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平成 23 年６月８日 

各  位 

会 社 名 林兼産業株式会社 

代表者名 取締役社長 橋本 鉄志 

（コード番号 2286 東証第一部） 

問合せ先 管理本部総務部長 松尾 和成 

（ＴＥＬ. 083 - 266 - 0210） 

 

当社取引先および元従業員による不正行為に関する 

調査結果、再発防止策および関係者処分について 

 

 当社は、平成 23 年１月 28 日付「当社取引先および元従業員の不正行為に対する告訴に関する

お知らせ」にて公表しましたとおり、当社取引先（以下、甲という。）および当社元従業員（以下、

乙という。）による当社資金の詐取事件（以下、本事案という。）が発覚したことを受けて、甲の

代表者および乙を刑事告訴するとともに、社内調査委員会および第三者委員会を設置し、事実関

係の調査および再発防止策の検討を進めてまいりました。 

この度、社内調査委員会および第三者委員会より、それぞれ調査結果等についての報告書が当

社に提出されましたので、両報告書の概要を公表いたします。 

また、当社においては、両報告書の内容、提言等を真摯に受け止め、本日開催の取締役会にお

いて、今後の再発防止策、関係者の処分について下記のとおり決議いたしました。今後、全社を

挙げて再発防止に取り組み、二度とこのような事態が起こることのないよう努めてまいります。 

株主の皆様および関係各位には多大のご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、改めて深

くお詫び申しあげます。 

 

記 

 

１．本事案の概要および事実関係 

本事案は、当社飼料事業部水産営業部門に従事する乙が専ら担当する水産物取引において、

甲に対し架空の運送料の支払いが行われ、その一部を乙が受け取っていたという事案です。 

本事案の概要および事実関係については、添付の社内調査委員会報告書概要（以下、社内報

告書概要という。）の「１．本事案の概要」および「３．事実関係」に記載のとおりであります。

また、第三者委員会報告書概要（以下、第三者報告書概要という。）の「４．検証の内容（妥当

性の評価）（１）事実関係について」のとおり、その事実関係の検証と妥当性の評価がなされて

おります。 

本事案における当社の損害額については、既に費用として計上されている運送費約１億１百
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万円となることが判明しております。なお、今後、捜査機関による捜査の進展によっては、新

たな事実関係が明らかになることも想定され、その際には必要に応じて再調査を実施いたしま

す。 

 

２．再発防止策について 

今後の再発防止策について、両報告書の報告・提言（社内報告書概要の「５．再発防止に向

けた改善措置」および第三者報告書概要の｢６．まとめ（２）応急の措置と再発防止策について

の検証と提言｣等）を踏まえ、下記のとおり策定いたしました。 

（１）業務マニュアルの運用強化 

本事案は、責任者である乙自らが職権を濫用し、すべての業務を自らに集中させ、他の

者を関与させないで長年繰り返されたものであることから、マニュアルの適正な運用を再

度徹底するとともに、内部監査において今まで以上に運用状況のチェックを行うなど牽制

機能の強化を図ります。 

（２）定期的な人事ローテーションの強化 

    本事案は、業務に精通しかつ職権を有した者に業務が集中し、他の者が関与できない状

況が長年に亘り続けられていました。このことが不正発生の大きな要因になっていると思

われるため、今後は定期的に人事ローテーションを実施します。 

 （３）損益管理システムの再構築 

    現有の販売セグメント別損益管理システムの活用を推進し、加えて取引先毎の損益把

握・管理の強化を図ります。 

 （４）内部監査の強化 

    従来の証憑書類のチェックを中心とした監査に加え、関係者へのヒアリングの実施、各

業務マニュアルに沿って実際の業務が行われているかの点検、社内規則に基づいた社内手

続きの実施確認等動態監査を強化します。 

 （５）管理・監督体制の再構築 

    本事案は、乙が自らに業務を集中させ他の者の関与を阻んだ経緯はあるものの、乙に本

事案に関するすべての業務を一任し、また特定の業務を任せきりにする傾向にあったこと

から、取引先への管理・監督者の定期的な訪問等を実施し、取引先と担当者との適正な関

係維持に努めます。 

 （６）コンプライアンス意識の再徹底 

    当社は、コンプライアンス経営宣言にてコンプライアンス重視の経営を目指しています。

そのために役員・従業員のコンプライアンス意識の更なる向上を図ります。 

    また、現在ある内部通報制度をより有効に機能させ、今まで以上に従業員の意見の吸い

上げを図ります。 
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３．当事者および関係者に対する処分 

 （１）当事者の処分 

    本事案の当事者である乙については、本事案発覚後、平成 23 年１月 27 日付で懲戒解雇

処分としております。 

 （２）関係者の処分 

    本事案に関する経営責任、管理・監督者の責任を重く受け止め、以下のとおり関係者を

処分いたします。 

    ・降格（平成 23 年６月８日付） 

専務取締役事業部門統括を常務取締役事業部門統括に降格 

    ・取締役報酬の減額等 

      取締役社長  取締報酬（固定報酬部分）の 30％を３ヶ月減額 

      常務取締役１名 取締報酬（固定報酬部分）の 30％を３ヶ月減額 

      他の取締役６名 取締報酬（固定報酬部分）の 10％を３ヶ月減額 

      執行役員 飼料事業部副事業部長 減給処分 

      飼料事業部水産部水産課長  けん責処分 

 

４．財務諸表等への影響 

本事案により発生した取引は既に費用計上されており、損失の追加計上はないため、過年度

財務諸表等の訂正は行いません。 

 

５．今後の対応等 

当社といたしましては、二度とかかる事態が起こることのないよう、再発防止策を着実に実

施してまいります。 

本事案につきましては、現在、捜査機関による捜査中でありますが、今後、新たに重要な事

実関係が明らかになった場合や、これらに関し今後何らかの決定を行った場合には速やかにご

報告申しあげます。 

また、本事案による損害の回収に向けて、甲の代表者および乙に対して損害賠償請求を行う

べく準備を進めており、現在、約 53 百万円相当の仮差押の申立てを行い、裁判所による決定が

なされております。 

以上 
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平成 23 年６月１日 

 

 

社内調査委員会報告書概要 
 

 

 

今般、当委員会は、飼料事業部水産部水産課（以下「水産課」という。）の取引における、当社

社員であったＸ氏と当社取引先Ａ社との運送料架空請求事案（以下「本事案」という。）について

調査した結果を、以下の通りご報告いたします。 

 

１．本事案の概要 

（１）本事案の要旨 

Ｘ氏は、水産課長当時の平成13年11月から、自らの職権において、Ａ社とブリの運送取

引を開始しました。この取引は、ブリを熊本県から関東地方まで運送するものであります。 

しかし、ブリを実際に運送したのは、一般運送業者と販売先Ｂ社が手配したトラックの

チャーター便であり、Ａ社は、ブリの運送を行っていませんでした。 

Ｘ氏は、Ａ社代表取締役Ｙ氏に当社宛請求書を作成させ、あたかもブリの運送を行った

かのごとく当社を欺き、部下である事務担当者に会計処理手続きを行わせ、当社から金銭

をＡ社に振り込ませました。 

Ｘ氏は、Ｙ氏に指示して、当社がＡ社に支払った金額のほぼ50％を、平成６年２月に開

設した自分の妻名義の銀行口座に振り込ませ、自らも金銭を着服していました。その振込

は、Ａ社とＹ氏が経営するＣ社から行われ、平成13年12月から平成22年４月まで続けられ

ました。 

 

（a）当社からＡ社への振込総額（既に費用計上済み）   101,776,500円 

（b）Ａ社、Ｃ社からＸ氏妻口座への振込総額        50,825,320円 

           （b）／（a）              約50％ 

 

（２）本事案の経緯 

昨年行われた広島国税局による税務調査において、当社水産課がＡ社へ委託しているブ

リの運送業務について、架空取引の疑いがある旨の指摘を受けました。 

当社は、広島国税局のＸ氏に対する強い不信感と聞き取り調査におけるＸ氏の曖昧な対

応から、Ａ社との取引は架空取引であるとの疑念を抱き、リスク管理委員会を開催するこ

とを決定し、併せて、内部統制部に調査を命じ、事実関係の解明を図ることになりました。 

 

２．報告書提出までの経緯 

（１）社内調査委員会の設置 

第１回リスク管理委員会において、内部統制部が緊急に調査した平成21年12月分のブリ

の出荷とＡ社、Ｂ社および一般運送業者からの運送料請求に関する資料をもとに検証した
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結果、不正を疑わせる事実が発見されたため、社内調査チームを発足させ、徹底した調査

を継続することが決定されました。 

その後、社内調査チームが調査を進める中で、Ａ社との運送取引は、架空請求であると

の疑いが更に強まり、徹底的な事実関係の解明が必要であるとの判断から、社内調査委員

会の設置が取締役会にて承認されたものであります。 

 

（２）社内調査委員会の役割 

社内調査委員会の役割は、以下の項目について調査・検討を行い、リスク管理委員会に

報告することです。 

① 取引内容の詳細把握 

② 損失額の確認 

③ 発生原因の究明 

④ 本事案の関与者の調査 

⑤ 再発防止策の策定 

⑥ 当事者および関係者の処分について 

 

（３）社内調査委員会のメンバー 

社内調査委員会のメンバーは、以下６名としました。 

     ＜平成23年１月11日設置時＞ 

      代表取締役社長     橋本 鉄志 

      常務取締役       中部 哲二 

      取締役管理本部長    佐々木 敬郎 

      執行役員内部統制部長  島津 安成 

      総務部長        田中 支朗 

      経理部長        宮崎 一郎 

 

     ＜平成23年４月１日付変更後＞ 

      代表取締役社長     橋本 鉄志 

      常務取締役       中部 哲二 

      取締役管理本部長    佐々木 敬郎 

      執行役員内部統制部長  島津 安成 

      総務部長        松尾 和成 

      経理部長        宮崎 一郎 

      飼料事業部付部長    田中 支朗 

 

（４）第三者委員会の設置 

取締役会において、社内調査委員会調査の透明性・公平性を確保するために、３名の委

員から構成される第三者委員会を設置することを決議し、平成23年３月３日、第１回第三

者委員会が開催されました。 

尚、委員の方々と当社との間に、利害関係はありません。 

① 委  員（敬称略） 
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委員長 兒嶋 雅昭（弁護士） 

委 員 川野 祐二（下関市立大学准教授） 

委 員 田口 安克（公認会計士） 

② 委嘱事項 

社内調査委員会調査の検証と助言・指導 

 (ｱ）社内調査委員会による事実調査結果の検証（妥当性の評価） 

 (ｲ）当社の応急の措置と再発防止策についての提言と検証 

 (ｳ）経営責任等の社内処分に関する提言 

 

 ３．事実関係 

（１）本事案の内容 

① Ａ社との取引 

Ａ社とは、当時水産課長であったＸ氏が、自ら決裁し、平成13年11月８日から取引

を開始しました。 

取引の内容は、熊本県の養殖業者から当社が買い付けたブリを、関東地方に運送す

ることをＡ社に委託するもので、平成22年３月31日まで続けられ、当社がＡ社に支払

った運送料の総額は、取引件数418件で101,776,500円に及びました。 

 

② 架空請求と判断する根拠 

（ｱ) Ａ社と取引が開始された平成13年11月から取引が終了した平成22年３月まで

のブリの出荷とＡ社、Ｂ社および一般運送業者からの運送料の請求実績を調査し

た結果、以下の事実が判明しました。 

（a）出荷量すべてをＢ社のチャーター便が運んでいる日においても、Ａ社からの

請求がなされていること。 

（b）出荷量すべてを一般運送業者が運んでいる日においても、Ａ社からの請求が

なされていること。 

（ｲ）当社顧問弁護士によるＸ氏に対する聞き取り調査において、Ｘ氏妻口座に、Ａ

社から送金されていたことが判明しました。ただし、Ｘ氏は、同送金に関して、

Ａ社とＸ氏が個人的に取引を行った代金であると主張しています。 

（ｳ）Ｘ氏に対する広島国税局による聞き取り調査、当社顧問弁護士による聞き取り

調査、社内調査チームおよび社内調査委員会による聞き取り調査、並びに懲戒委

員会での聞き取り調査においても、事実に関する説明を全く行おうとしないＸ氏

の態度は、不正行為を確信するに十分なものです。 

以上の根拠から、Ｘ氏は、聞き取り調査で本事案への関与を否認しているものの、

Ａ社からの運送料請求は実態のない架空請求であるとの結論に至りました。 

③ 架空請求に至った動機 

社内調査チームのＸ氏に対する聞き取り調査を始め、顧問弁護士、社内調査委員会、

懲戒委員会が計６回に亘りＸ氏への聞き取り調査を行いました。その中で、事実関係

の説明を求めましたが、Ｘ氏は、事実関係についての説明を全く行おうとせず、曖昧

な対応に終止するばかりで、架空請求に至った動機についても、Ｘ氏から何ら説明を

聞くことはできませんでした。 
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④ 関与者の有無 

社内調査委員会は、証憑書類から整理した事実、並びにＢ社、Ａ社および養殖業者

に聞き取り調査した内容から、Ｘ氏の上司であった３名、水産課の課員２名、および

水産課の元課員に対して聞き取り調査を行いましたが、関与を疑わせる事実は認めら

れませんでした。 

 

（２）損害額の確認 

Ａ社との取引は、平成13年11月８日から開始されました。取引開始から平成22年３月の

最終取引までの取引は件数としては418件、総額は、101,776,500円であります。 

本取引は、前項の「事実関係」で述べたとおり、Ａ社は実際に運送を行っていないこと

から、既に費用計上されていた全額101,776,500円は、実態のない架空取引であると考えて

おります。 

 

（３）損害の回収に向けた対応 

当社は、本事案による損害の回収に向けて、山口地方裁判所下関支部に合計約5,380万円

相当の不動産および預金に対する仮差押の申立てを行い、裁判所により仮差押が決定され

ております。 

 

（４）その他の取引 

Ｘ氏は、Ｙ氏と共謀し、平成６年２月に開設したＸ氏妻口座に当社がＡ社に支払った金

額のほぼ50％をＡ社またはＣ社から振り込ませていたことが明らかになっています。更に

は、現在までの調査によると、Ｃ社は、当社がＡ社と取引を開始した平成13年11月以前の

平成13年１月から同年９月にかけてＸ氏妻口座に送金していたことも判明しています。 

また、Ｃ社は、Ｘ氏妻口座が開設された平成６年２月から１年６ヶ月後の平成７年８月

に設立されております。そのことから、Ｃ社設立前の取引状況についても調査する必要が

あると考え調査を行いました。 

その結果、Ｃ社の設立以前にはＹ氏の親族が経営するＤ社と当社が取引を行っていたこ

とが判明したことにより、Ｃ社およびＤ社との取引についても、調査を行うこととしまし

た。 

① Ｃ社との取引 

Ｃ社は、Ｙ氏が経営する会社で、Ｘ氏妻口座が開設された平成６年の翌平成７年８

月に設立されており、当社がＡ社に支払った金額のほぼ50％を、平成13年12月から平

成20年４月にかけて計37回、Ｘ氏妻口座に振り込んだことが明らかになっています。

更に、同社は、Ａ社と当社が取引を開始した平成13年11月以前の平成13年１月から同

年９月にかけてＸ氏妻口座に送金をしています。 

そのため、同社との取引においても何らかの不正行為が存在する可能性があること

から、当社との取引状況を調査する必要があると判断し、調査を行いました。 

その結果、平成10年８月から平成14年12月までの間に、同社から商品購入を行って

いることが判明しました。 

当社では、取引データおよび証憑書類に関する保管管理は、文書管理規程により10

年間となっているため、平成13年以前のＣ社に関する取引データおよび証憑書類は大
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半が廃棄されております。しかし、10年以前のデータがたまたま保管されていたこと

から、前述の内容が判明しました。ただ、同資料には、購入金額以外（購入商品の種

類、重量）についての記録はなく、取引内容を確認することはできませんでした。 

② Ｄ社との取引 

Ｄ社は、Ｙ氏の親族が経営する会社で、Ｘ氏妻口座が開設された平成６年２月から

Ｃ社が設立される平成７年８月にかけて当社と取引があったことから、同社との取引

関係についても調査する必要があると判断し、調査を行いました。 

その結果、同社から、平成４年10月から平成10年７月にかけて仕入れを行っている

ことが判明しましたが、平成13年以前のＤ社に関するその他の取引データおよび証憑

書類は廃棄されていることから、それ以上の情報を得ることはできませんでした。 

 

    上記のとおり、当社はＣ社およびＤ社と平成４年10月から平成14年12月までの間に仕入

取引を行っていたこと、また、Ｃ社が平成13年１月から同年９月にかけてＸ氏妻口座へ送

金していたことは判明しましたが、当時の取引内容を解明することはできませんでした。 

    尚、上記の飼料事業部水産営業部門における購買業務プロセスに係る内部統制の整備・

運用状況の評価については、平成22年３月期に実施しており、不備は発見されていません。 

今後の下関警察署の捜査の進展によっても、新たな事実関係が明らかになることが想定

されますが、その際には必要に応じて再調査を実施します。 

 

４．本事案の発生原因 

本事案は、ブリの取引に携わってきたＸ氏が、Ｙ氏と共謀し、自らの職権を濫用し不正行為

を行ったものです。とはいえ、長期に亘り繰り返し行われてきた不正行為を会社が見抜くこと

ができなかった事態は重く受け止めなければなりません。 

再発防止に向けた改善措置を講ずるために、取引に関する証憑書類の分析、社内・外の関係

者に対する聞き取り調査をもとにして原因究明を行いました。 

（１）業務プロセスの運用上の不備 

運送料支払い業務は、水産課事務担当者が物を運んだ事実を証する書類（出荷明細書等：

以下「出荷明細書」という。）と運送会社から送られてくる請求書を照合し、担当課長・部

長の承認後実行されるものであります。 

ところが、Ａ社からの運送料の請求書に限っては、Ｘ氏の指示により、事務担当者は、

本来行うべき出荷明細書と請求書との照合を行うことなく、送付された請求書の封筒を未

開封のままＸ氏に渡し、Ｘ氏自らがチェックし、かつ承認者として決裁する流れとなり、

業務プロセスの運用面で例外的な処理があったこと。 

 

（２）人事ローテーションの特例 

飼料事業部は、平成３年頃、ブリの販売拡大に向けて、ブリの加工場である子会社を立

ち上げるため、同年３月、飼料事業部総務課主任であったＸ氏を係長として水産課に異動

させました。その後、Ｘ氏は、平成12年４月水産課長に昇進、平成18年３月水産営業部長

となりブリ事業の責任者として業務を担当してきました。本来、人事ローテーションを行

い、担当業務の見直しを行うべきところ、Ｘ氏から「Ｂ社から引き続き自分が担当してほ

しいと強い要望がある」との報告もあり、業務の特殊性を考慮して継続して担当すること
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を認めたこと。 

 

（３）損益管理の不十分 

本事案は、本来発生していない運送料を支払い、費用として計上していたものであり、

当然その費用は、ブリの取引に関する損益を悪化させていたはずであるにも拘わらず、長

年に亘りその損益の異常を把握することができなかったこと。また、チャーター便、宅配

便など運送方法の違いによる単価比較などコスト管理が十分なされていなかったこと。 

    

（４）内部監査の盲点 

当社の内部監査は、本社部門、各事業部門に対して毎年１回実施されていましたが、本

事案に関しては、証憑書類は整備され、支払伝票には承認印が押印されている等、取引の

外見が整えられていたことから発見することができなかったこと。 

 

５．再発防止に向けた改善措置 

社内調査委員会は、事実関係および発生原因を踏まえて以下のとおり再発防止に向けた改善

措置を策定しました。 

（１）業務マニュアルの運用強化 

本事案は、責任者であるＸ氏自らが職権を濫用し、すべての業務を自らに集中させ、他

の者を関与させないで長年繰り返されたものであることから、マニュアルの適正な運用を

再度徹底するとともに、内部監査において今まで以上に運用状況のチェックを行うなど牽

制機能の強化を図ります。 

 

（２）定期的な人事ローテーションの強化 

本事案は、業務に精通しかつ職権を有した者に業務が集中し、他の者が関与できない状

況が長年に亘り続けられていた。このことが不正発生の大きな要因になっていると思われ

るため、今後は定期的に人事ローテーションを実施します。特に、多額な金銭を扱う部署、

例えば、原料部門、工務部門、あるいは業務の性質上、監視、監督の届きにくい業務に従

事する従業員については、優先して人事ローテーションを実施する体制を強化します。 

     

（３）損益管理システムの再構築 

現有の販売セグメント別損益管理システムの活用を推進し、加えて取引先毎の損益把

握・管理の強化を図ります。 

 

（４）内部監査の強化 

従来の証憑書類のチェックを中心とした監査に加え、関係者へのヒアリングの実施、各

業務マニュアルに沿って実際の業務が行われているかの点検、社内規則に基づいた社内手

続きの実施確認等動態監査を強化します。 

 

（５）管理・監督体制の再構築 

本事案は、Ｘ氏が自らに業務を集中させ他の者の関与を阻んだ経緯はあるものの、Ｘ氏

に本事案に関するすべての業務を一任し、また特定の業務を任せきりにする傾向にあった
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ことから、取引先への管理・監督者の定期的な訪問等を実施し、取引先と担当者との適正

な関係維持に努めます。 

また、当社は平成22年度から新たに目標管理制度を導入し、上司は部下との面談等を通

して業務の進捗状況の確認、把握を行っています。 

 

（６）コンプライアンス意識の再徹底 

当社は、コンプライアンス経営宣言にてコンプライアンス重視の経営を目指しています。

過去の事件の教訓を風化させることなく「コンプライアンス経営」を実践して、お客様か

ら信頼される企業を目指さなくてはなりません。「行動憲章・行動指針」に沿った事業活

動を行うために、また、法令や社内ルールなどの決められた規則に従って行動するのみな

らず、法令や社内ルールでは決められていない事柄についても、積極的に誠実に対応して

いかなければなりません。そのために役員・従業員のコンプライアンス意識の更なる向上

を図ります。 

また、現在ある内部通報制度をより有効に機能させ、今まで以上に従業員の意見の吸い

上げを図ります。 

以 上 
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平成 23 年６月３日 

 

 

第三者委員会報告書概要 
 

 

 

１．第三者委員会設置の経緯 

第三者委員会（以下「当委員会」という。）設置の経緯は以下の通りである。 

（１）当委員会の設置 

当委員会は、林兼産業㈱飼料事業部水産部水産課（以下「水産課」という。）の取引にお

ける、林兼産業㈱の元社員であるＸ氏と当社取引先Ａ社との運送料架空請求事案（以下「本

事案」という。）に関する林兼産業㈱社内調査委員会の調査に対して、公正・中立な立場か

ら検証と助言・指導を行うために、平成23年１月27日同社の取締役会において正式に決議

され設置されたものである。 

 

（２）当委員会の役割 

当委員会の役割は、本事案に関する社内調査委員会の調査に対して、公正・中立な立場

から検証と助言・指導を行うものであり、以下の３点を主な目的とし活動を行った。 

① 事実調査結果の検証（妥当性の評価） 

② 応急の措置と再発防止策についての検証と提言 

③ 経営責任等の社内処分に関する提言 

 

（３）当委員会のメンバー 

当委員会のメンバーは、法律、会計および経営等多面からの検証と助言・指導を行うた

めに、以下の構成となった。 

   尚、委員と林兼産業㈱との間に利害関係はない。 

   委員長 兒嶋 雅昭（弁護士） 

   委 員 川野 祐二（下関市立大学准教授） 

   委 員 田口 安克（公認会計士） 

 

２．検証方法 

当委員会は、社内調査委員会が調査して得られた資料および社内調査委員会に対する聞き取

り調査をもとに、本事案に関する検証を行った。また、その検証結果を分析した上で、社内調

査委員会が行った原因究明、再発防止に向けた改善措置策定に対して助言・指導を行った。 

 

３．検証と助言・指導の概要 

（１）社内調査委員会調査に対する検証 

当委員会は、前記の資料および社内調査委員会への聞き取り調査を中心に、以下の７項

目について検証を行った。 
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① 事実関係について 

② 損害額の確認について 

③ 損害回収に向けた対応について 

④ その他の取引について 

⑤ 発生原因の究明について 

⑥ 再発防止に向けた改善措置について 

⑦ 当事者および関係者の処分について 

 

（２）社内調査委員会調査に対する助言・指導 

当委員会は、社内調査委員会の調査を検証した結果および社内調査委員会に対する聞き

取り調査から、以下の５項目について助言・指導を行った。 

① 損害回収に向けた対応について 

② その他の取引について 

③ 発生原因の究明について 

④ 再発防止に向けた改善措置について 

⑤ 当事者および関係者の処分について 

 

４．検証の内容（妥当性の評価） 

以下、（１）～（７）の各項目において、それぞれ①に社内調査委員会による調査・実施の報

告概要を記し、続く②で当委員会による検証と妥当性の評価を行った。 

（１）事実関係について 

① 社内調査委員会調査による事実関係の概要 

Ｘ氏は、平成13年11月から自らの職権において、Ａ社とブリの運送取引を開始した。

この取引は、熊本県から関東地方まで運送するものである。 

しかし、同配送を行ったのは、一般運送業者およびＢ社が手配したトラックのチャ

ーター便であり、Ａ社はブリの運送を行っていなかったにも拘わらず、あたかもＡ社

が運送を行ったが如く装い、林兼産業㈱に対して架空の請求書を作成し、同社に運送

の実態があったと誤信させ、Ａ社名義の口座に送金させる方法で、101,776,500円を騙

取した。 

また、Ｘ氏は、林兼産業㈱がＡ社に送金した金額のほぼ50％を、自分の妻名義の銀

行口座（以下「Ｘ氏妻口座」という。）に送金させ、自らも金銭を着服したものである。 

② 事実関係についての検証内容 

事実関係の検証は、以下の点を中心に社内調査委員会調査の資料および社内調査委

員会への聞き取り調査をもとに行った。 

(a) Ａ社との取引開始時期・手続き状況および経緯 

(b) ブリの出荷状況とその運送状況 

(c) Ａ社からの請求と林兼産業㈱の支払状況 

(d) Ｘ氏妻口座の入金状況 

 

当委員会は、上記検証から、事実関係は社内調査委員会報告書記載の通りであると考え

る。 



 

 - 3 -

 

（２）損害額の確認について 

① 社内調査委員会調査による損害額の確認 

Ａ社との取引は、平成13年11月から開始され、平成22年３月の最終取引までの取引

は件数として418件、総額は101,776,500円であった。本取引は、事実関係で述べたと

おり、Ａ社は実際に運送を行っていないことから、既に費用計上されていた全額

101,776,500円は実態のない架空取引であると考える。 

② 損害額についての検証内容 

損害額の検証は、以下の点を中心に社内調査委員会調査の資料および社内調査委員

会への聞き取り調査をもとに行った。 

(a) Ａ社の運送実態の有無 

(b) Ａ社へ支払った金額 

      

 当委員会は、上記検証から、本事案における損害額は社内調査委員会報告書記載の通り

であると考える。 

 

（３）損害回収に向けた対応について 

① 林兼産業㈱の損害回収に向けた対応 

林兼産業㈱は、本事案による損害の回収に向けて、山口地方裁判所下関支部に、Ｘ

氏およびＡ社代表取締役であるＹ氏の不動産および預金の合計約5,380万円相当に対

しての仮差押を実施した。 

② 損害回収に向けた対応の検証内容 

損害回収に向けた対応の検証は、以下の点を中心に社内調査委員会調査の資料およ

び社内調査委員会への聞き取り調査をもとに行った。 

(a) 仮差押を行うべき対象物件の把握と仮差押の状況 

(b) 仮差押を行うタイミング 

 

当委員会は、上記検証から、現時点での損害回収に向けた対応は妥当であると考える。 

   

（４）その他の取引について 

① 社内調査委員会のその他の取引についての調査 

Ｘ氏は、平成６年２月に開設したＸ氏妻口座に林兼産業㈱がＡ社に支払った金額の

ほぼ50％を振り込ませており、調査の結果その振込は、Ａ社とＣ社が行っていたこと

が明らかになった。また、同社の設立は平成７年８月であり、それ以前にＸ氏妻口座

は開設されており、その間も何らかの取引があったのではと考え調査したところ、Ｙ

氏の親族が経営するＤ社と取引があったことが判明したことから、Ｃ社およびＤ社に

関しても詳しく調査を行うこととした。 

しかし、林兼産業㈱の文書管理規程では、取引データおよび証憑書類の保管期間は

10年間となっており、当時のその他の証憑書類は大半がすでに廃棄されていた。ただ

一部保管されていた証憑書類により平成４年10月から平成14年12月までの取引が判明

したものである。同書類では取引額は把握できたものの、その他の情報（購入商品の
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種類、重量）は把握することができず、取引内容を確認することはできなかった。 

尚、上記の飼料事業部水産営業部門における購買業務プロセスに係る内部統制の整

備・運用状況の評価については、平成22年３月期に実施しており、不備は発見されて

いない。 

今後の下関警察署の捜査の進展によっても、新たな事実関係が明らかになることが

想定されるが、その際には必要に応じて再調査を実施する。 

② その他の取引についての検証内容 

その他の取引についての対応の検証は、以下の点を中心に社内調査委員会調査の資

料および社内調査委員会への聞き取り調査をもとに行った。 

(a) Ｘ氏妻口座の開設、Ｃ社およびＤ社の設立 

(b) Ｃ社からのＸ氏妻口座への振込状況 

(c) Ｃ社およびＤ社との取引状況 

(d) 証憑書類の管理状況 

 

当委員会は、上記検証から、現時点で調査しうる範囲内の調査は行われており、その他

の取引についての対応は妥当であると考える。 

   

（５）発生原因の究明について 

① 社内調査委員会の発生原因の究明 

     社内調査委員会は、取引に関する証憑書類の分析、社内・外の関係者に対する聞き取

り調査をもとに以下の原因究明を行った。 

(a) 業務プロセスの運用上の不備 

運送料支払いは、物を運んだ事実を証する書類と請求書をチェックする者と支

払い承認する者が分離されるべきところ、本取引においては、Ｘ氏が自らの職権

を濫用し自らがすべてを行っていたこと。 

(b) 人事ローテーションの特例 

Ｘ氏は、平成３年３月からブリの販売に携わり、平成22年12月まで水産営業部

で長きに亘りブリ事業を担当していた。本来、人事ローテーションを行い、担当

業務の見直しを行うべきところ、「Ｂ社から引き続き自分（Ｘ氏）が担当してほし

いとの要望がある。」との報告から、業務の特殊性を考慮して担当させたこと。 

(c) 損益管理の不十分 

本事案は、発生していない運送料を支払い、費用として計上していたものであ

り、当然その費用は、ブリの取引に関する損益を悪化させていたはずであるにも

拘わらず、その異常を把握することができなかった。また、運送方法の違いによ

る単価比較などコスト管理が十分なされていなかったこと。 

(d) 内部監査の盲点 

本事案に関する証憑書類は整備され、支払伝票には承認印が押印されている等、

取引の外見が整えられていたことから発見することができなかったこと。 

② 発生原因の究明についての検証内容 

発生原因の究明についての検証は、以下の点を中心に社内調査委員会調査の資料お

よび社内調査委員会への聞き取り調査をもとに行った。 
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(a) 証憑書類のチェックおよび承認状況 

(b) Ｘ氏の職務履歴 

(c) Ｘ氏が長きに亘り本取引を担当した理由 

(d) 運送方法の決定の流れ 

(e) 本取引に関する証憑書類の状況 

 

当委員会は、上記検証から、社内調査委員会が行った発生原因の究明は概ね妥当なもの

と考える。しかし、特定の担当者に権限を集中させたときの監督業務のあり方、また長期

に亘って不正に気付かなかった原因については、なお踏み込んだ調査が必要として、助

言・指導を行った（５．「助言・指導の内容」を参照）。 

 

（６）再発防止に向けた改善措置について 

① 社内調査委員会の再発防止に向けた改善措置 

社内調査委員会は、取引に関する証憑書類の分析、社内・外の関係者に対する聞き

取り調査をもとに以下の再発防止策を策定した。 

(a) 業務マニュアルの運用強化 

本事案は、責任者であるＸ氏が自ら職権を濫用し、すべての業務を自らに集中

させ、他の者を関与させないで長年繰り返されてきたものであることから、マニ

ュアルの適正な運用を再度徹底するとともに、内部監査においても今まで以上に

運用状況のチェックを行うなど牽制機能の強化を図る。 

(b) 定期的な人事ローテーションの強化 

本事案は、業務に精通しかつ職権を有した者に業務が集中し、他の者が関与で

きない状況が長年に亘り続けられていた。このことが不正発生の大きな要因にな

っていると思われるので、今後は定期的な人事ローテーションを実施する。特に

多額な金銭を取り扱う部署、例えば、原料部門、工務部門、あるいは業務の性質

上、監視、監督の届きにくい業務に従事する従業員については、優先して人事ロ

ーテーションを実施する体制を強化する。 

また、この人事ローテーションを通して、今まで以上に幅広い知識・能力を有

した人材の育成に努める。 

(c) 損益管理システムの再構築 

現有の販売セグメント別損益管理システムの活用を推進し、加えて取引先毎の

損益把握・管理の強化を図る。 

(d) 内部監査の強化 

従来の証憑書類のチェックを中心とした監査に加え、関係者へのヒアリングの

実施、各業務マニュアルに沿って実際の業務が行われているかの点検、社内規則

に基づいた社内手続きの実施確認等動態監査を強化する。 

(e) 管理・監督体制の再構築 

本事案は、Ｘ氏が自らに業務を集中させ他の者の関与を阻んだ経緯はあるもの

の、Ｘ氏に本事案に関するすべての業務を一任し、また特定の業務を任せきりに

する傾向にあったことから、取引先への管理・監督者の定期的な訪問を実施し、

取引先と担当者との適正な関係維持に努める。 
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また、林兼産業㈱は平成22年度から新たに目標管理制度を導入し、上司は部下

との面談等を通して業務の進捗状況の確認、把握に努めている。 

(f) コンプライアンス意識の再徹底 

林兼産業㈱は、コンプライアンス経営宣言にてコンプライアンス重視の経営を

目指している。過去の事件の教訓を風化させることのない「コンプライアンス経

営」を実践して、お客様から信頼される企業を目指すとしている。「行動憲章・

行動指針」に沿った事業活動を行うために、法令や社内ルールなどの決められた

規則に従って行動するのみならず、法令や社内ルールでは決められていない事柄

についても、積極的に誠実に対応していかなければならないと考えている。その

ために役員・従業員のコンプライアンス意識の更なる向上を図る。 

② 再発防止に向けた改善措置についての検証内容 

再発防止に向けた改善措置の検証は、原因の究明において行った検証結果を参考に、

その原因解消のための即応性・効果が十分に期待できるかどうかの検証を行った。 

 

当委員会は、上記検証の結果、社内調査委員会が策定した再発防止に向けた改善措置は、

概ね妥当であると考える。ただ、業務マニュアルの運用のみならず、マニュアル自体に不

備や盲点がなかったかを再検討する必要があること、役員会の監督機能が更に発揮される

ように工夫する必要があること、また組織文化の改革にまで踏み込んだ措置と、その実行

にむけて強い姿勢を示す必要があるとして、助言・指導を行った（５．「助言・指導の内

容」を参照）。 

 

（７）当事者および関係者の処分について 

① 社内調査委員会の当事者および関係者の処分について 

(a) 当事者の処分 

Ｘ氏は、Ａ社との運送取引においてブリの運送をしていないにも拘わらず、あ

たかもＡ社が納品地までの運送を行ったが如く装わせ、林兼産業㈱に対して架空

の運送料の請求書を作成させた。こうして同社に運送の実態があったと誤信させ、

よって同社からＡ社名義の普通預金口座に送金させる方法で、101,776,500円を騙

取したものである。 

林兼産業㈱においては、平成23年１月26日懲戒委員会を開催し、Ｘ氏の処分を

審議した結果を受けて、翌27日の取締役会においてＸ氏の懲戒処分が承認され、

同日懲戒解雇処分、合わせて、Ｘ氏およびＹ氏を刑事告訴することを決議し、こ

れを受けて、平成23年１月28日、下関警察署に告訴状を提出した。尚、Ｘ氏に対

しては、今後損害賠償を請求する方針であり、現在、Ｘ氏の所有する不動産、預

金等判明した資産に対して、仮差押の手続きを進め、損害の回収確保に努めてい

るところである。 

(b) 関係者の処分 

本事案は、長期に亘り、繰り返し行われてきたにも拘らず、発見・防止できな

かったことから、本事案に対する管理・監督者の責任は、非常に重いものがある

と言わざるを得ない。また、管理・監督者以外の関係者についても、現在、公平・

公正な処分を実施するために、社内での聞き取り調査・検討を行っているところ
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である。 

② 当事者および関係者の処分についての検証内容 

(a) 当事者の処分 

本事案は、判明している限りでも平成13年11月から10年間に亘り、総額約１億

円を騙取したものであり、その責は非常に重きものであることを考えると、Ｘ氏

に対する処分は相当であると考える。 

(b) 関係者の処分 

社内調査委員会報告書にもあるように、本事案は、長期に亘り、繰り返し行わ

れてきたにも拘らず、発見・防止できなかった。管理・監督者の責任は重いと言

わざるを得ない。管理・監督者以外の関係者についても、社内・外への聞き取り

調査・検討を行い、公平・公正な処分の実施が必要であると考える。 

 

５．助言・指導の内容 

（１）損害回収に向けた対応について 

本事案による損害額としては約１億円である。それに対して現時点での仮差押の金額と

しては、合計約5,380万円相当である。Ｘ氏およびＹ氏が所有する資産が他にも存在しない

かどうかの調査を可能な限り行い、明らかになった資産に対する仮差押等の対応を速やか

に行うべきである。また、Ａ社およびＣ社の所有する資産に対する仮差押についても検討

すべきである。 

 

（２）その他の取引について 

本事案は、平成23年１月28日、下関警察署に告訴を行っており、今後の捜査の状況によ

っては、新たな事実が判明することも予想される。捜査の進展に留意し、可能な限り事実

の解明に努めるべきである。 

また、他の事業部でも決裁者と事務担当者が同一人物であるような類似の取引が行われ

ているのではないかという不審を払拭するために、調査・確認を実施すべきである。 

 

（３）発生原因の究明について 

本事案の発生原因は、社内調査委員会が調査した点にあると考える。 

しかし、関係者へのヒアリングを行ったにも拘わらず、長期間に亘って不正を疑った者

が全くいなかったという結論は、それが事実にしても、にわかには信じがたいものであり、

ステークホルダーの不信を招く要因になる。 

本事案に疑念を持った者が、本当に皆無であったのかを再度確認したうえで、以下の点

について更に踏み込んだ調査を行うことが、従業員にとっての働きやすい職場作りとモチ

ベーションの向上に繋がり、ひいてはステークホルダーの信頼と会社発展に寄与するもの

と考える。 

① 本事案は、平成13年11月から長きに亘り続けられていたにも拘わらず、上司、職場の

同僚、部下は、Ｘ氏が不正行為を行っていたことになぜ気づかなかったのか。 

② 本来、気づくべきポイントはなかったのか。 

また、特定の担当者に権限を集中させたような業務については、その反面としてよ

り強い監視、監督業務の点検等が行われるべきであったのに、役員会等での監督が形
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骸化していたと思われる。役員会における管理・監督の機能について再検討すべきで

ある。 

 

（４）再発防止に向けた改善措置について 

本事案は、職権をもった者がその職権を濫用し行ってきたものであるとはいえ、10年に

も亘り不正が続けられたことは重く受け止める必要がある。本事案を教訓に「どうすれば

早期に発見できるのか」を社内で徹底検証することが重要である。 

防止策としての「業務マニュアルの運用強化」は、マニュアルそのものを見直すことも

必要である。また「人事ローテーション」「管理・監督体制の再構築」「内部監査の強化」

「コンプライアンス意識の再徹底」という防止策は、上司と部下、同僚同士、取引先との

「コミュニケーション」の問題でもある。 

本事案から見て取れるのは、適切なコミュニケーションを欠く組織の姿であり、他者へ

の無関心である。人事ローテーションによって解決するという発想だけではなく、強い権

限者にはより強い監視をして十全なコミュニケーションを行うことが求められるはずであ

る。 

こうした問題に対して有効な対策を打ち出すことが、本事案の本質的な解決策であり、

ステークホルダーの信頼に繋がると考える。（６．「まとめ」（２）を参照）。 

 

（５）当事者および関係者の処分について 

当事者の処分は、すでに平成23年１月27日懲戒解雇処分とし、翌28日には下関警察署に

告訴している。今後は、警察の捜査に全面的に協力していかなければならない。 

関係者の処分については、現在検討を行っている状況にあるが、早期に会社としての対

応を明確にすることが、ステークホルダーからの信頼を得るための重要な点であると考え

る。 

 

６．まとめ 

当委員会の目的は、社内調査委員会の調査に対して、公正・中立な立場から検証し、助言・

指導を行うことである。これまでに当委員会が行った幾多の助言は、その都度、社内調査委員

会に反映されてきた。社内調査委員会による今日までの調査経緯と応急措置は良好であったと

考える。 

（１）事実調査結果の検証（妥当性の評価） 

事実調査は、証憑書類および社内調査委員会への聞き取り調査を通して検証した結果妥

当であると考える。 

 

（２）応急の措置と再発防止策についての検証と提言 

社内調査委員会が策定した応急の措置と再発防止策は、有効であると考える。しかし、

10年にも亘り不正が続けられてきたことを重く受け止め、「どうすればもっと早期に発見

できたか」を社内で議論することが重要である。 

また、本事案が「個人」の引き起こした不正であったにせよ、「組織」が見過ごし続けた

不正であったことにも、思い至らねばならない。本事案を、企業文化や組織風土の問題と

しても捉え、ステークホルダーの不信を信頼にかえるべく、社内風土の改革や役員会の監
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督機能の強化、更にこうした変革を進める姿勢を示す明確なメッセージを発信すべきであ

る。 

 

（３）経営責任等の社内処分に関する提言 

本事案は、職権を有した者が、その職権を濫用しすべての業務を自らに集中させ、他の

者が関与できない状況で行われたとはいえ、長期に亘り続けられたことを重く受け止め公

正・公平な関係者の処分を行うべきである。 

役員・上司のみならず、同僚・部下にも「社内の不正を見過ごしてはならない」相応の

責任がある。 

以 上 

 

平成 23 年６月３日 

 

第三者委員会 

委員長 兒嶋 雅昭 ㊞ 

 

委 員 川野 祐二 ㊞ 

 

委 員 田口 安克 ㊞ 

 


