに上場できる。上場を迅速に進めるために第三者割当増

資を行う予定である。今 AI の株式を引き受けてくれれば、3 ヶ月後には必ず儲かる

から、引き受けてくれないか。」との説明を行った。なお、E 氏、F´氏は、当社の重

要な取引先である G 社の代表取締役、取締役であった。 

③ しかしながら、AI について上場承認が下りていたという事実はなく、したがって、

上記の久保氏の説明は虚偽であった。 

④ E 氏、F´氏は、その後、平成 20 年末頃までに、AI の上場話が虚偽であったことを

確信するに至ったため、久保氏に対して、同氏らが引き受けた AI 株式（以下「本件

株式」という。）の買取りを要求した。そこで、久保氏は、高田氏に対して、当社に

よる買取りを要請した。 

⑤ 高田氏は、E 氏、F´氏らから訴えを提起された場合のレピュテーション及び G 社が

当社の重要な取引先であったことから、本件株式を取得することとし、当社は、平成

21 年 4 月 2 日、同氏らより、これを取得した。 

⑥ 当社は、本件株式を同氏らが引き受けた際の価格とほぼ同額である 5000 万円で取得

したが、本件株式の価値を、当時の AI 株式の 1 株あたり純資産額を元に算出すると、

約 2741 万 685 円となる。 

⑦ 上記の 5000 万円と 2741 万 685 円の差額である 2258 万 9315 円は、久保氏が②の虚

偽を述べたという不法行為によって、当社が被った損害であるので、同額について、

久保氏に対して損害賠償請求を行う。 

 

そこで、当委員会は、本件訴状案に記載の上記請求（以下「本件訴え」という。）が合理

的なものであり、久保氏に責任が認められるか否かについて、調査（以下「本件調査」と

いう。）を行うこととした。 
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４． 論点の整理 

 

当委員会は、本件調査を行うに当たり、前提事実として、当時の AI の上場準備の状況を

調査・認定した上で、本件増資の際の勧誘文言に関する久保氏の主張を確認し、論点を整

理した。 

 

(1) 当時の AI の上場準備の状況 

 

ア ロンドン証券取引所の AIM 市場について 

 

AI は平成 19 年 3 月頃からロンドン証券取引所の AIM 市場（以下「AIM」という。）へ

の上場に向けた準備を行っていた。 

AIM では、証券取引所が上場審査を行うのではなく、取引所から承認を受けた Nomad

（Nominated Advisor）が上場審査を行い、Nomad が承認することによって上場が認めら

れるという制度が採られているとのことである。このような制度が採用されているため、

一般に、日本のマザーズやジャスダックと比較して、AIM の上場準備期間は長期間を要し

ないとされており、証券会社のウェブサイトにおいて、上場準備期間について「4～6 ヶ月」

と記載されているものがある。そして、上場を希望する会社は、コンサルティング会社や

Nomad の助言を受けながら、上場準備を進め、 終的に Nomad の承認を得て、上場する

ことになり、一般論としては、Nomad の承認後は、速やかに上場ができるようである。 

 

イ 当時の AI の上場準備に関する具体的状況 

 

AI は、平成 19 年 3 月 18 日に、ロンドン市場での公開サポートを行っている H 社との間

でコンサルティング契約を締結し、同年 5 月には、H 社から Nomad の候補者として I 社を

紹介され、H 社及び I 社と AIM の上場の準備を進めていた。 

本件増資前における上場の目処としては、H 社から、同年 10 月を上場予定とするスケジ

ュール表を同年 3 月 23 日付で受領し、また、I 社からも年内の上場について実現可能なス

ケジュールであると説明を受けていた。 

その後も、AI は H 社、I 社の助言の下、上場の準備を進め、上場の目処、つまり、Nomad

の候補者である I社から上場承認が得られそうであるとの見込みの下、同年8月21日付で、

I 社との間で、同社を正式に Nomad に指定する旨の契約を締結した。 

しかしながら、同年 11 月頃から、AIM のマーケットが下落したことを踏まえて、平成

20 年 2 月頃から、AI は上場のターゲットをシンガポール証券取引所や香港証券取引所に変

更したが、同年 9 月にリーマンショックが起きたことから、同年 10 月頃、上場準備を保留
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する旨の決議がなされた。 

 

(2) 本件増資の際の勧誘文言に関する久保氏の主張 

 

久保氏の主張によれば、上記の AI の上場準備の状況を踏まえて、本件増資当時、AI は

年内中に AIM への上場が可能であろうという認識を持っていたとのことである。 

この点に関連して、久保氏は、高田氏とともに、平成 19 年 5 月 28 日に、大手町サンケ

イプラザにおいて、当社の第一四半期の決算及び AI の事業説明会（以下「本件説明会」と

いう。）を行っている。この際の状況はウェブサイト上に動画として残されており、久保氏

は、「この AI ホールディングでございますが、現在、ロンドン市場に上場準備をしており

まして、現地のプレゼンの資料等は、後ほど、ちらっとご覧頂けると思いますけれども、

おそらく今年中には上場が完了するんではないかという風に考えております。」、「タイミン

グはいつ頃なのかというのが質問で来ると思いますが、年内ということだけは申し上げら

れるんですけども、ドキュメント的にはかなり早い時期に完了するんではないかという風

に考えております。」と説明したことが認められる。 

そして、久保氏の主張によれば、本件増資にあたって、A´社、D 社、E 氏、F´氏に対

して説明する際も、上記と同様の説明をしており、本件訴状案に記載の「ロンドン証券取

引所からの AI の上場承認はすでに下りている。3 ヶ月後待ってくれれば、AI はロンドン証

券取引所に上場する。ロックアップ期間もないのですぐに上場できる。上場を迅速に進め

るために第三者割当増資を行う予定である。今 AI の株式を引き受けてくれれば、3 ヶ月後

には必ず儲かるから、引き受けてくれないか。」との発言はしていないとのことである。 

 

(3) 小括 

 

上記のとおり、AI は本件増資当時、年内中に AIM への上場が可能であろうという認識を

持つことは不合理とはいえない状況にあったと考えられる。 

そこで、久保氏の主張どおり、本件増資の際の勧誘文言が本件説明会と同様のものであ

れば、不法行為には該当しない。他方で、AI の上場承認が下りたという事実は存在しない

ので、本件増資の際の勧誘文言が本件説明会のものを超えて、本件訴状案記載のとおり、「ロ

ンドン証券取引所からの AI の上場承認はすでに下りている。」などであれば、事実に反す

る不合理な説明といえ、不法行為が成立する可能性があると考えられる。 

また、このような久保氏の発言により、当社に損害が発生したというためには、このよ

うな久保氏の発言と E 氏、F´氏が本件株式を引き受けたこととの間に因果関係が認められ

ること、及び、久保氏の発言と当社が E 氏、F´氏から本件株式を取得したこととの間に因

果関係が認められること、が必要である。 

さらに、本件訴状案では、当社が E 氏、F´氏から本件株式を取得した額と、当時の AI
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株式の 1 株あたり純資産額を元に本件株式の価値を算出した額の差額をもって、当社に生

じた損害であると主張しており、これが損害といえる必要がある。 

 

そこで、当委員会は、論点を以下のように整理した。 

① 久保氏が「上場承認はすでに下りている」との発言をしたと認められるか。 

② 仮に、①が認められるとして、E 氏、F´氏の投資経験に照らして、①の発言と E 氏、

F´氏の引受との間に因果関係があると認められるか。 

③ 仮に、①②が認められるとして、①の発言と当社が E 氏、F´氏から本件株式を購入

したこととの間に因果関係があると認められるか。 

④ 仮に、①②③が認められるとして、当社が E 氏、F´氏から本件株式を取得した額と、

当時の AI 株式の 1 株あたり純資産額を元に本件株式の価値を算出した額の差額をも

って、損害といえるか。 

 

５． 論点に関する検討 

 

(1) ①の点について 

 

①の点は、要するに、久保氏の発言が何であったか、つまり、「上場承認はすでに下りて

いる」と言ったか、言わないかを認定するという作業であり、かかる発言をしたとされる

久保氏がこれを否定している以上、一般的に容易な作業ではない。 

しかしながら、本件訴状案においては、久保氏が「上場承認はすでに下りている」と言

ったと断言されている。そこで、当委員会は、本件訴状案の作成に際して、高田氏及びそ

の作成者である石川弁護士が、どのような調査及び根拠・資料に基づき、かかる主張をし

ようとしたのかという観点から調査を行うこととした（なお、かかる調査に際して、高田

氏のメールソフト上に残されたメールを確認したが、大量に削除がなされており、一部に

ついては復元できたものの、全てを復元できたわけではなく、高田氏が送信した送信済み

フォルダのメールなどは復元できていない。そこで、以下で引用するメールの大半は石川

弁護士が送信したメールとなっている。）。 

その結果、本件訴状案において、久保氏から「上場承認はすでに下りている」という虚

偽の説明を受けたとされている A´社、D 社、E 氏、F´氏に関して、以下の事実が明らか

となった。 

 

ア A´社について 

 

高田氏からの聴取結果によれば、実は、高田氏は、本件増資に際しての久保氏の勧誘文

言を巡ってクレームを受けたことはなく、むしろ、高田氏が代表取締役社長に就任した後
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の平成 21 年 10 月頃に行なわれた AI の子会社の増資が A´社の了解なく行われたこと等に

ついてクレームを受けていたとのことであった。確かに、A´社は、日本有数の大手金融機

関であることから、「上場承認はすでに下りている」という極めて簡単に確認できる虚偽に

騙されるとは考えにくい。そこで、当委員会が、平成 22 年 4 月 20 日、A´社の従業員（元

担当者）からヒアリングをしたところ、A´社の従業員（元担当者）は、「A´社としては、

AI のデューディリジェンスを行い、Nomad の候補者にも会って、上場準備の状況を把握し

ていた。当時の認識としては、AI は、AIM への上場に向けた線路に乗っているという認識

であった」旨を述べて、久保氏から「上場承認はすでに下りている」という説明を受けた

ことを明確に否定した。 

なお、A´社に関しては、石川弁護士は、何度か面談の申入れを行った結果、本リリース

が行われる前日である平成 22 年 2 月 18 日になってようやく、A´社の従業員（本件の元

担当者ではない）と面談を行ったようであり、石川弁護士は、その面談の内容を高田氏ら

に対して報告するメールを送信している。これによれば、石川弁護士が、「本件の元担当者

の方から『上場承認があった』、『上場申請をした』と久保会長が言っていた、という証言

をいただきたい」と依頼したところ、A´社の従業員（本件の元担当者ではない）からは、

「本件増資引受当時の調査は、いちおう、A´社内部の適正な段階、決済（注：ママ）を踏ま

えてなされており、ロンドンにも現地調査にいっている。」、「A´社のレピュテーションも

あるし、今後の自動車事業の展開もある。持ち帰って広報、法務と協議させてほしい。」、「も

し OK ということであれば、2 月末までに元・担当者への聞き取り調査が実施できるように

したいと思うが、これは約束できない。」と回答されたということが記載されている（石川

弁護士 2 月 18 日 15:00 メール）。 

したがって、久保氏が A´社に対して「上場承認はすでに下りている」という虚偽の説明

をしたという認定をすることはできず、むしろ、石川弁護士らが、A´社に働きかけて、虚

偽の証言を引き出そうとしていた（そして、引き出せていなかった）ものと考えざるを得

ない。 

 

イ D 社について 

 

高田氏からの聴取結果によれば、実は、高田氏は、平成 21 年に入ってから、D 社代表者

から「本件増資に際して久保氏から『すぐに上場できる』、『5、6 ヶ月で上場できる』と言

われたにもかかわらず、いまだ上場していないので、AI 株式を買い取って欲しい」とのク

レームを受けたことはあるが、「久保氏から『上場承認はすでに下りている』と言われた」

とのクレームは受けていなかったとのことであった。 

しかし、本件訴状案においては、久保氏が D 社に対して「上場承認はすでに下りている」

と言ったとされていることからすると、どこかの段階で、D 社からのクレームの内容が変

化した可能性があることになる。 
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この点に関して、高田氏の部下は、平成 22 年 2 月 6 日、D 社代表者に対して、「AI ホー

ルディングス上場の第 3 者割り当てについての今後の方針」を用件として、同年 2 月 8 日

に石川弁護士が所属する法律事務所において石川弁護士と面談することを申し込む旨のメ

ールを送信した。このメールには、「10 分前程度に弊社○○（注：送信者とは別の高田氏の部下）と

合流願います。簡単な方向性を事前説明します。」、「今後アップルと共に共同でこの件を進

めることができるように考えております。」、「内容を理解していただいた上で、石川先生と

の MTG を行っていただいたほうが、話しがすんなりいくと推察します。」と記載されてい

る（高田氏の部下 2 月 6 日 10：46 メール）。 

高田氏からの聴取結果によれば、この結果、石川弁護士と D 社代表者の面談が同月 8 日

に実際に行われたとのことである。そして、このような面談が行われた結果、石川弁護士

は、D 社代表者から、D 社として久保氏に対して損害賠償請求を行いたいので、代理人に

なって欲しいと言われたが、石川弁護士は、コンフリクト（利益相反）の問題があるとし

て、石川弁護士の知人の弁護士を紹介し、当該弁護士が久保氏を訴えるための D 社の代理

人に就任したとのことである。高田氏も、その弁護士と、石川弁護士が所属する法律事務

所のオフィスにおいて会議を行ったとのことである。なお、その会議には、D 社代表者及

び石川弁護士も出席していた。また、実際に、当該弁護士から、当社は、同月 3 月中旬頃、

D社が保有する AI株式の買取りを要請されたが、当社の代理人弁護士が当該弁護士に対し、

上記受任の経緯を既に把握していること等を指摘すると、当該弁護士は、D 社代理人を辞

任する意向があることを示唆したとのことである。 

以上の事実や A´社への働きかけの事実からすれば、D 社の代表者の供述については、

高田氏や高田氏の部下らの誘導により変化した疑いが強いと言わざるを得ない。このこと

は、石川弁護士の当初（平成 22 年 1 月 26 日付）のメールにおいては、「D 社○○様（注：D

社代表者）は、『久保会長の話も上場間違いないということだったし、アップル日本という上

場会社のブレスリリース（注：ママ）にもそう書いてあったので信用した』旨のお話をされて

います。（おそらく御社の 2007 年 6 月 21 日のリリースを指していると思われます）」（石川

弁護士 1 月 26 日 11:59 メール）と記載されており、「久保氏から『上場承認はすでに下り

ている』という虚偽の説明を受けた」と記載されていないことからも推測される。なお、

当社の平成 19 年 6 月 21 日付「子会社 A.I.HOLDINGS の第三者割当増資に関するお知ら

せ」と題するリリースには、「今後、中華人民共和国におけるメガディーラーとしての地位

を確立するためには、資本力の強化ならびに積極的な設備投資による業績の拡大が急務で

あり、今期中にロンドン証券取引所への上場を目指して急ピッチで準備を進めております。

当該第三者割当増資実施前におきましては、A.I.HOLDINGS（HONG KONG）LIMITED

の株主構成は、当社アップルインターナショナルが 53.3％保有しており、上場審査に当た

っての独立性確保の観点からも今回の第三者割当増資を実施する必要性が生じました。今

回の第三者割当増資は、同社のロンドン証券取引所への上場準備の一環としての資本政策

にあり、当該資本政策が計画どおりに進捗した場合、同社の上場準備も大きく推進するも
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のと思われます。」としか記載されておらず、D 社代表者が、当時、これを読んで信用した

との石川弁護士の指摘が事実であるとすれば、「久保氏から『上場承認はすでに下りている』

という虚偽の説明を受けて、騙された」ということはありえないことになる。 

したがって、仮に、D 社代表者が、高田氏又は石川弁護士に対して「久保氏から『上場

承認はすでに下りている』という虚偽の説明を受けた」と供述していたとしても、この供

述の信用性は低いと言わざるを得ない。なお、かかる観点から、当委員会としては、D 社

に対するヒアリングは不要と判断し、ヒアリングは行っていない。 

 

ウ G 社（E 氏、F´氏）について 

 

高田氏からの聴取結果によれば、高田氏は、G 社（E 氏、F´氏）から直接、クレームを

受けたことはなく、クレームを受けている旨を平成 21 年初め頃、久保氏から聞いたのみで

あるということであった。なお、久保氏は、この際の G 社（E 氏、F´氏）からのクレーム

の内容は、本件増資に際して発行された株券の送付が住所変更の届出等の関係で遅延した

こと、及び、結果として AI が上場していないこと、に関するものであり、具体的には「AI

の増資の件は、株券も届いてなかったし、上場詐欺みたいなものだ。税金等の関係で整理

もしないといけないので、買い取って欲しい。」という内容であったと主張している。 

そこで、これらのことからすれば、G 社（E 氏、F´氏）との関係でも、「上場詐欺みた

いなものだ」というクレームが、どこかの段階で、「『上場承認はすでに下りている』と言

われた」いうクレームに変化した可能性があることになる。 

この点に関して、石川弁護士からの G 社（E 氏、F´氏）との面談のセッティングの依頼

を受けて、平成 22 年 2 月 11 日、高田氏の部下は、石川弁護士に対して、「G 社の件ですが、

D 社の○○社長（注：D 社代表者）より、G 社へプッシュしていただき、コンタクト取れるよう

準備中です。2 月 19 日の IR 発表後、コンタクトをとって、石川先生との設定をしたく思

います。D 社○○社長（注：D 社代表者）より、コンタクトしていただく返事をいただきました。

ですので多分実行できます。予定が決まり次第お知らせします。」（高田氏の部下 2 月 11 日

18:15 メール）とのメールを送信した。そして、本リリース後の同月 22 日になって、よう

やく、石川弁護士による G 社（E 氏）からの聴取り調査が行われたとのことである。 

したがって、これらのことからすれば、少なくとも、石川弁護士は、本リリース時点（同

年 2 月 19 日）において、G 社（E 氏、F´氏）からの聴取り調査を行っておらず、「E 氏、

F´氏が久保氏から『上場承認はすでに下りている』という虚偽の説明を受けた」という点

についての根拠を有していなかった。 

そして、上記の A´社への働きかけの事実や、D 社の代表者の供述を誘導したことが疑

われることのほかにも、G 社（E 氏）からのヒアリングは、「D 社代表者より、G 社へプッ

シュしていただいた」結果としてセッティングされたものであり、上記のとおり、D 社は、

石川弁護士ないしその紹介に係る弁護士に依頼して久保氏に対して損害賠償請求をしよう
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としていることからすると、D 社代表者にも、G 社（E 氏、F´氏）に同じ供述をしてもら

おうと供述を誘導する動機があることは否定できない。以上のことからすると、E 氏、F´

氏もまた、供述の誘導を受けている可能性が高いと言わざるを得ない。 

なお、本件訴状案においては、「平成 20 年秋から冬ころまでに、被告（注：久保氏）の説明

も、ロンドン証券取引所での上場は難しいため、これを断念して、シンガポール証券取引

所での上場を目指す等と、説明内容が変わってきた。さらに、被告は、シンガポール証券

取引所での上場も断念し、香港証券取引所での上場を目指すなどと説明するようになり、

その説明は転々し、次第に、E 氏らは、ロンドン証券取引所への上場申請が下りているとい

う話に対して疑いを抱くようになった。平成 20 年 9 月にいわゆるリーマンショックが起こ

り、上場話がますます非現実味を帯びるにつけ、E 氏らは、もし、平成 19 年 6 月までにロ

ンドン証券取引所での上場承認が下りていたのであれば、遅くとも平成 20 年秋ころまでに

は疾うに上場していたであろうとの思いに至り、平成 20 年末ころまでには、AI 香港の上場

話が嘘であると確信するに至った。」と記載されている。 

しかし、E 氏、F´氏が久保氏から「上場承認はすでに下りている」という説明を受けた

のであれば、「ロンドン証券取引所での上場は難しい」と言われた時点で騙されたことに気

付くはずであり、その後、リーマンショックなどを経て、「平成 20 年末ころまでには、AI

香港の上場話が嘘であると確信するに至った」という主張は、整合性を欠く。なお、そも

そも、G 社（E 氏、F´氏）からのヒアリングが未了の中、石川弁護士がどうやって本件訴

状案にこのような記載をしたのかという疑問もあるが、おそらく D 社代表者の供述を元に

作成したものと推測され、かかる指摘は、D 社代表者の供述の信用性の問題とも言える。 

さらに、E 氏、F´氏は、本件増資と同じ頃、当社とは別の上場会社（当時、ジャスダッ

ク上場企業）の株式を大量に保有し、数億円単位での出資を行っていたことが、大量保有

報告書、半期報告書等から認められる。このことからすれば、同氏らは相応の投資経験を

有しているものと認められ、「上場承認はすでに下りている」という極めて簡単に確認でき

る虚偽に騙されるとはおよそ考えにくい。 

したがって、仮に、E 氏、F´氏が「久保氏から『上場承認はすでに下りている』という

虚偽の説明を受けた」と供述したとしても、この供述の信用性は低いと言わざるを得ない。

なお、かかる観点から、当委員会としては、E 氏、F´氏に対するヒアリングは不要と判断

し、ヒアリングは行っていない。 

 

エ 小括 

 

以上のとおり、高田氏及び石川弁護士が、合理的な根拠・資料に基づき、「A´社、D 社、

E 氏、F´氏が、久保氏から『上場承認はすでに下りている』という虚偽の説明を受けた」

と主張しようとしていたとは考えられず、むしろ、A´社の元担当者は、そのようなことは

言われていないと明確に述べており、また、仮に、D 社、E 氏、F´氏らが、現時点になっ
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てそう述べたとしても、この供述の信用性は低いと言わざるを得ない。 

したがって、当委員会としては、①の点について、久保氏が「上場承認はすでに下りて

いる」との発言をしたと認めることはできないと判断する。 

 

(2) ②③④の点について 

 

上記のとおり、当委員会としては①について認めることはできないないと判断するため、

②③④の点について検討する必要がないと考えるが、簡単に②③④についても触れておく。 

上記論点のうち、まず、②に関しては、上記のとおり、E 氏、F´氏は、相応の投資経験

を有しているものと思われ、「上場承認はすでに下りている」という極めて簡単に確認でき

る虚偽に騙されるとはおよそ考えにくく、仮に、久保氏が「上場承認はすでに下りている」

との発言をしたとしても、この発言と同氏らが本件株式を引き受けたことに因果関係があ

るかについては、疑問がある。 

また、③に関しては、本件訴状案においては、「高田氏は、E 氏、F´氏らから訴えを提

起された場合のレピュテーション及び G 社が当社の重要な取引先であったことから、本件

株式を取得することとした」旨が記載されているが、他方で、本件訴状案と同時期に作成

された高田氏の報告書（陳述書）においては、「G 社と取引停止になっても当社として問題

はなかったが、久保氏の指示に逆らえなかったため、本件株式を取得した」旨が記載され

ており、齟齬があることからすれば、当社が本件株式を買い取らざるを得ない状況にあっ

たとは断定できず、久保氏の発言と当社が本件株式を取得したことに因果関係があるかに

ついても、疑問がある。 

さらに、④については、そもそも、これが損害といえるのかについて疑問があると言わ

ざるを得ない。 

 

(3) 結論 

 

以上から、当委員会としては、本件訴えに係る責任が久保氏に認められるとはいえない

と判断する。 

 

６． 本件訴えが行われようとしたことの背景事情 

 

なお、本件訴状案のようなものが上場企業の代表者によって作成され、訴え提起の直前

まで準備が行われ、その旨の本リリースがなされたのであれば、一般常識に照らして考え

れば、本件訴えには、それなりの合理性があると考えるのが、むしろ自然であると思われ

る。しかしながら、上記のとおり、本件訴えに係る責任が久保氏に認められるとはいえな

い。それでは、なぜ本件訴えが行われようとしていたのかとの疑問が生じる。 
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そこで、本件調査の過程で明らかとなった本件訴えが行われようとしたことの背景事情

について、以下のとおり付言しておく。 

 

(1) 石川弁護士への依頼の経緯 

 

高田氏は、従前から、久保氏による経営方針・手法に疑問を持っていたとのことである

（なお、高田氏からの聴取結果によれば、高田氏自身は久保氏に対して個人的な悪感情は

持っていなかったが、高田氏と行動をともにした部下の中には、待遇に不満を持ち、久保

氏に対して個人的な悪感情を持っている者もいたとのことである。）。そのような中で、当

社は、平成 21 年 12 月 22 日、Star Gate Investment Holdings Limited（以下「SGI」という。）

から、非公開化を前提とした当社株式の公開買付けを行いたい旨の意向表明（以下「本件

提案」という。）を受けた。 

そこで、高田氏は、当社の非公開化という当社にとっての重要案件を検討することと併

せて、従前から投資家からクレームを受けていたため、久保氏の経営責任の問題につなが

る可能性があると考えていた AI の件等についても、相談をできる弁護士を探すことを企図

したとのことであり、知人から石川弁護士の紹介を受け、平成 22 年 1 月 6 日、取締役会決

議を経ることなく、上記の事項について石川弁護士に調査等の依頼をした。 

 

(2) SGI による当社株式の公開買付け提案に関する対応 

 

高田氏による本件提案に関する事情説明を受けて、石川弁護士は、本件提案については、

相談当初から、「このような提案をまじめに検討する必要はない」ということを述べていた

とのことであり、この点に関して、石川弁護士は、高田氏ら宛てに、以下の内容が記載さ

れたメールを送信している。 

 

 「もしかすると、という可能性ですが、買付者は本当は TOB を実行する気はさらさ

らなくて、単に御社への TOB の雰囲気を煽って、適当なところで情報をリークして

株価を高騰させ、株式を売り抜ける等の行為にでるかもしれません。まさに、違法

な株価操作ですが、AI 香港の上場詐欺話を聞いていると、このような不正な株価吊

り上げ目的の偽 TOB である可能性も否定できないと拝察します。」、「TOB 後に御社

を非上場化するという話ですが、これはおそらく、久保社長（注：ママ）、そして本件

TOB の背後にいる資金提供者が、自分達の素性を隠したまま子会社上場によるキャ

ピタルゲインを得ようという目的かと思われます。つまり、御社そのものが上場会

社であると、どうしても久保氏自身は表に出ずらい（反社のため）。従って、香港に

作った Star Gate というペーパー会社を経由し、さらに御社自身も非公開化して自

分達の素性がばれないようにする。その上で、AI 香港等の子会社を上場させ、その
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キャピタルゲインを御社を通じて Star Gate、それから久保氏その他の資金提供者に

還流する、という計画かもしれません。素性隠しとキャピタルゲインの両方を実現

するという、きわめて巧妙なストラクチャーであるかと拝察します。」（石川弁護士 1

月 22 日 22:32 メール） 

 「市場、株主からの誤解を避けるためには、まずは久保会長と裏でつながっている

と推測される TOB を断固拒否することが必要です。その上で、久保会長への責任追

及をする法的手段を早急にとる必要があると思料します。例えば、久保会長を日本、

香港、タイの各地で刑事告発する、久保会長が保有する子会社株式を差し押さえる

（日本、香港、タイなど）等により、一気にこちら側に形勢を有利にすることがで

きます。」（石川弁護士 1 月 26 日 20:09 メール） 

 

高田氏からの聴取結果によると、このような石川弁護士の推測は、根拠（証拠）に基づ

かない単なる憶測に過ぎないとのことである。一般論として、上記のような苛烈な記載を

単なる憶測で行うとは考えがたいため、高田氏やその部下らによる石川弁護士に対する本

件提案等についての事情説明は、相当に偏ったものであった可能性が高いと思われる。な

お、SGI 及び久保氏の名誉の観点から、当委員会としても、上記メールに記載された内容が

何らの根拠・資料に基づかないものであり、単なる憶測に過ぎないことを付言しておく。 

 

(3) AI 増資の件に関する調査等ついて 

 

AI に関する調査としては、石川弁護士は、AI に上場承認が下りたという事実の有無を確

認したようである。 

もっとも、AI に上場承認が下りたという事実はないので（久保氏もかかる事実を争って

いない。）、当然、石川弁護士の調査結果としても、そのような事実はないという結果であ

ったと思われる。その結果、石川弁護士は、以下のメールのとおり、平成 22 年 1 月 26 日

時点で既に、AI の件について、久保氏に責任が認められると断定していた。なお、このよ

うな断定は、「久保氏が『上場承認はすでに下りている』との発言をした」ということを前

提とするものであるが、このような前提については、上記５(1)の経緯からすれば、高田氏

やその部下らによる「久保氏が『上場承認はすでに下りている』との発言をした」という

説明によって、かかる前提事実が存在するものと思い込んでしまった可能性が高い。なお、

下記６(5)の 3 つ目のメール（石川弁護士 2 月 8 日 8:54 メール）からすると、石川弁護士は、

AI が本件増資を行った当時、AIM 上場に向けた具体的準備を進めていたことについての説

明すらも受けていない可能性がある。 

 

 「多少は上場準備らしきものをして（完全な詐欺と言われないように）いたのかも

しれませんが、現在までの調査結果によれば、『既に上場申請をした』、『上場承認を
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得ている』という話で AI 香港の第三者割当増資を募っていたのですから、これは法

律論を持ち出すまでもなく、社会通念に照らして詐欺に該当することは否定できな

いと拝察します。」、「ロンドン上場話が詐欺であることが弁護士による調査によりほ

ぼ確定した以上、久保会長への対応（例えば日本、香港の警察当局に詐欺として告

発する等）、TOB への対応について、早急に統一した方針を決定する必要があると思

料します。」（石川弁護士 1 月 26 日 11:59 メール） 

 「このような詐欺、つまり犯罪行為ですが、現職の取締役会長が関与していること

がほぼ間違いなくなった以上、上場会社として一般株主、顧客取引先、従業員の利

益を守るためには、やむを得ず厳しい態度をとらざるを得ないと思われます。」（石

川弁護士 1 月 26 日 20:09 メール） 

 

(4) 高田氏らの戦略について 

 

このようなやりとりを経て、高田氏は、同年 2 月 1 日に以下の内容が記載されたメール

を送信している（なお、このメールは他のメールの引用として残されていたものであり、

高田氏が削除し忘れたものと思われる。）。 

 

 「各種問題を内在し、その問題ごとに対応することよりも、時限性の観点から訴訟

に踏み切った方が効果的ではないかと考えております。」（高田氏 2 月 1 日 20:25） 

 

したがって、このメールと上記の「市場、株主からの誤解を避けるためには、まずは久

保会長と裏でつながっていると推測されるTOBを断固拒否することが必要です。その上で、

久保会長への責任追及をする法的手段を早急にとる必要があると思料します。例えば、久

保会長を日本、香港、タイの各地で刑事告発する、久保会長が保有する子会社株式を差し

押さえる（日本、香港、タイなど）等により、一気にこちら側に形勢を有利にすることが

できます。」（石川弁護士 1 月 26 日 20:09 メール）というメールからすれば、同年 2 月 1 日

の段階では、既に、「本件提案に対して反対した上で、久保氏に対する責任追及を行う」と

いう高田氏らの戦略は、明確になっていたものと推測される。 

 

もっとも、その後の同月 11 日、石川弁護士は、石川弁護士が所属する法律事務所の香港

オフィスの弁護士とミーティングをした結果報告として、以下の内容が記載されたメール

を高田氏らに送信している。 

 

 「長時間のミーティングで様々な問題を議論しましたが、要点は以下のとおりです。 

1、 香港での訴訟は、その法的構成が難しい。原則としては、久保会長に騙された

被害者である投資家が久保会長を提訴すべきである。アップル社は確かに買い
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戻しについては損害があると言えるが、久保会長の詐欺によって直接に被害を

こうむったわけではない。従って、アップルから久保会長に直接に何らかの法

的請求を立てることは難しい。 

2、 しかしながら、以下の 3 つの方法が考えられる。 

(1) アップル社が久保会長に対して代表訴訟を起こすこと。 

そのための要件としては、久保会長が詐欺行為の当時に AI 香港の取締役であっ

たこと、詐欺行為に起因してAI香港に損害が発生したこと、が必要であります。 

(2) 久保会長の AI 香港株式の差押え 

東京で訴訟をしていることを根拠にして、久保会長の AI 香港の株式を差押える

というものです。 

(3) 刑事告発 

もしかしたらこれが一番可能性があるのかもしれませんが、本件で問題となっ

ている 2007 年の第三者増資（注：ママ）のときに、久保会長がそれに関連して個

人的な利得をしていた、あるいは、増資が成功したことを理由として AI 香港か

ら特別ボーナスをもらっていた、もしくは報酬や賞与が大幅に増額された、と

いう場合には、違法行為に起因して個人的な利得をしたということで、刑事告

発が可能とのことです。 

香港ではこういった投資や金融に絡んだ犯罪が多いせいか、こういった犯罪を

処理する専門の行政部門があるとのこと。腐敗防止独立独立（注：ママ）委員会

(Independent Commission Against Corruption、通称に ICAC)という名称との

こと。」（石川弁護士 2 月 11 日 19:50 メール） 

 

このように 2 月 11 日の時点では、「当社から久保氏に直接に何らかの法的請求を立てる

ことは難しい」という認識になっており、その代替手段として、(1)久保氏の行為によって、

当社ではなく、AI に何らかの損害が生じたとして、AI の株主である当社が株主代表訴訟を

提起すること、(2)久保氏の株式の仮差押え、(3)刑事責任を追及する証拠を探した上で、刑

事告発を行うこと、が検討されていた。 

しかしながら、その後の同月 15 日の段階で、石川弁護士が、高田氏らに対して、以下の

内容が記載されたメールを送信しているとおり、「当社から久保氏に直接に何らかの法的請

求を立てることは難しい」という認識を持ちながらも、本件訴えの提起に踏み切ることと

なったものと推測される。 

 

 「19 日は、御社取締役会の提訴決議後、弊事務所弁護士○○と○○が、前日 18 日か

ら四日市に入り、裁判所に訴状を提出する予定です。」（石川弁護士 2 月 15 日 17:56

メール） 
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なお、本リリースにおいては、結果として「平成 22 年 2 月 19 日、当社は同日開催の取

締役会において久保和喜に対し即時取締役の辞任を要求、同時にその責任を追求すべく、

訴訟を提起する方向で準備すること決議いたしました。」との記載で開示されたが、高田氏

は、その直前まで「訴訟を提起致しましたのでお知らせいたします。」という記載で開示し

ようとしていた。 

この点に関しては、当社監査役会が、取締役である久保氏に対する訴えの提起は監査役

の権限であり（会社法 386 条 1 項）、監査役ないし監査役会として十分と認められる調査を

行っていない状況で、そのような記載をすることは認められない旨の意見を述べたことに

より、本リリースの記載の内容に変更された。 

したがって、当社監査役会が上記意見を述べなければ、同月 19 日に本件訴えは提起され

ていた。なお、石川弁護士によって作成された本件訴状案においては、原告の代表者が監

査役ではなく、代表取締役である高田氏とされているため、提訴が強行されたとしても、

不適法却下となったものと思われる。 

 

(5) その他の事情 

 

その他、石川弁護士は、高田氏らに対し、以下の内容が記載されたメールを送信してい

る。 

 

 「19 日の取締役会決議後、久保氏の AI 香港増資詐欺の件、それから TOB 提案の件

とそれに対する反対のプレスリリースをしていただくことが適切であると思料しま

す。TOB に関する状況変化は絶えず小職までお知らせいただきますよう、お願い申

し上げます。また、19 日に TOB 反対のプレスリリースをするとして、御社従業員

さま、取引先さまからのご協力をいただければ、『従業員宣誓書』、『取引先有志宣言

書』等をあらかじめ準備しておき、各位にご署名いただいた上で、『久保氏にはこん

なひどい目にあった』、『久保氏は信用できない』、『ぜひアップル社から久保氏を排

除してほしい』との声明文も、あわせてプレスリリースできればと思います。ぜひ

ご検討下さい。これらのTOB反対声明文も小職の方で文面を検討しておきます。」（石

川弁護士 2 月 6 日 11:43 メール） 

 「もちろん、取締役選任・解任という問題もありますので、19 日のプレス・リリー

ス後は、有効株主の確保、議決権行使委任状確保・争奪という事態に備える必要が

あると予想しております。」（石川弁護士 2 月 6 日 20:41 メール） 

 「1、 AI 香港の上場について 

Star Gate の提案にもありますが、向こうの提案が公になる前に、先手を打って

こちらから、AI 香港の香港証券取引所の上場可能性の『検討作業』に着手した

ことを、プレスリリースする。 



 17

口先だけだと久保氏と同じになってしまうので、DLA 香港でもいいですし、ど

こか適当な証券会社と初期的な調査だけ依頼する。なるべく費用が安い方法で。

あるいは、香港証券取引所と一回ミーティングをした、という事実だけでもよ

いかと思います。必要であれば弊事務所でアレンジしますので。 

これを先手を打ってリリースし、もし株価が上がった場合には TOB がし辛くな

りますし(買付け代金総額が上がるため)」（石川弁護士 2 月 8 日 8:54 メール） 

 「これは、まだ検討段階ですが、例えば 5 億円程度の第三者増資（注：ママ）を引受け

てくれる友好的投資家の方があれば、久保会長の持分の希薄化を結果できるかと。」、

「今から増資をしても、その引受株主さまに定時総会において議決権を付与するこ

とはおそらく可能ですので、久保会長の議決権希薄化の一つの手段になるかと思わ

れます。」（石川弁護士 2 月 8 日 15:49 メール） 

 「一応というか念のためというか、19 日取締役会で久保氏に署名を迫るため、(a)取

締役辞任届、(b)保有する株式の議決権行使を委任する委任状、この 2 つの書類を用

意しておきます。19 日の取締役会の席上で久保氏がこの 2 つの書類に署名すれば、

その場で、こちら側のほぼ全面勝利ということになるかと思われます。」（石川弁護

士 2 月 9 日 15:58 メール） 

 「久保会長の持株の議決権行使をなんとか防ぎたいという問題について検討してお

りますが、なかなか法律的にはうまい方法がありません。おそらく唯一実行可能な

のは、定時総会までの間に第三者増資（注：ママ）をして、友好的な大株主さまを作り、

その結果、久保会長の持株を希薄化するという方法であります。」、「株主総会の議決

権行使の委任状の回収率を上げる、株主総会への出席率を挙げる（注：ママ）等の方策

を考える必要があります。株主総会出席率の向上については、 近 PR 型総会として、

いろいろなイベントを開催して多く株主さまに出席していただく努力がされていま

す。（例えば所属歌手のコンサート開催など、エイベックスの場合） 御社の場合で

も、何か個人株主さま、そのご家族が楽しめるようなイベントを同時開催すること

により、出席率の向上を図ることができないかと考えております。（例えばクラシッ

クカーやスーパーカーの展示会とか）。」（石川弁護士 2 月 9 日 12:42 メール） 

 「2 月 19 日以降、AI 香港の臨時株主総会も開催して、AI 香港の取締役を一挙に交

代させる、ということも考えてはどうかと思いまして。弊香港オフィスの弁護士の

アイデアです。AI 香港の支配権を御社が握れば、そこからさらに久保会長の会社資

金の着服、経営の私物化等の証拠資料を、より多く、確実に入手できるかと思われ

ます。」（石川弁護士 2 月 11 日 9:59 メール） 

 「メディア対応はどうしますか？こちら側に有利な情報を先手を打って流すのもよ

いかと思います。久保会長悪役のイメージを確立すべく。日経の経済部の貴社（注：

ママ）さんで仲のよい方がいますので、いつでも。例えば土曜日の朝刊に大きく扱っ

てもらえるように。ちょっと週末というのが弱いですが、あるいは金曜日の夕刊に
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でも間に合うように書いてもらうことはお願いできるかもしれません。」（石川弁護

士 2 月 17 日 9:24 メール） 

 

(6) まとめ 

 

以上のことからすると、本件訴えが行われようとしたことの背景として、以下の事情が

あったものと推認される。 

すなわち、高田氏は、従前から、久保氏による経営方針・手法に疑問を持っており、高

田氏と行動をともにした部下の中には、待遇に不満を持ち、久保氏に対して個人的な悪感

情を持っている者もいた。 

そのような中で、SGI からの本件提案が行われ、高田氏及び高田氏の部下を含む高田氏の

チームは、SGI と久保氏が裏でつながっているのではないかと邪推した。 

また、AI の件に関しては、従前から投資家からクレームを受けているという状況にあっ

た。かかるクレームの中には、高田氏が代表取締役在任中の平成 21 年 10 月頃に行なわれ

た AI の子会社の増資に関わるものもあり、かかるクレームを行った投資家は、当社と事業

上のつきあいもあったことから、かかるクレームの内容が明るみに出た場合には、高田氏

の代表取締役（かつ AI の取締役）としての責任問題に発展しかねないものであった。 

そこで、高田氏らは、久保氏を当社から排除したいと考えるようになった。もっとも、

久保氏は、当社株式の 32.12％を保有する大株主であることから、久保氏を排除するという

ことは、委任状合戦をする等によって平成 22 年 3 月に開催予定であった当社定時株主総会

において、自派を取締役として選任する議案を可決させ、久保氏を取締役として選任する

議案を可決させないようにするということであった。 

したがって、久保氏を当社から排除するためには、久保氏が悪役であるというイメージ

を作出する必要があり、そのためには、本件訴えを提起することや、何より本件訴えを提

起したことをリリースすることが、その重要な手段と捉えられていた。 

そのような中で、本件増資に際して久保氏が行った発言に関する事実が、当初から又は

次第に、拡張・歪曲されていった。この点については、上記５(1)のとおり、例えば、久保

氏の発言に関するクレームを述べていない A´社に対しても、久保氏が虚偽の説明をしたと

の主張が本件訴状案でなされていることからも明らかである。 

そして、このような拡張・歪曲にもかかわらず、同年 2 月 11 日には、そもそも法的構成

として、本件訴えを行うことが難しいとの認識となった。 

しかしながら、少なくとも、その時点では、本件訴えが認容されて久保氏の責任が認め

られることが重要なのではなく、本件訴えを提起し、且つ提起したことをリリースするこ

とによって久保氏が悪役であるというイメージを作出することが重要という状況になって

いた。実際に、高田氏は、平成 22 年 2 月 19 日開催の取締役会の席上で、久保氏から、「本

リリースが開示されるに当たり、自分は全くヒアリング等を受けていない。自分へのヒア
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リングを行い、その聴取結果を含めて十分に事実関係の調査を尽くして欲しい」、「事実関

係の調査を尽くした結果、自分に非があるということであれば責任をとるつもりである。」

との要請を受けたにもかかわらず、本リリースを行うことに固執したことからも明らかで

ある。 

このような背景の下、根拠及び証拠を欠くまま、本件訴えが行われようとしていたもの

と推認される。 

 

以 上 
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