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当社連結子会社元社員による不正行為に係る調査結果に関するお知らせ 
 

 

当社は、平成23年９月５日付「当社連結子会社社員による不正行為に関するお知らせ」

において公表いたしましたとおり、当社連結子会社であるナチュラム・イーコマース株式

会社（大阪市住之江区南港南一丁目１番125号、代表取締役 中島 成浩）の元社員により、

当社のシステムを不正に操作し、棚卸資産の一部を窃取し、これを社外に転売し、不正に

利益を着服していた事実が判明いたしましたため、弁護士、公認会計士、当社社外監査役

からなる社内調査委員会を設置して事実調査及び再発防止策の検討を進めてまいりました。 

本日、社内調査委員会より調査結果が当社取締役会に提出されましたので、その調査報

告書（以下、「調査報告書」といいます。）を別添のとおり公表いたします。なお、本件

不正行為の再発防止策につきまして、調査報告書の内容を真摯に受け止め、二度とかかる

事態が起こることの無いよう、着実にその実施に努めてまいります。 

株主・投資家の皆様をはじめ、関係各位には多大なご迷惑とご心配をお掛けしましたこ

とを改めて深くお詫び申し上げます。 

 

記 

１．本件不正行為に関する経緯、事実関係等について 

 本件不正行為に関する経緯、事実関係等につきましては、調査報告書「第３ 調査結

果」のとおりであります。 

 

２．再発防止策について 

 不正行為の再発防止策については、調査報告書「第５ 再発防止策の提言」を真摯に受

け止め、二度とかかる事態が起こることの無いよう、着実にその実施に努めてまいります。 

 

３．社内関係者の処分について 



調査報告書「第６ 社内関係者の処分について」のとおりといたします。 

 

４．財務諸表への影響 

 当該不正行為による被害額及び業績に対する影響は、平成23年９月14日付「当社連結子

会社社員による不正行為に関する会計処理について」に記載のとおり、投資家の意思決定

に影響を及ぼすほどの重要性がないと考えられることから、過年度財務諸表等の訂正は行

わないことといたしました。なお、調査委員会の調査結果におきましても、調査報告書「第

７ 財務諸表に与える影響について」のとおり、当社見解について特に不適切なものでは

ないとの見解を得ております。 

以上 
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第１ 調査委員会発足の経緯 

 １ 不正行為発覚の経緯 

ミネルヴァ・ホールディングス株式会社（以下「ミネルヴァ社」とい

う）の子会社であるナチュラム・イーコマース株式会社（以下「ナチュ

ラムＥＣ」という）において，顧客からの需要動向に応じた在庫の適正

化を図るため，商品の在庫数を受払台帳（入荷，出荷等の商品の一連の

動きが確認できるもの）にて確認していた営業担当（以下，「バイヤー」

という）が，高額商品について，適切と思われる需要を超えた入荷がな

され，当該商品につき，当時ナチュラムＥＣの営業部長であったＡ氏に

よって，セット商品（複数の種類の商品を組み合わせたもの）の作成作

業が行われていることが認められたため（セット商品を作成する際に用

いられた従業員コードにより，Ａ氏と特定），不審に思い，システム部

長に対し，これらについて確認を依頼した。  

これを受け，システム部長において，セット商品の内容を確認したと

ころ，作成されたセット商品が，通常の販売戦略上作成されることが考

え難いものであり，かつ，当該セット商品を作成したＡ氏が，頻繁にセ

ット商品の作成・解放作業（解放とは，セット商品を解消して元の単品

の状態に戻すことを言う）を行っていることから不審を強め，さらに詳

細に検証を進めたところ，Ａ氏がシステム上の在庫数を改ざんし，商品

を窃取している疑いが生じた。そのため，社内において聴き取りを進め

た結果，Ａ氏のもとへ仕入先から段ボールにて商品が届けられることが

頻繁にあり，Ａ氏が段ボール在中の商品を紙袋に詰め替えて持ち帰って

いることを目撃している社員も存在することが判明した。  

そして，平成２３年８月２日にＡ氏本人に確認を行ったところ，Ａ氏

は，商品の窃取を行っていたことを認めた。  
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 ２ 調査委員会の設置 

 ミネルヴァ社及びナチュラムＥＣにおいて調査を続行したところ，以

下の事実が確認された。  

①営業部長という上級管理職者による不正行為であること  

②システムの操作によって不正行為の隠蔽工作が行われており，これ

が成功した原因がシステム上の不備にあること  

③不正行為の行われていた期間が約５年半にわたっており，被害額が

多額であると思われること  

④不正行為が長期にわたり発覚せず，内部統制上の問題が存在する可

能性があること  

⑤被害額が多額であると考えられることから，本件不正行為が財務諸

表に与える影響について検討すべきと思われること  

以上から，大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱに上場しているミネルヴァ社

としては，本件の事実関係についてさらなる調査を行うことにより事実

関係を正確に把握し，このような事態に陥った原因の究明を行い，二度

と同様の事態に陥らないよう，改善防止策の検討を行うことが必要であ

るとの認識に至った。 

そこで，ミネルヴァ社において調査委員会を設置し，当該委員会が本

件について事実関係の調査，原因究明及び調査結果に基づく再発防止策

の提言を行うこととした。  

 

第２ 本報告書の作成経緯 

 １ 調査委員会のメンバー 

  本調査委員会のメンバーは，以下のとおりである。  

  委員長  

   大社昂（ミネルヴァ・ホールディングス株式会社常勤監査役（社外）） 
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  委員  

   浅野弘（ミネルヴァ・ホールディングス株式会社社外監査役）  

   吉永徳好（ミネルヴァ・ホールディングス株式会社社外監査役）  

   藤田裕一郎（公認会計士 株式会社淺野藤田会計事務所）  

   大森剛（弁護士 弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所）  

   氏家真紀子（弁護士 弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所）  

  

２ 調査の実施状況 

 （１）関係者からのヒアリング 

 本調査委員会のメンバーは，本件の事実関係を把握するため，以下

の関係者から直接ヒアリングを行い，又はミネルヴァ社より，当該関

係者に対するヒアリングの結果の報告を受けた。また，本報告書の作

成に当たり，必要に応じて関係者に照会を行った。  

中島成浩（ミネルヴァ・ホールディングス株式会社代表取締役会長

兼社長ＣＥＯ）  

福岡登（同社取締役副社長ＣＦＯ）  

 高橋要（同社取締役経理財務部長）  

 藤原秀樹（同社システム部長）  

 加津茂治（ナチュラム・イーコマース株式会社専務取締役営業本部

長）  

中山健人（ジェネシス・イーシー株式会社営業本部ソリューション

サービス部長）  

Ａ氏（ナチュラム・イーコマース株式会社元従業員）  

Ｃ氏（Ｆ社（物流委託先）従業員）  

  

（２）社内文書の閲覧 
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   また，必要に応じ，ミネルヴァ社及びナチュラムＥＣより，社内文

書の提出を受け，その内容を確認した。  

 

 （３）調査委員会における検討 

 平成２３年９月９日に第１回調査委員会を開催し，調査委員会設置

の目的を確認の上，今後の調査方法等につき協議を行った。その上で，

上記調査方法により，調査委員各自にて調査を行った。その結果を踏

まえ，以下の日程で調査委員会を開催し，調査委員会において本件不

正行為の事実及び被害額等の確認，並びに本件のような事態が生じた

原因及び改善防止策についての検討，並びに本件に係る会計処理の検

証がなされた。  

 第１回 平成２３年 ９月 ９日  

 第２回 平成２３年１０月 ７日  

第３回 平成２３年１１月１１日  

 第４回 平成２３年１１月１７日  

 第５回 平成２３年１１月２５日  

 

３ 本報告書の目的 

  本報告書が目的とするところは，本件を教訓に，二度と同様の不正行

為を繰り返さないところにあるが，この目的を達成するため，調査委員

会としては，本報告書の目的として次の５つを設定した。  

（１）本件不正行為に関する経緯，事実関係の正確な把握 

   まず，前提として，本件に関する経緯，事実関係を正確に把握するこ

とが不可欠である。 

  関係者からのヒアリングや社内文書の閲覧の結果，本調査委員会とし

て認定した本件に関する経緯，事実関係を後記第３に記載している。 
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（２）本件に至った原因の究明 

   次に，上記（１）において認定した本件に関する経緯，事実関係から，

本件に至った原因を分析し，再発防止策の検討に資することである。 

  この点については，後記第４に記載している。 

 

   （３）再発防止策の提言 

  上記（２）により抽出した本件に至った原因を分析した結果に基づき，

再発防止のための提言を行うことである。 

  再発防止策については後記第５に記載している。  

 

（４）社内関係者の処分 

次に，本件における社内関係者の処分につき検討することである。  

これについては，後記第６に記載している。  

 

 （５）会計処理の検討 

  本件不正行為が財務諸表に与える影響につき，検証を行うことである。

これについては後記第７に記載している。 

 

第３ 調査結果 

１ 本件不正行為の経緯 

（１） Ａ氏について 

Ａ氏は，平成１３年３月５日に株式会社ナチュラムに採用され，バイヤ

ーとして勤務し，平成２０年８月１日以降は営業部長の職にあった従業員

である。 

  株式会社ナチュラムは平成２０年８月１日にミネルヴァ・ホールディン
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グス株式会社へと社名変更し，同日，インターネット通信販売事業部門を

承継する１００％子会社として，ナチュラムＥＣが会社分割により設立さ

れた（以下，「本件分社化」という）。その後，Ａ氏は，平成２２年３月１

日付にてミネルヴァ社からナチュラムＥＣへと転籍したが，本件が発覚し

たことにより，平成２３年８月１０日付にてナチュラムＥＣを懲戒解雇さ

れている。  

 

（２） Ａ氏による本件各不正行為について 

ア はじめに 

Ａ氏による不正行為は，本件分社化以前の平成１８年１月上旬ころよ

り行われていた。 

以下において，ナチュラムＥＣと当時の株式会社ナチュラム（現在の

ミネルヴァ社）とを区別する必要がある場合については，それぞれ記載

するが，区別の必要がない部分については，単に「当社」とする。 

 

イ 不正行為の態様 

  本調査委員会において調査を進めたところ，Ａ氏により以下の不正行

為が行われていたことが判明した。  

「Ａ氏は，平成１８年１月上旬ころより，かねてから当社の仕入先で

あり，釣具・漁具の販売を業とする株式会社Ｂ社（以下，単に「Ｂ社」

とする）に対し，通常のルートとは異なり，携帯電話にて直接担当者に

当社名義でリール等高額商品の注文を行い，その際，発送先を物流セン

ターではなく本社として，Ａ氏宛にて発送するよう指示し，当社名義に

て注文した商品を，自らのデスクまで運送会社に搬送させ，又は物流セ

ンターに届いた商品をＡ氏の意を知らない他の従業員をもって自らの

デスクまで届けさせ，段ボール在中の当社所有・管理に係る商品を紙袋
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等に移し替える等して当社社外に持ち出し，もって窃取する不正を繰り

返すようになった。  

  Ａ氏は，不正行為が発覚するまでの間，およそ週に１回の頻度で高額

のリール等の注文をＢ社に対して繰り返し行い，届いた商品を複数回に

分けて持ち帰ることにより，約５年半にわたり，合計１億５３１７万３

４１３円相当の当社所有の商品を窃取した。」  

  なお，被害金額の確定方法については，第３の２項において後述する。 

 

 ウ 当社における業務について 

   （ア） 当社における商品の在庫管理・発送業務の委託関係について（資料

１） 

    本件分社化以前，株式会社ナチュラムにおいては，インターネット

による通信販売業務に関し，商品の在庫管理・発送業務については，

外部のＥ社に委託していた。  

本件分社化以降においては，ナチュラムＥＣは，インターネット

により販売する商品の在庫管理・発送業務等については，グループ企

業のジェネシス・イーシー株式会社（大阪市住之江区南港南一丁目１

番１２５号所在。以下，「ジェネシスＥＣ」という）に業務委託を行

っている。  

   ジェネシスＥＣは，在庫管理や仕入先からの商品の受入れ及び顧客

への商品の発送について，平成２１年１２月まではＥ社に，平成２２

年１月以降はＦ社へ再委託を行っており，Ｆ社は，当社の本店所在地

と同じ建物内に存在する倉庫において，その子会社を通じて上記在庫

管理・発送業務を行っている（以下，物流委託先の会社につき，特に

区別する必要がない場合においては，単に「物流委託先」といい，物

流委託先が在庫管理・発送業務を行う拠点を以下「物流センター」と
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いう）。  

 （イ） 当社における商品の発注及び入荷処理方法について（資料２） 

    本件不正行為が行われていた当時から，当社においては，ＥＤＩシ

ステムという発注システムが導入されている。ＥＤＩシステムは，ネ

クサス（ＮＥＸＡＳ）というシステム内に存在しており，バイヤーが，

自らに割り当てられたＩＤ及びパスワードによってネクサスにログ

インすると，このＥＤＩシステムに入ることが可能となる。  

    当社は，当社の仕入先に対し，ＥＤＩシステムの導入を依頼してお

り，実際に多数の仕入先においてＥＤＩシステムが導入されている。

仕入先は，インターネットのページから，それぞれに割り当てられた

ＩＤ及びパスワードにてログインすることにより，ＥＤＩシステムを

利用することが可能となる。  

   発注システムにおいては，仕入先ごとにページが設定されており，

当社のバイヤーが，発注処理画面から個数等を入力して商品の発注処

理を行うことになる。発注を確定すると，発注の事実がシステムに反

映されるのであるが，仕入先は，前述のとおり，仕入先に割り当てら

れたＩＤ及びパスワードにてＥＤＩシステムにログインすることに

より，当社からの発注状況を確認することができるようになっており，

仕入先は，システム上にて当社からの発注を確認し，商品を発送する

ことになる。  

   商品を発送する際には，仕入先が当社のＥＤＩシステムを利用して

納品書を作成し（以下，ＥＤＩシステムを利用して作成された納品書

を「ＥＤＩ納品書」と言う），ＥＤＩ納品書を商品に同封して発送す

ることになっている。 

   商品は，物流センターに向けて発送され，物流センターにてＥＤＩ

システム上の入荷処理が行われる。入荷処理の際には，上記ＥＤＩ納
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品書が必要であり，ＥＤＩ納品書をもとに入荷処理を行うと，入荷伝

票及び棚入表が自動的に作成され，これらの処理により，仕入先元帳

に入荷の事実が反映され，買掛金として認識されるとともに，在庫デ

ータも発生する。  

 

エ 虚偽の入荷処理及びシステム上の不正操作について 

 （ア） 入荷処理の必要性 

   Ａ氏は当社名義にてＢ社に対して商品の注文を行っており，請求書

は当然に当社宛に発送される。  

   仕入先から請求書が送付された際には，当社において，経理担当者

が請求書と仕入先元帳を突き合わせ，入荷の記録を確認した上で，代

金の支払いを行う（なお，仕入れられた商品は多数にのぼるため，請

求金額と合致する金額の入荷の記録が存在すれば，個々の商品の照合

までは行われないとのことである）。したがって，Ａ氏が窃取した商

品について，請求書記載の金額に対応する金額の入荷記録がなければ

Ａ氏による本件不正行為は容易に発覚するに至るため，発覚を防ぐた

めには，自らが窃取した商品の金額に相当する入荷処理の記録を作成

することが必要となる。  

   一方で，Ａ氏が注文した商品につき，入荷処理を行った場合には，

システム上は在庫として存在するものの，Ａ氏が窃取していることか

ら，現実には在庫として商品が存在しない事態に陥るため，棚卸しの

際にシステム上の在庫数と実在庫数とが一致せず，不正行為が発覚す

る可能性が高まる。  

   そこで，Ａ氏はセット商品のシステム上の不備を悪用することによ

り，以下のとおり，不正行為の発覚を防ぐための虚偽の入荷処理及び

システムの不正操作を行っていた。  
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 （イ） 当社におけるセット商品の構成及び解放におけるシステム上の不備

について（資料３） 

   当社においては，販売促進のため，複数の種類の商品を組み合わせ

たセット商品を販売することがある（ここで，セット商品を構成する

個々の商品を「子商品」という）。セット商品に関しては，バイヤー

がいかなる子商品によって構成するかを検討し，独自にセット商品を

作成することができるシステムとなっている。  

   バイヤーは，単品にて仕入れを行い，仕入れた商品をセット商品と

して作成して販売することもあれば，複数の子商品が組み合わされた

セット商品として，仕入先から仕入れを行うことも可能であった。  

   ここで，既に存在する在庫商品の中で，例えば商品ｘ２つ及び商品

ｙ２つで，セット商品Ｘを作成するとする。次に，セット商品Ｘを構

成する子商品を，商品ｘ１つ及び商品ｙ１つとする変更をシステム上

加え，そして，セット商品Ｘを解放して，単品の状態に戻す。 

   このような操作を行った場合には，操作を行う以前においてはシス

テム上２つずつ計上されていた商品ｘ及び商品ｙの在庫数が各々１

つとなってしまい，２つずつ存在していた在庫が，上記のシステム操

作をすることによって，システム上１つずつに減少してしまうように

なっていた（本来であれば，セット商品がシステム上に在庫として存

在している間は，当該セット商品の子商品の構成数の変更をできない

ようにシステムを組むか，又は子商品の構成数を変更した場合には，

当該変更後のセット商品Ｘを構成しなくなる子商品については，単品

在庫に復帰してシステム上計上されなければならないところ，そのよ

うになっていなかった。）。  

Ａ氏はこのシステム上の不備を悪用し，以下のとおり，自らの不正

行為の隠蔽工作を行っていた。  
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（ウ） 平成１８年１月ころから平成２３年５月末までにおける具体的手順に

ついて（資料４） 

  ａ 虚偽の入荷処理について 

   Ａ氏は，Ｂ社に対して，ＥＤＩシステムを利用せず，電話にて直接

発注指示を行い，Ａ氏宛に届いた商品を窃取する。  

その上で，Ａ氏は，セット商品のシステム上の不備を悪用した隠蔽

工作を行うのであるが，その具体的方法としては，以下のとおりであ

る。  

例えば商品ｘ２つ及び商品ｙ２つという在庫が存在しているとす

ると，その商品ｘ２つ及び商品ｙ２つで構成されるセット商品Ｘを１

セットシステム上作成する。その上で，ＥＤＩシステムを用い，セッ

ト商品Ｘを１セットという虚偽の発注処理を行い，ＥＤＩ納品書を自

ら作成する。Ａ氏はかかる虚偽のＥＤＩ納品書をもって，入荷処理業

務を担当しているＣ氏（なお，虚偽の入荷処理に際しては，一貫して

Ｃ氏一人に行わせていた可能性が高く，Ｃ氏もこれを認めている。）

に対して指示を行い，セット商品Ｘを１セットという虚偽の入荷処理

をさせる。  

Ａ氏は既に商品を窃取しているため，当該虚偽の入荷処理の際には，

当然商品の現物は存在していない。本来であれば，商品の現物がなけ

れば入荷処理を行ってはならないとされていたが，Ａ氏の指示に従い，

商品の現物がないままに，Ｃ氏によって虚偽の入荷処理が行われてい

た。  

なお，Ｃ氏は，かつて株式会社ナチュラム（現ミネルヴァ社）の社

員であり，その当時は，Ａ氏の同僚として勤務していた。その後，Ｃ

氏は，本件分社化に伴い，ジェネシスＥＣに転籍し，さらに，平成２

２年１１月１０日付でジェネシスＥＣを退職し，物流委託先であるＦ
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社に転職している。Ｃ氏は，Ａ氏が以前の同僚であり，営業部長の職

にもあったため，信頼していたこと，バイヤーが，商品の販売ページ

に掲載するために商品の写真撮影を行うこともあり（なお，これにつ

いては，現在は行われていない），その場合には入荷処理の際には現

物がないこともあったことから，Ａ氏の行動について特に不審に思う

ことなく，Ａ氏に指示されるがままに入荷処理を行っていた。 

Ａ氏は，窃取した商品の合計金額と合致するよう，複数のセット商

品を構成し，上記のとおりそれらの虚偽の入荷処理を行わせることに

より，窃取した商品に係るＢ社からの請求金額に対応する入荷記録を

作成し，仕入先への商品代金の支払処理の段階において，発覚するこ

とを免れていた。  

  ｂ システム上の不正操作について 

前述のとおり，Ａ氏は，Ｃ氏を通じて虚偽の入荷処理を行い，この

時点において，子商品ｘ２つ及び子商品ｙ２つで構成されるセット商

品Ｘが，システム上２セット存在することになる。  

その後，Ａ氏は，セット商品Ｘの子商品の構成数を商品ｘ１つ，商

品ｙ１つへとそれぞれ変更する。  

   この操作により，商品ｘ１つ及び商品ｙ１つで構成されるセット商

品Ｘが，システム上２セット存在することになる。  

そして，この状態でセット商品を解放すると，商品ｘが２つ，商品

ｙが２つシステム上存在していることになり，虚偽の入荷処理を行う

前の子商品の在庫数と，操作後の子商品の在庫数は異ならない状態と

なる（なお，セット商品がシステム上在庫として存在している間は，

セット商品の構成数の変更ができないシステムにするか，又はセット

商品Ｘの子商品の構成数を２つから１つへ変更した時点において，セ

ット商品Ｘを構成しなくなった，セット毎に１つ，合計２つの子商品
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ｘ及びｙがそれぞれ単品在庫に復帰して計上されるべきであったが，

そのようになっていなかったことは上述のとおりである。）。  

これらの操作により，虚偽の入荷処理を行ったセット商品について

は，システム上在庫から消滅するため，システム上の在庫数と実在庫

数に乖離は生じず，棚卸しの際に不正行為が発覚することもなかった。 

なお，Ｂ社から送付された仕入伝票（Ｂ社はＥＤＩシステムを導入

しているので，本来であればＥＤＩ納品書を送付してくるところであ

るが，上記のとおり，Ａ氏はＥＤＩシステムを用いることなく，電話

にて発注していたため，Ｂ社においてＥＤＩ納品書を出力できず，Ｂ

社独自の専用伝票を同封してＡ氏のもとに商品を発送していた）につ

いては，Ａ氏は自らのデスクの引き出しに隠匿しており，デスクより

発見された仕入伝票の金額と，その仕入伝票記載の伝票番号と対応す

る虚偽のＥＤＩ納品書をもって行われている，入荷処理の金額とは一

致している。  

   また，Ａ氏がＡ氏のＩＤにてセット商品の作成等を行った際の，子

商品の移動（移動とは，子商品をセット商品として構成すること及び

セット商品を解放して単品の状態に戻すことをいう）の履歴が入出庫

履歴上（入出庫履歴とは，入荷及び販売以外の商品の在庫の動き（例

えば，商品の破損による在庫からの削除や，セット商品の作成に伴う

単品在庫の減少等）を記録したものである。）存在しているが，それ

によると，移動の履歴の存在する商品は，Ａ氏が窃取した商品とは一

致していない。これは虚偽の入荷処理により在庫に計上された商品は，

上記システム上の一連の不正操作によりそのままシステム上の在庫

から消滅してしまうため，Ａ氏が移動させている子商品は，実際にＡ

氏がＢ社に対して発注を行った商品である必要はなかったためと考

えられる。  



15 
 

 （エ） 平成２３年６月以降における具体的手順について（資料４） 

   ａ 隠蔽工作の変更について 

   Ａ氏は，平成２３年５月末までは，上記方法により，不正行為の隠

蔽工作を行っていた。 

   しかし，平成２３年６月以降については，上記の手法から変更され，

Ａ氏は異なった手法により隠蔽工作を行っている。この点，変更の理

由につき，Ａ氏に確認を行ったが，Ａ氏としては，理由はない等曖昧

な回答を述べるのみであった。  

   ｂ 虚偽の入荷処理について 

   平成２３年６月以降においては，Ａ氏はＢ社対し，リール等の高額

商品を電話にて直接注文し，Ａ氏宛に送付された商品を窃取した後，

実際に自らが注文した商品とは異なる別の商品を，セット商品として

ではなく単品にて数種類・数個ずつ発注するという虚偽の発注処理を

行い，虚偽のＥＤＩ納品書を作成し，当該ＥＤＩ納品書をもって虚偽

の入荷処理を行わせていた。  

   例えばＥＤＩシステムにて，ｐ３つ，ｑ４つ，ｒ２つという虚偽の

発注処理を行い，虚偽のＥＤＩ納品書を作成する。そして，当該ＥＤ

Ｉ納品書をもって，Ｃ氏に対し，現物がない状態で入荷処理を指示す

る。  

   そして，Ａ氏の指示に基づき，Ｃ氏が虚偽の入荷処理を行うことに

より，Ａ氏が窃取した商品の請求金額に対応する金額の入荷記録が作

成されることになるため，Ａ氏は当該処理によって，商品代金が請求

され，経理担当者において請求書と仕入先元帳とを照合する際に，発

覚することを免れようとしていた。  

   ｃ システム上の不正操作について 

例えば，虚偽の入荷処理を行う以前において，商品ｐ・ｑ・ｒがそ
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れぞれ１つずつシステム上存在しているとすると，上記のとおり，Ｃ

氏によってｐ３つ，ｑ４つ，ｒ２つの虚偽の入荷処理が行われること

により，その時点においてｐ・ｑ・ｒはシステム上それぞれ４つ，５

つ，３つ存在することになる。  

その上で，子商品ｐ・ｑ・ｒがそれぞれ４つ，５つ，３つで構成さ

れるセット商品Ｐを作成し（虚偽の入荷処理を行った商品の個数に１

つずつ加算した個数にてセット商品を作成する），その後，子商品ｐ・

ｑ・ｒそれぞれの構成数を１つへと変更し，セット商品Ｐを解放する

と，ｐ・ｑ・ｒはそれぞれシステム上１つずつしか存在しなくなり，

入荷処理がなされたはずのｐ３つ・ｑ４つ・ｒ２つはシステム上消滅

する。  

これらの一連の操作により，虚偽の入荷処理を行った商品について

は，システム上在庫から消滅し，実在庫数とシステム上の在庫数に乖

離が生じないこととなるため，Ａ氏は，これらの一連の操作によって

棚卸し段階においても不正行為の発覚を免れようとしていた。 

この際，Ａ氏は虚偽の入荷処理を行う商品につき，ｐ・ｑ・ｒの単

価を実際の単価と近似させる形に調整して決定し，Ａ氏が実際にＢ社

に発注し，窃取した商品の総額と，虚偽の入荷処理を行った商品の総

額とが一致するよう，発注数量の割り付けを行って調整していた。  

    

 オ 本件各不正行為に関するＡ氏の行動について 

  本件各不正行為に関し，時系列に沿ったＡ氏の行動としては以下のと

おりである。  

 （ア） 平成２３年５月末までの手口について 

まず，発注システムを用いず，電話にて直接Ｂ社に対して発注を指

示し，その際，本社のＡ氏宛で商品を発送するよう指示を行う。  
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物流センターと当社との所在が異なっていた当時には，商品は確実

にＡ氏の元に届けられていたが，当社と物流委託先であるＦ社の物流

センターとが同一建物内に存在するようになって以降は，本社を発送

先としていても，商品が誤って物流センターに届くこともあるため，

物流センターに届いた場合には，物流担当者に指示し，自らの手元ま

で届けさせる。若しくは，Ａ氏自ら物流センターまで商品を取りに行

くこともあった。  

商品が届いた後，Ａ氏は自らの紙袋に当社所有の商品を移し，複数

回に分けて社外にて持ち出すことにより窃取する。当社において，バ

イヤー個人のもとに商品が届けられることは頻繁にあることではない

が，Ａ氏は，「商品の写真撮影のために送らせている」等周囲の従業員

に申し述べており，実際にかつては商品の撮影をバイヤー自身が行っ

ていた事実もあり，また，バイヤーの元にはサンプル品が直接届けら

れることもあったため，Ａ氏の行動を強く疑う者までは存在しなかっ

た。  

商品は約週１回の頻度でＡ氏のもとに届くが，入荷処理及びシステ

ム上の不正操作については，月末にまとめて行われていた。  

例えば実際にＢ社から納品され，自身が窃取した商品とは異なる商

品であるロッドセット，ルアーセット等のセット商品を，既に在庫と

して存在しているいくつかの子商品にて構成されるように作成する

（この際，セット商品を構成する子商品と，Ａ氏がＢ社から入荷し，

窃取している商品とは一致していない）。 

システム上，発注処理を行わなければＥＤＩ納品書が作成できない

ため，自らセット商品として作成したロッドセットを１セット，ルア

ーセットを１セット等，虚偽の発注処理を行い，Ｂ社のＩＤ及びパス

ワードを利用してＥＤＩ納品書を作成の上，プリントアウトをする（な
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お，Ａ氏は発注処理を行った後，即時にＥＤＩ納品書を作成しており，

ＥＤＩ納品書が作成されると，発送済みと認識されてＢ社において閲

覧できる受注画面には表示されなくなるため，Ｂ社が，当該虚偽の発

注に応じて納品がなされる事態には陥らない。）。  

虚偽のＥＤＩ納品書に基づき，Ｃ氏に対して入荷処理の指示を行う

のであるが，Ｆ社に委託する以前は，物流はＥ社に委託しており，そ

の物流センターは静岡にあった。  

その当時，Ｃ氏は，株式会社ナチュラムの社員として，物流委託先

である静岡で勤務していたため，Ａ氏はＣ氏に対し，ＦＡＸにて入荷

処理の指示を行っていた。この場合，ＦＡＸにて送信するＥＤＩ納品

書に「Ｃ様 よろしくお願い致します Ａより」と記載することもあ

れば，そのように記載することなく，Ｃ氏に「今からＦＡＸを送るの

で受け取るよう」直接電話にて指示を行うこともあった。  

また，Ｆ社に物流が委託されるようになり，ナチュラムＥＣが本店

を移転したことによって，Ａ氏が物流センターと同一の建物内におい

て勤務するようになった後は，階下にて勤務しているＣ氏のもとまで

直接虚偽のＥＤＩ納品書を持参して入荷処理を依頼し，入荷処理を行

った際に作成される棚入表を持ち帰っていた（平成２２年２月２４日

以降の棚入表はＡ氏のデスクより発見されている。）。そしてその際に，

Ａ氏が当社名義にて本社宛と発送指示を行ったものの，誤って物流セ

ンターのＦ社に配達されている商品が存在する場合には，Ａ氏自身が

デスクまで持ち帰ることもあった。  

Ｃ氏のもとに直接虚偽のＥＤＩ納品書を持参するような場合には，

入荷処理が完了するのを見届け，又，ＦＡＸ等により指示を行ってい

た場合には，受払台帳を確認することにより，入荷処理がなされたこ

とを確認した後，Ａ氏はロッドセット，ルアーセット等の対象のセッ
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ト商品の子商品の構成数を変更し，セット商品を解放する。  

これにより，子商品の当初の在庫数と一連の処理後の在庫数とに変

動を生じさせることなく，自身が窃取した商品の請求金額に対応する，

商品の入荷の記録を作出しており，これらの一連の行為により，Ａ氏

は当社所有の商品を窃取し，不正行為の発覚を免れていた。  

 （イ）平成２３年６月以降の手口について 

商品を自らの手元まで届けさせ，窃取するところまでは平成２３年

５月末以前と同様である。  

その上で，まず，虚偽の発注処理を行い，虚偽のＥＤＩ納品書又は

直送指示書を作成する。直送指示書とは，メーカーから物流センター

へ直接商品が発送される際に，ＥＤＩ納品書に代わり，使用されるも

のである。通常，商品は仕入先から物流センターへ発送されるが，発

注された商品の在庫が仕入先にない場合には，仕入先が直送指示書を

作成の上，直送指示書をメーカーにＦＡＸすることにより，メーカー

から物流センターへ直接，商品が発送されることがある。この際，メ

ーカーは仕入先からＦＡＸで受信した直送指示書を商品に同封し，そ

の直送指示書をもって，物流センターにて入荷処理が行われる。  

Ａ氏は，実際にＢ社から発送され，自身が窃取した商品とは異なる

商品であるリールｐを７つ，ロッドｑを８つ等虚偽の発注処理を行い，

それらの商品につき，虚偽のＥＤＩ納品書又は直送指示書を作成する。 

Ａ氏は，ＥＤＩ納品書又は直送指示書をもとにＣ氏に指示を行い，

商品の現物がないままに，Ｃ氏により，リールｐ７つ，ロッドｑ８つ

等という虚偽の入荷処理がなされる（なお，直送指示書をもって入荷

処理がなされる際も，商品の現物が存在していることが必要であるこ

とに何ら変わりはない。）。  

Ａ氏は入荷処理を見届けた後，虚偽の入荷処理を行った商品につい
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て，リールｐ８つ，ロッドｑ９つ等というように，虚偽の入荷処理を

行った個数に１つ加算した個数にて架空のセット商品Ｐを作成する。

その後，リールｐ１つ，ロッドｑ１つというように，セット商品Ｐの

子商品の構成数の個数を変更し，セット商品Ｐを解放する。  

このセット商品解放の処理により，子商品の個数は当初の在庫数と

同じ個数に戻ることになる。  

これらの一連の処理により，最終的なシステム上の在庫数と当初の

システム上の在庫数とに変動を生じさせることなく，リールｐ７つ，

ロッドｑ８つ等という，自身が窃取した商品に係る請求書に対応する

金額の入荷記録を作成していた。この際，リールｐ，ロッドｑ等の商

品の単価を実際と近い金額にて設定し，虚偽の入荷処理を行う商品の

合計金額と，実際にＢ社から納品された商品の合計金額とが一致する

ように個数の割り付けを行っていた。  

なお，平成２３年７月３１日の，Ａ氏のパソコンの操作ログが存在

するが，そこには，Ａ氏がＥＤＩ納品書を作成している履歴等が記載

されている。  

 

  カ 換金行為について 

  Ａ氏は，当社所有の商品を持ち帰り，窃取した後，自宅への帰路にお

いて，商品の換金行為を行っていた。  

  Ａ氏は約５年半にわたり，当社所有の商品を窃取することを繰り返し

ているが，都度，換金行為を行っており，窃取した商品のうち９９％程

度は大阪府吹田市所在のＤ社に持ち込んでいたと述べている。 

 

２ 被害額について 

（１）被害金額の確定方法について 
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被害金額の確定方法については，Ａ氏の担当者コードにて，上記の一連

のシステム処理がなされている商品を抽出し，抽出された商品に係る仕入

原価に消費税を加算した額が，被害金額であると判断した。 

なお，上記一連のシステム処理がなされている商品と，実際にＡ氏が窃

取している商品とは一致していないものの，これまで述べたとおり，それ

らは合計金額が一致していることが前提であり，かつ，Ａ氏自身，当該手

法にて確定した金額が，自らが窃取した商品の合計金額に相違ないと認め

ていることからも，当該金額が被害金額であると判断した。 

   

 （２）被害の帰属について 

本件において，被害は，ミネルヴァ社及びナチュラムＥＣにおいて生じ

ている。 

Ａ氏は５年半以上にわたり，商品の窃取行為を繰り返していたものであ

るが，平成１８年１月上旬から平成２０年７月３１日までの間における損

害は，当時における商品の所有者である株式会社ナチュラム，すなわち現

在のミネルヴァ社に生じており，平成２０年８月１日以降における損害は，

ナチュラムＥＣに生じている。 

それぞれの被害額は，ミネルヴァ社については５１４１万１５２８円，

ナチュラムＥＣについては１億１７６万１８８５円である。  

 

３ Ａ氏による本件不正行為に関する他の関与者の有無 

本件不正行為に関し，Ａ氏に対して事情を聴取した際，Ａ氏は本件不正

行為を単独にて行った旨述べている。また，現時点において，社内の関与

者の存在を伺わせるような徴憑は発見されておらず，Ａ氏による不正行為

が発覚し，Ａ氏から事情を聴取した後は，仕入先から商品が本社宛に直接

送付されることはなく，不審なセット移動もなされていない。 
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なお，本件不正行為に関係する者として，Ｃ氏，Ｂ社及びＤ社が存在す

るため，Ｃ氏，Ｂ社及びＤ社の悪意による関与の可能性についても本調査

委員会において検討した。 

しかし，Ｃ氏に事情を確認したところ，Ｃ氏としては本件不正行為への

悪意による関与を否定しており，Ａ氏によって不正行為が行われていると

の認識もなく，不審を抱くに至った時期についても，平成２３年５月ころ

であったと回答している旨，ミネルヴァ社より報告を受けている。 

また，現時点において，Ｂ社及びＤ社の本件不正行為への悪意による関

与を伺わせるような徴憑は発見されていない。 

よって，本調査委員会の調査の範囲内においては，本件不正行為に関す

る他の悪意による関与者の存在を確認するまでには至らなかった。 

もっとも，調査委員会の調査能力には限界があることも事実である。現

在，当社は警察にＡ氏に対する告訴を行っていることもあり，今後，他の

悪意による関与者の有無については，捜査機関による捜査に委ねるものと

したい。 

 

４ 他の者による同様の手口での被害の有無 

 Ａ氏以外の者による同様の手口を用いた商品の窃取行為の有無につい

て，ミネルヴァ社及びナチュラムＥＣに対して，確認を求めたところ， 

同社らからは，同様の手口を用いた窃取行為をうかがわせるような不正な

セット移動に関するシステム操作は行われていないとの報告を受けてい

る。 

また，本調査委員会の意向をうけ，ミネルヴァ社において，物流委託先

の入荷処理業務担当者であるＣ氏に対し，聴き取りを行い，Ａ氏以外の者

から，商品の現物が存在しないままに入荷処理を指示されたことがあるか

確認したところ，Ａ氏以外の者からそのような指示を受けたことはない旨
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の回答であったと，本調査委員会はミネルヴァ社より報告を受けている。 

 よって，本調査委員会においては，他の者による同様の手口での被害は

存在しないものと判断した。 

 

５ 長期にわたり発覚しなかった理由 

 本件不正行為が約５年半にわたり発覚しなかったことについて，その原

因は以下に述べるところにあると考えられる。 

（１）巧妙な隠蔽工作が行われていたこと 

 まず，上記第３の１項においても述べたとおり，Ａ氏により，犯行発覚

を防ぐためにシステム上の不備を利用した巧妙な隠蔽工作が行われてい

たことが挙げられる。 

 Ａ氏の一連の行為により，Ａ氏が窃取した商品に係る請求金額に対応す

る金額の入荷記録が作成されるため，仕入先への支払いの際における発覚

を免れており，かつ，システム上の在庫数と実在庫数に乖離が生じないた

め，棚卸しの際に発覚することもなかった。 

 

（２）商品がバイヤーの元に送付されることが極めて不自然とまでは言えなかっ

たこと 

 以前，当社においては，商品を写真付きで販売サイトに掲載するために，

バイヤーが商品の写真撮影をすることがあり，そのために仕入先から商品

をバイヤーの元に直接送付させることが行われていたことがあった。 

また，サンプル品がバイヤーの元に直接送付されることもあったため，

商品が直接バイヤーの元に送付されても，極めて不自然とまでは言えない

状況にあった。 

したがって，周囲の従業員が，Ａ氏の行動について，極めて不自然であ

るとの認識を持つまでには至らなかったと考えられる。 
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（３）Ｃ氏においてもＡ氏の本件不正行為に気付いていなかったこと 

 もっとも，Ａ氏は虚偽の入荷処理の依頼については，Ｃ氏のみに対し指

示しており，依頼した回数としては，極めて多数に及ぶことから，Ｃ氏に

おいて，Ａ氏の不正行為に気付きうる端緒はあったと考えられる。 

 しかし，本調査委員会は，Ｃ氏としては，以前，バイヤーが商品撮影を

していたことも知っていたことから，商品撮影のためであると思い込んで

おり，また，Ａ氏が営業部長という職にあったこともあり，特に深く考え

ることまでは至らず，本件不正行為に気付くことがなかったとの報告を，

ミネルヴァ社より受けている。 

 その他，Ｃ氏が本件不正行為を認識しえなかった事情としては，以前Ｃ

氏はミネルヴァ社（その当時は株式会社ナチュラム）の従業員であり，そ

の当時，Ａ氏と同じ職場にて勤務していたことから，Ｃ氏としてはＡ氏を

信頼していたとのことである。 

 なお，Ｃ氏は，平成２３年５月頃，Ｂ社よりＡ氏宛に送付された段ボー

ル箱の中身を偶然目にすることがあり，当該段ボールの中に，リール等高

額の商品が入っていたことから不審に思ったものの，他の者に当該事実を

告げることはせず，その時点において，Ａ氏の本件不正行為が発覚するに

は至らなかった。 

 

（４）その後発覚に至った原因について 

 上記のとおり，複数の要因が重なってＡ氏の不正行為は長期間にわたり

発覚を免れていたが，上記第３の１項（２）エ（エ）において述べたとお

り，Ａ氏は平成２３年６月以降，虚偽の入荷処理及びシステム上の不正操

作の手法を変更した。 

ナチュラムＥＣにおいては，システム上の受払台帳において，商品名を
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入力することにより，当該商品の在庫画面が呼び出され,当該商品のシス

テム上の在庫数を確認することができるようになっている。前記のとおり，

在庫の適正化のための確認作業を行っていたバイヤーは，当該画面によっ

てシステム上の在庫数を確認し，適切な発注が行われているか，検証を行

っていた。 

変更前の手法においては，Ａ氏は，実際に販売されることはない，自ら

が作成し，商品名を付けたセット商品について虚偽の入荷処理を指示して

いた。よって，当該担当者において，当該セット商品の商品名を認識して

いないため，当該担当者が当該セット商品の商品名を入力し，受払台帳に

おいて在庫数を確認することはなかった。そのため，虚偽の入荷処理によ

って当該セット商品の在庫が増加していても，当該担当者が，不要な入荷

であるとして不審を抱くような事態は起こりえなかった。 

一方，変更後の手法では，Ａ氏が虚偽の入荷処理を行わせている商品は，

Ａ氏のもとに届けられた商品とは一致しないものの，実際にナチュラムＥ

Ｃが仕入を行っている商品である。そのため，当該商品が高額であるにも

かかわらず，顧客からの需要を大きく超える入荷がなされていたことを不

審に思ったバイヤーがシステム部長に調査を依頼し，その結果，Ａ氏の本

件不正行為が発覚するに至ったものである。 

 

第４ 本件不正行為の原因の所在 

１ 商品の現物がないままに入荷処理がなされていたこと 

  本件に至った原因の一つとして，商品の現物が存在しないままに，入

荷処理がなされていたことが挙げられる。 

  納品された商品及び納品書を確認の上，入荷処理を行うことは，入荷

処理業務における大原則であるにもかかわらず，バイヤーであるＡ氏に

指示されるがまま，商品の現物を確認することなく，入荷処理業務担当
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者によって入荷処理がなされていた。 

仮に入荷処理業務の担当者において，商品の現物が確認できない以上

は，入荷処理はできないとして拒絶していたならば，Ａ氏が窃取した商

品の請求金額に対応する入荷処理の記録が作成されないため，Ｂ社より

請求がなされた際に，経理担当者において，商品が入荷されていないこ

とに気付き，本件不正行為が早期に発見され，被害を最小限に抑えるこ

とができたと思われる。 

商品の現物がないにもかかわらず，入荷処理がなされていた要因とし

ては，物流委託先において，現物がなければ入荷処理をしないという大

原則が徹底されておらず，事実上例外的な処理が行われていたことが挙

げられる。もっとも，これは，Ｃ氏がかつての同僚であるＡ氏から依頼

を受けて行われたものであることからすれば，その責任はＣ氏及び物流

委託先にあるというよりは，もっぱらＡ氏にあると考えられる。 

 

２ セット商品に係るシステム上の不備 

  次に，セット商品に係るシステム上の不備を指摘することができる。 

すなわち，セット商品がシステム上に在庫として存在している状態で，

そのセット商品を構成する子商品の個数に変更を加えた場合，セット商

品を構成しなくなった子商品については，単品在庫に計上されるべきと

ころ，そうなっていなかった。 

かかるシステム上の不備を悪用することによって，システム上の在庫

数と実在庫数とに乖離を生じさせることなく，商品を窃取するという本

件不正行為が可能となった。 

かかる不備が存在しなくとも，商品の窃取行為自体は可能であるが，

かかる不備により巧妙な隠蔽工作が可能となって，約５年半にわたり犯

行の発覚を免れていたのであり，不備がなければ，不正行為はより早期
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に，少なくとも棚卸しの際に発覚していた可能性が高かったと思われる。 

 

３ バイヤーにおいてＥＤＩ納品書を作成しえたこと 

  本来であれば，ＥＤＩ納品書は，仕入先において作成し，商品を発送

する際に同梱することが予定されているが，Ａ氏は，バイヤーであるに

もかかわらず，仕入先において作成されるはずのＥＤＩ納品書を作成す

ることが可能であった。   

  ＥＤＩ納品書をバイヤーが作成できるとすると，本件のような不正行

為がなされる危険性を伴うものである。 

  このことと，商品の現物がないにもかかわらず，入荷処理が行われて

いたことが相まって，本件不正行為を許したと考える。 

 

４ バイヤーのもとに商品を直接送付しえたこと 

  ナチュラムＥＣにおける商品の発注・納品業務において，本来であれ

ば，商品は物流センターに送付されることが予定されていた。 

  しかし，本件においては，商品の送付先を本社宛とし，バイヤーであ

るＡ氏の元へ直接送付する旨の指示の下，実際に本社のＡ氏宛に送付さ

れていた。 

  商品がバイヤーの元に直接送付されず，物流センターに送付されてい

たのであれば，通常の業務に沿って正規の入荷処理がなされるため，入

荷処理前に商品を窃取し，現物がないままに入荷処理をさせるという本

件不正行為は相当程度防止できたと思われる。なお，商品がバイヤーの

元へ直接送付されることにつき，周囲がさほど不審に思わなかったこと

に関しては，仕入先よりサンプル品がバイヤーの元に直接発送されるこ

とが多々存在していたことに起因する。 

また，通常の業務と異なるイレギュラーな形で業務がなされると，不
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正行為の危険性も高まるため，ナチュラムＥＣにおいて，イレギュラー

な商品の発送が行われないよう，徹底すべきであったが，これが徹底さ

れていなかった点にも原因があると考えられる。 

 

５ 内部監査の網羅性が欠けていたこと 

  ミネルヴァ社においては，業務監査は内部監査室のメンバーが担当し，

一方，システム監査は，社長室メンバーである情報セキュリティ監査メ

ンバーが担当し，業務監査及びシステム監査については，各々独自の視

点により内部監査を実施しており，情報共有がなされることもなかった

旨，ミネルヴァ社より報告を受けている。 

  そのため，結果として，特定事項に対する監査の偏重が生じ，内部監

査の網羅性に欠ける事態が生じていたとも考えられる。 

 

６ 経理部門における請求書と仕入先元帳の照合において商品内訳まで確認

していなかったこと 

仕入先から請求書が送付された際には，当社において，経理担当者が

請求書と仕入先元帳を突き合わせ，入荷の記録を確認した上で，代金の

支払いを行うのであるが，仕入れられた商品は多数にのぼるため，請求

金額と合致する金額の入荷の記録が存在すれば，個々の商品の照合まで

は行われていない。前述のとおり，Ａ氏は，実際にＡ氏のもとに届けら

れた商品とは一致しない架空のセット商品や単品商品について虚偽の

入荷処理を行っており，それが仕入先元帳に記載されるのであるから，

この支払いの段階で請求書と仕入先元帳とを個々の商品単位で照合し

ていれば，そこに存在する齟齬が判明し，本件不正行為がより早期に発

覚した可能性がある。 

もっとも，日々多様な商品が多数仕入れられており，経理部門におけ
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る支払チェックの際，請求書と仕入先元帳とを個々の商品単位で照合す

ると，その作業は膨大なものとなり，それを求めるのは実務上非現実的

であると考えられる。実際多くの会社において，上記のような金額のみ

の照合作業のみを行うのが一般であるとのことである。 

 

第５ 再発防止策の提言 

 上記第４の各項において述べた原因分析を踏まえ，調査委員会として，

再発防止のため，以下のとおり提言する。下記提言については，ミネルヴ

ァ社のみならず，ナチュラムＥＣ及びジェネシスＥＣも含む，子会社全体

並びに物流業務の委託先にまで及ぼすことが必要である。  

 

１ 入荷処理業務の適正の徹底 

（１）入荷処理における現物の確認 

  本件不正行為のような事態の再発を防止するためには，入荷処理を行

う担当者において，商品の現物と納品書が揃っていない場合には，入荷

処理を行わないということが大前提であると考える。 

  これについては，商品の現物及び納品書がない場合には，入荷処理を

実施しないよう，物流委託先に申し入れ，これを徹底させるべきである。 

 

 （２）直送品について 

  なお，ナチュラムＥＣにおいては，運送コストの削減のため，特定の

大型商品等については，仕入先から顧客へ，商品を直接送付する運用を

行っている。このような直送品（なお，これは，前述した仕入れ先を経

由することなく直接メーカーから当社に発送される商品とは異なる。）

については，商品が物流センターを通過せず，入荷がなされることはな

いため，物流センターにおいて入荷処理業務は行われない。 
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  物流センターにおいて入荷処理がなされると，自動的に仕入先元帳に

追加され，システム上買掛金として認識されるに至るものの，直送品に

ついては前述のとおり入荷処理がなされない。そのため，別途，直送品

の仕入れについて，買掛金として認識させるための処理が必要となる。 

具体的には以下の処理が行われている。 

   まず，ナチュラムＥＣにおいて，顧客から直送品の注文を受けると，

ＥＤＩシステムにて仕入先に発注を行わず，直送依頼書をＦＡＸで送付

することにより発注し，同時に納期確認を行う。 

  納期を確認後，ネクサス上の「直送受注一覧」というシステムを用い，

「受注受付画面」において該当商品を選択し，納期を入力することによ

り，システム上において，顧客から受注を受けた状態を作出する。その

後，同画面上の当該商品をクリックし，「引当数」を０から変更するこ

とにより，システム上の処理が実行され，当該商品に係る仕入代金が，

ネクサスのシステム上にて，買掛金として認識される。 

  その後，仕入先に対し，出荷指示を行い，仕入先は直送品を顧客に対

して発送した後，ジェネシスＥＣに対して，配送会社及び配送伝票の送

り状番号等を報告する。 

  この報告を受け，ナチュラムＥＣにおいてシステム上出荷処理が行わ

れる。 

  このように，直送品の場合には，通常の商品と異なる手法によって，

買掛金として認識するための処理が行われるが，仕入先に対して送り状

番号の報告を依頼し，出荷の適正を確保する体制が構築されている。ま

た，直送品に関しては，仕入先が注文とおりの商品を顧客に対して送付

しなければ，顧客がクレームを申し立てることによって容易に発覚する

ため，注文どおりの商品が顧客に対して送付されない事態は想定しがた

い。 
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よって，不正行為が行われる余地は小さく，業務の適正は確保されて

いると考えられる。 

 

２ セット商品に関するシステムの改善 

  セット商品に関するシステムについては，システム上の不備が存在し

たことは否定できず，これを改善することが必要である。 

  改善の方法としては，セット商品の在庫がシステム上存在している状

態で，子商品の構成数を変更したときには，セット商品を構成しなくな

った子商品については在庫に計上されるような方法が考えられるが，さ

らに一歩進んで，一旦セット商品を構成した場合には，当該セット商品

を解放し，単品の状態に戻さない限りは，セット商品を構成する子商品

の個数を変更することができないようなシステムにすべきである。 

  もっとも，これについては，本件不正行為発覚後，早急に実施した旨，

ミネルヴァ社より報告を受けている。 

 

３ バイヤーによるＥＤＩ納品書の作成を監視する体制の構築 

  ＥＤＩ納品書は本来仕入先において作成するものであり，バイヤーが

ＥＤＩ納品書を作成することができないよう，監視体制を構築するべき

である。 

  具体的には，社内におけるＥＤＩ納品書の作成については，操作ログ

を取得する機能をシステム上構築し，営業本部長等の管理者によって，

作成された操作ログを定期的に閲覧し，不正な操作の有無について監視

することが考えられる。 

 

４ 発注，発送・納品業務の厳格な運用等 

 通常の業務と異なった，イレギュラーな業務がなされると，不正行為
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の危険性が高まるため，通常の商品については必ず物流センターを発送

先とし，荷受・検収業務についても，物流センターで行うことを徹底す

べきである。これにより，入荷処理が必要な商品については，物流セン

ターで現物を確認の上，入荷処理を行うことにつながると考えられる。

よって，これらの運用を徹底するほか，必要な規程を整備すべきである。 

また，上記において指摘したとおり，本件不正行為の発覚が遅れた原

因として，本社内において，仕入先から送付されるサンプル品が商品と

識別しえない状態で存在していたことから，商品が倉庫ではなく本社に

存在しても，不正行為の可能性を認識しえなかったことが挙げられる。 

そのため，物流センターの倉庫外に存在する物が，在庫商品でなくサ

ンプル品であることを明確にするために，外見上明確にサンプル品と記

載し，適切に管理することが業務の適正化に資するものと考えられる。 

 

５ 一元的な内部監査体制の構築 

 網羅性のある監査を可能にするため，業務及びシステムの監査を一元

的に監査しうる内部監査体制を構築し，内部監査の強化を図ることが必

要である。 

 そのため，現在社長室の元にある情報セキュリティ監査メンバーを内

部監査室に配置し，内部監査室が一元的に監査しうる，内部統制システ

ムを構築すべきである。  

 

第６ 社内関係者の処分について 

１ Ａ氏について 

本件不正行為の実行者であるＡ氏については既に就業規則に基づき

懲戒解雇処分がなされているが，本調査委員会としても当然の処分であ

ると判断する。 
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２ 役員の処分 

 （１） ミネルヴァ社及びナチュラムＥＣによる役員の処分に関する提案 

 今般，本調査委員会は，ミネルヴァ社及びナチュラムＥＣの各社より，

役員の処分に関して以下の提案を受けた。なお，これについては，処分

の対象となる役員の個別の同意は得ているとのことである。 

 

中島成浩（ミネルヴァ社代表取締役会長兼社長ＣＥＯ兼ナチュラムＥ

Ｃ代表取締役社長） 

 報酬の３０％を３ヶ月間減額 

及川信宏（ミネルヴァ社取締役副社長ＣＯＯ兼ナチュラムＥＣ取締

役） 

 報酬の２０％を３ヶ月間減額 

加津茂治（ナチュラムＥＣ専務取締役営業本部長） 

 報酬の２０％を３ヶ月間減額 

福岡登（ミネルヴァ社取締役副社長ＣＦＯ） 

 報酬の１０％を３ヶ月間減額 

高橋要（ミネルヴァ社取締役経理財務部長） 

 報酬の５％を３ヶ月間減額 

 

（２） 本調査委員会における検討 

  ア 役員の責任の原因となりうる事実 

  前記のとおり，本件不正行為が生じた原因は，以下のとおりである。 

① 商品の現物がないにもかかわらず入荷処理が行われたこと 

② セット商品に係るシステム上の不備があったこと 

③ バイヤーにおいてＥＤＩ納品書を作成しえたこと 
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④ バイヤーのもとに商品を直接送付しえたこと 

⑤ 内部監査体制が一元的でなかったこと 

⑥ 商品代金の支払時における確認方法 

    

  イ 各原因についての検討 

①商品の現物がないにもかかわらず入荷処理が行われていたこと 

本件不正行為が行われた原因としては，物流センターにおいて，現

物を確認の上，入荷処理を行うことが原則であったところ，入荷処理

業務の委託先の担当者であるＣ氏が，Ａ氏からの指示により，同氏を

信用し，かかる原則に反して，商品の現物が存在しないにもかかわら

ず入荷処理を行ったことがあげられる。すなわち，ルールは存在して

いたものの，Ａ氏及びＣ氏においてそのルールに違反していたという

ことであり，ここに，当社役員の任務懈怠があったとまではいえない

と判断される。 

  ②セット商品に係るシステム上の不備があったこと 

本件不正行為が長期間発覚に至らなかった原因としては，セット商

品に係るシステム上の不備を利用して隠蔽工作が行われていたことが

挙げられる。かかるシステム上の不備は問題であることは否定できな

いものの，これはいわゆる「システム構築上における考慮不足」とい

われるものであって，かかる考慮不足はいかなるシステムにおいても

多かれ少なかれ存在するものと考えられる。また，本件不正行為は，

かかるシステム上の不備を，悪意をもって積極的に利用することによ

りはじめて行えるものであって，かかるシステム上の不備が本件不正

行為による当社の損害に直接結びつくものでもない。 

以上からすれば，かかるシステム上の不備が存在したからといって，

これが直ちに当社役員の任務懈怠を構成するとまではいえないと判断
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される。  

③バイヤーにおいてＥＤＩ納品書を作成しえたこと 

前述のとおり，本件不正行為の一環として行われた虚偽の入荷処理

においては，Ａ氏が自ら作成したＥＤＩ納品書が用いられており，仕

入先が作成すべきＥＤＩ納品書がＡ氏において作成できなければ本件

における虚偽の入荷処理を防止できた可能性がある。 

もっとも，本件不正行為を完成させるには，悪意をもって自らＥＤ

Ｉ納品書を作成の上，ルールに違反して商品の現物がないまま入荷処

理担当者に入荷処理を行わせる必要があるのであって，バイヤーにお

いてＥＤＩ納品書を作成できることそれ自体が，システム上の重大な

欠陥とまでは言い難いと考えられる。 

以上より，バイヤーにおいてＥＤＩ納品書を作成できる状態であっ

たことをもって，当社役員に任務懈怠があったとまではいえないと考

えられる。 

④ バイヤーのもとに商品を直接送付しえたこと 

本件においては，本来であれば直送品を除く商品は物流センターに

送付されるべきところ，Ａ氏は仕入先に自らに直接送付するよう指示

し，自らに送付された商品を窃取していた。 

もっとも，これもＡ氏が商品窃取目的で悪意をもって仕入先に対し

て通常のルールから外れた商品発送を依頼することにより初めて可能

となるものであって，今後仕入先に対して，バイヤーから物流センタ

ー以外の場所への商品発送を依頼されても応じないよう申し入れるこ

とが望ましいとはいえるものの，本件不正行為当時において，これが

必ずしも徹底されていなかったことが，直ちに当社取締役の任務懈怠

に該当するとまではいえないと考えられる。 

⑤ 内部監査体制が一元的でなかったこと 
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前述のとおり，一元的な内部監査体制が構築されていた場合，不正

行為がより早期に発覚した可能性は皆無ではないと思われるものの，

本件不正行為においては極めて巧妙な隠蔽工作が実施されていたた

め，必ず発見できたとまでは言い切れないと思われ，また，本件不正

行為が行われた当時の内部監査体制に不備があったとまでは言えな

いと判断される。 

よって，当社役員に内部統制システムの構築における任務懈怠があ

ったと言うことはできないと判断される。 

⑥商品代金の支払時における確認方法 

Ａ氏窃取に係る商品につき，仕入先より請求書が送付された際，経

理担当者において個々の商品の内訳まで確認していた場合には，本件

不正行為を早期に発見しえた可能性が存在することは否定できない。   

しかし，経理部門においては，仕入先からの膨大な量の請求を処理

していることから，納品書番号及び金額を仕入先元帳と照合の上，金

額が合致していれば商品名等詳細まで確認しないことは合理的な処

理であると考えられ，本件不正行為を発見できなかったことはやむを

得ず，今後商品名等詳細まで確認するとの運用を採用することも非現

実的であると判断される。 

よって，このような処理が行われていたことについては，取締役の

法的責任を生じさせるものではないと判断した。 

  

ウ 法的責任の有無 

以上の検討のとおり，本件不正行為によって当社に生じた損害につい

て，少なくとも当社役員に任務懈怠はなく，法的責任は発生しないもの

と判断する。 
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エ 道義的責任について 

もっとも，一方で，本件不正行為に伴い，ミネルヴァ社については５

１４１万１５２８円，ナチュラムＥＣについては１億１７６万１８８５

円の実質的な被害が生じている以上，一定の道義的責任は果たすべきで

あると考えられる。 

以下，各役員について個別に検討する。 

（ア）処分の提案のなされた役員について 

加津茂治氏は，Ａ氏の直属の上司として，Ａ氏を監督すべき立場に

あったものであり，Ａ氏が不正行為に至ったことについて監督者とし

て一定の道義的責任は追うべきと考えられる。もっとも，本件不正行

為はＡ氏の規範意識の低さに起因するところが大きく，また，巧妙な

隠蔽工作が行われていたため，事実上本件不正行為を発見することは

極めて困難であったことに鑑みると，報酬の２０％を３ヶ月間減額す

ることは，不相当とはいえないものと考えられる。  

中島成浩氏については，Ａ氏が勤務していたナチュラムＥＣの代表

取締役であり，かつ完全親会社であるミネルヴァ社の代表取締役でも

あり，グループ会社の業務執行の最終責任者であることから，本件不

正行為による当社損害について一定の道義的責任を負うべきである

と考えられる。そして，今回の提案における報酬の３０％を３ヶ月間

減額することは，本件事案に照らし，相当なものであると考えられる。 

及川信宏氏については，ナチュラムＥＣの取締役であるものの，ナ

チュラムＥＣにおいて業務執行は行っていない。もっとも，同社の取

締役会の一員であり，また，ミネルヴァ社のＣＯＯとしてグループ全

体の業務執行を監視すべき立場にあることに照らし，一定の道義的責

任は負うべきであると考えられるところ，報酬の２０％の３カ月間の

減額は特段不相当とは思われない。  
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福岡登氏については，ナチュラムＥＣの取締役ではないものの，ミ

ネルヴァ社のＣＦＯであるとともに，グループ全体の内部統制システ

ムの構築に関する責任者である。グループ全体の内部統制システムに

欠陥があるとは特に思われないが，本件のような不祥事件が生じたこ

とにつき，内部統制システムの構築に関する責任者として一定の道義

的責任を負うという会社の方針は特に不合理とは思われず，報酬の１

０％の３ヶ月間の減額も不相当なものではないと考えられる。 

高橋要氏に関しては，ミネルヴァ社において，ＣＦＯの下，内部統

制システムを担当しており，本件不正行為に関し，福岡登氏と同様に，

道義的責任として報酬の５％を３ヶ月間減額することは，特段不合理

であるとは認められない。  

以上より，当社からの提案のあった処分はいずれも不相当なもので

はないと判断した。  

 

  （イ）処分の対象とされていない役員の処分に関する検討  

なお，各社からの申入れにおいて，処分の対象となっていないミネ

ルヴァ社の取締役山内智和氏は，海外事業推進室長として上海に常駐

し，中国におけるＥコマース事業の展開を担当しているため，本件不

正行為の原因には全く関与しておらず，処分の対象から除外されてい

るとの説明をミネルヴァ社より受けた。  

取締役には，会社の経営に関する監視義務があり，海外に駐在して

いるというだけではかかる監視義務を免れるものではないが，前述の

とおり，本件において当社役員が法的責任を負うものではなく，何ら

かの責任を負うにしても道義的なものにとどまることを考慮すれば，

同取締役について処分の対象としないことは不適切とまではいえな

いと考えられる。  
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また，本調査委員会のメンバーである，両社の各監査役からも，自

らについて，何らかの処分が必要ではないかとの申し入れがあった。

そのため，調査委員会のメンバーのうち，同各監査役以外のメンバー

にて監査役に対する処分の必要性について検討したところ，監査役の

監査の対象は，取締役の職務執行の適法性監査に限られるところ，本

件は取締役の職務執行に違法な点はないと判断されるため，監査にお

いて任務懈怠があったとは言えず，また，本件の性質に照らし，本件

不正行為を発見できなかったことについて，監査役に道義的責任を生

じさせるような事情も見あたらないことから，処分の対象に含める必

要はないものと判断した。  

 

第７ 本件不正行為が財務諸表に与える影響について 

本件不正行為が財務諸表に与える影響及び会計処理について，ミネルヴ

ァ社が平成２３年９月１４日に開示した，「当社連結子会社社員による不

正行為に関する会計処理について」と題する開示書類（資料５）を検討す

るとともに，その根拠につき，ミネルヴァ社からヒアリングを行った。そ

の結果，本調査委員会としては，その内容は特に不適切なものではないと

判断した。 

 なお，当該開示書類について，その考え方を抜粋すると，以下のとおり

である。 

 

（ⅰ）平成 23 年 1 月期（第 11 期）以前の財務諸表及び開示情報に与える

影響 

 本件不正行為が，第 11 期以前の財務諸表及び開示情報に与える影響は，

投資家の意思決定に影響を及ぼす程度に重要ではない。そのため，過年度

において公表した財務諸表数値の修正は必ずしも必要ないと考える。 
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（ⅱ）平成 24 年 1 月期（第 12 期）第 1 四半期の財務諸表及び開示情報に

与える影響 

 本件不正行為が，第 12 期第 1 四半期の財務諸表及び開示情報に与える

影響は，投資家の意思決定に影響を及ぼす程度に重要ではない。そのため，

平成 24 年１月期第１四半期において公表した財務諸表数値の修正は必ず

しも必要ないと考える。 

 

（ⅲ）平成 24 年 1 月期（第 12 期）第 2 四半期の財務諸表及び開示情報に

おける留意点 

 ミネルヴァ社は，下記の見解に基づき，平成 23 年９月 14 日に平成 24

年１月期第２四半期報告書を提出している。 

① 棚卸資産残高の再計算に伴う影響について  

今回の不正が発覚した第２四半期において，過年度の不正仕入による売

価還元率の歪曲化から生じる棚卸資産期首残高の調整を実施した。  

② 不正被害の表示区分について  

過年度の処理との整合性を図ることが望ましいと考えられるところ，本

件不正行為に関しては，当社の最終損益に影響を及ぼさないことから，本

件不正行為に関する被害について，表示区分を売上原価から特別損失に変

更することは特に必要ない。 

以上 

添付資料 

 資料１ 会社間委託関係図 

 資料２ 商品発注・入荷処理システム図 

 資料３ セット商品のロジック 

 資料４ 本件犯行に係るフロー図 

 資料５ 「当社連結子会社社員による不正行為に関する会計処理につい

て」 



資料１会社間委託関係図  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     発注 
 
 
 
 
 
 

ミネルヴァ・ホールディングス株式会社 

ナチュラム・イーコマース株式会社 

（連結子会社） 

事業内容：Ｅコマース事業 

ジェネシス・イーシー株式会社 

（連結子会社） 

事業内容：ＥＣソリューション事業 

Ｆ社 

（物流委託先） 

ミネルヴァ・グループ 

100％出資、経営指導・管理 

入出庫業務委託 

業務委託 

仕入先 

納品 

一般消費者 

Ｆ社子会社 

（物流倉庫運営等） 

Ｆ社グループ 

業務委託 



資料２ 商品発注・入荷処理システム図 
 

ナチュラムＥＣ 

営業部 
仕入先 物流センター 

ミネルヴァＨＤ 

経理財務部 
ＩＴシステム 

     

 

EDI ｼｽﾃﾑ 

受注処理、在庫・

納期確認、納品書

作成、出荷指示 

EDI ｼｽﾃﾑへ送

信し発注処理 

納品確認等 

EDI ｼｽﾃﾑ 

出荷 商 品

 

荷受検収 

EDI 納

品書等 

[OK] 

棚入表 

EDI 仕入先納品書ﾃﾞｰﾀ [照合] 

在庫管理ｼｽﾃﾑ 
[入庫ﾃﾞｰﾀ] 

NEXAS 仕入買掛ｼｽﾃﾑ 

CSV ﾃﾞｰﾀ 

会計ｿﾌﾄ 

入荷伝票 
（仕入伝票） 

[仕入ﾃﾞｰﾀ] 

棚入作業 

買掛金支払処理 

NEXAS 買掛一覧表 

会計ｿﾌﾄ 

買掛金支払処

理 CSV ﾃﾞｰﾀ 

入金 

仕入照合 請求書 

仕入先元帳 

支払予定表 

NEXAS 仕入買掛ｼｽﾃﾑ 

支払 CSV ﾃﾞｰﾀ 

振込データ 



もも 

りんご 

バナナ 

フルーツ盛り合わせ 

セット商品とは 

セット商品とは、複数の商品を束ねて１つの商品として販売する商品のこと。 
システム上、セット商品の商品名を設定し、構成する商品の内訳を別途マスタに記録
する。 
また、販売のダブルブッキングを防ぐため、セット品の在庫も確保する仕組と 
なっている。 

商品名 構成数 

もも 3個 

バナナ 3個 

りんご 3個 

セット構成マスタ 

1 

資料３ セット商品のロジック  



もも 

りんご 

バナナ 

フルーツ盛り合わせ ２個 

２セット
作成 

セット商品作成のロジック 

商品名 在庫数 

もも 10個 

バナナ 10個 

りんご 10個 

フルーツ盛り合わせ 0個 

在庫テーブル 

10個 

10個 

10個 

商品名 在庫数 

もも 10個-(3個×2セット)=4個 

バナナ 10個-(3個×2セット)=4個 

りんご 10個-(3個×2セット)=4個 

フルーツ盛り合わせ 2個 

2 



もも 

りんご 

バナナ 

フルーツ盛り合わせ ２個 

２セット
開放 

セット商品開放のロジック 

商品名 在庫数 

もも 4個 

バナナ 4個 

りんご 4個 

フルーツ盛り合わせ 2個 

在庫テーブル 

10個 

10個 

10個 

商品名 在庫数 

もも 4個+(3個×2セット)=10個 

バナナ 4個+(3個×2セット)=10個 

りんご 4個+(3個×2セット)=10個 

フルーツ盛り合わせ 0個 

3 



在庫数 改ざんロジック 

もも 

りんご 

バナナ 

フルーツ盛り合わせ ２個 

２セット
開放 

6個 

10個 

10個 

もも 

りんご 

バナナ 

フルーツ盛り合わせ ２個 

10個 

10個 

10個 

２セット
作成 

商品名 構成数 

もも 3個→１個 

バナナ 3個 

りんご 3個 

セットの在庫を増やした状態で、
構成マスタを修正 

もも4個が 
電算上から

消失 

ここでフルーツ盛り合わせから外れ
た もも２個×２セット 計４個につ
いては、単品の在庫に戻るべきで
あった。 

4 



資料４ 本件犯行に係るフロー図 

1 
 

≪手口のフロー１（平成 18 年１月から平成 23 年５月の手口）≫ 
 
①Ａ氏より、直接、株式会社Ｂ社の特定の営業担当者に携帯電話を掛け、口頭で商品を発

注し、その際、発送先をナチュラム・イーコマース株式会社本社（以下、本社宛という）

宛とするよう依頼する。 
 
 
 
 

 

②①で口頭発注した商品は、直接本社もしくは、物流センターの倉庫内に送付される。本

社に届いた場合には、本人が直接その商品を受取り、物流センターに届いた場合には、

物流担当者を介して、Ａ氏に商品が届けられる等により、Ａ氏は自らの手元に届いた商

品を持ち帰り、窃取する。その商品には、株式会社Ｂ社が作成した、Ｂ社独自の仕入伝

票（納品書）が同梱されている。 
 
【仕入先からの納品書（仕入伝票）】 

 
 
③Ａ氏は、虚偽のＥＤＩ納品書を作成するために、実際に在庫がある商品の中から、セッ

ト商品の子商品となる商品を選定する（以降は、「リール」と表現する。なお、ここで選

定する子商品は、Ａ氏が窃取した商品とは一致しない。）。 

 
④Ａ氏は、セット品を組むシステム（セット品マスター）を利用して、虚偽のセット商品

「リールセット」を定義する。「リールセット」の内訳は、「リール×２」である。 

商品名 構成数 在庫 

リールセット  0

(内訳)リール 2 2

 
⑤Ａ氏は、「リールセット」を１セット作成する。このとき、ＮＥＸＡＳのシステム上では

セット構成マスターに従い、「リール」から在庫を２減算し、「リールセット」を１加算

する動きとなる。 

商品名 構成数 在庫 

リールセット  0→1

(内訳)リール 2 2→0

通常、ナチュラム・イーコマース株式会社において、発注処理は、ＮＥＸＡＳシステム内

に存在するＥＤＩシステムを通じて行うことが定められているが、Ａ氏は、それに反し、

ＥＤＩシステムを利用せずに発注を行っていた。 

伝票番号 

仕入金額（合計） 

「発送 本社」と

記載されている 



2 
 

 
⑥Ａ氏は、株式会社Ｂ社宛に「リールセット」１セットの発注処理をし、この際、ＥＤＩ

システム上には「リールセット」が発注画面上に表示される。その後、株式会社Ｂ社の

ＩＤとパスワードを使用してＥＤＩ納品書を作成する。 
 
【虚偽のＥＤＩ納品書】 

 
 
⑦Ａ氏は、入荷処理業務の担当者Ｃ氏に対し、⑥で作成した虚偽のＥＤＩ納品書をＦＡＸ

で送付し又は手渡しし、入荷処理を指示する。入荷処理を行うことにより、「リールセッ

ト」の在庫が１加算される。 

商品名 構成数 在庫 

リールセット  

 

1→2

(内訳)リール 2 0

 

 

 

 

 

 
⑧Ａ氏は、セット構成マスター上で、「リールセット」を構成する子商品「リール」の構成

数を２から１に変更する。 

商品名 構成数 在庫 

リールセット  2

 (内訳)リール 2→1 0

 ここでは，リールの在庫は０のままであるが、本来は、構成数を２から１へ変更した段階で、

在庫は、２（リールセットを構成しなくなったリール１個×２セット計２個）となるべきで

あった。 

 

入荷処理は、商品の現物がないままに行われているが、本来であれば、商品の現物

を確認の上、入荷処理を行うことが原則となっている。しかし、A 氏は、自身が部

長職の地位にあることで信用させ、また、写真撮影用のため、現品がないとの思い

込みを利用し、Ｃ氏に入荷処理を行わせていた。 

仕入伝票の仕入金額

（合計）と一致 仕入伝票の伝

票番号と一致 



3 
 

⑨Ａ氏は、「リールセット」を２セット解放する。このとき、ＮＥＸＡＳシステム上では、

セット構成マスターに従い、「リールセット」の在庫を２減算し、内訳品「リール」を２

（構成数１×２単位）加算する動きをする。 

商品名 構成数 在庫 

リールセット  

 

2→0

(内訳)リール 1 0→2

 
④から⑨の過程の中で、Ａ氏は⑦の過程で入荷処理を行ったため、システム上に入荷実

績が計上され、仕入先元帳に反映された。しかしながら、④と⑨で在庫数に変動は無い。

よって、棚卸しの際に不正行為が発覚することもなく、さらにＡ氏が窃取した商品代金に

相当する金額での入荷の記録（ここでは「リールセット」１セット）が仕入先元帳に存在

しているため、窃取した商品にかかる請求があっても、不正行為が発覚することはなかっ

た。 
⑧において，単品商品である「リール」２個が在庫に計上されていた場合には，⑨にお

ける解放作業によって，在庫は４となっていた。そうであれば，Ａ氏が２個窃取したとし

た場合に，システム上の在庫数と実在庫数とに乖離が生じ，棚卸しの際に発覚していた可

能性が高い。 
その後、Ａ氏はＤ社に持ち込み、換金処理を実施していた。 
 

 



4 
 

 

≪手口のフロー２（平成 23 年６月から平成 23 年７月の手口）≫ 
 
①Ａ氏より、直接、株式会社Ｂ社の特定の営業担当者に携帯電話を掛け、口頭で商品を発

注し、その際、発送先をナチュラム・イーコマース株式会社本社（以下、本社宛という）

宛とするよう依頼する。 

 
 
 
 

 

 

②①で口頭発注した商品は、直接本社もしくは、物流センターの倉庫内に送付される。本

社に届いた場合には、本人が直接その商品を受取り、物流センターに届いた場合には、

物流担当者を介して、Ａ氏に商品が届けられる等により、自身の手元に届いた商品を窃

取する。当該商品には、株式会社Ｂ社が作成した、Ｂ社独自の仕入伝票（納品書）が同

梱されている。 

 
【仕入先からの仕入伝票（納品書）】 

 
 
 

③Ａ氏は、虚偽のＥＤＩ納品書を作成するため、実際に在庫がある商品から、虚偽の入荷

処理を行う商品を選定する（以降、選定した商品を「ロッド」と表現する。なお、ここ

で選定する商品は、Ａ氏が窃取している商品とは一致しない）。 

 
商品名 在庫 

ロッド 3

 
 

④Ａ氏は、ＥＤＩシステムを使用して、株式会社Ｂ社に対し、「ロッド」×７の発注処理を

行い、この際、ＥＤＩシステム上に「ロッド」×７が発注画面上に表示される。その後、

株式会社Ｂ社のＩＤとパスワードを使用してＥＤＩ納品書又は直送指示書を作成する。 
 

商品名 在庫 発注数 

ロッド 3 7

 
 

 

 

 

「発送 本社」と

記載されている 

 

通常、ナチュラム・イーコマース株式会社において、発注処理は、ＮＥＸＡＳシステム内

に存在するＥＤＩシステムを通じて行うことが定められているが、Ａ氏は、これに反し、

ＥＤＩシステムを利用せずに発注を行っていた。 

伝票番号 
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【虚偽の直送指示書】 

 
 

 

 

 

 

 

⑤Ａ氏は、物流担当者Ｃ氏に④で作成した虚偽のＥＤＩ納品書又は直送指示書を手渡しし、

商品の現物がないままに、虚偽の入荷処理を行わせる。入荷処理を行うことにより、「ロ

ッド」の在庫が７加算される。 

商品名 在庫 

ロッド 10 

3＋7=10 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑥Ａ氏は、セット品を組むシステム（セット品マスター）を利用して、そのシステム上で、

「ロッドセット」を定義する。子商品「ロッド」の構成数は、８である（発注数＋１）。 
 

商品名 構成数 在庫 

ロッドセット  0

(内訳)ロッド 8 10

  
 

⑦Ａ氏は、「ロッドセット」の在庫を１セット、作成する。このとき、ＮＥＸＡＳシステム

上ではセット構成マスターに従い、「ロッドセット」の在庫１加算し、内訳品「ロッド」

を８減算する動きとなる。 

商品名 構成数 在庫 

ロッドセット  0→1

(内訳)ロッド 8 10→2

 

 

ロッド×７の記載

入荷処理は、商品の現物がないままに行われているが、本来であれば、商品の現物

を確認の上、入荷処理を行うことが原則となっている。しかし、Ａ氏は、自身が部

長職の地位にあることで信用させ、また、写真撮影用のため、現品がないとの思い

込みを利用し、Ｃ氏に入荷処理を行わせていた。 

仕入伝票の伝

票番号と一致 

合計金額が仕入伝票

の仕入金額（合計）

と一致
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⑧Ａ氏は、セット品構成マスター上で、「ロッドセット」の子商品の構成数を８から１に変

更する。 

商品名 構成数 在庫 

ロッドセット  1

(内訳)ロッド 8→1 2

 
ここでは，ロッドの在庫は２のままであるが、本来は、構成数を８から１へ変更した段階で、在

庫は、９（ロッドセットを構成しなくなったロッド７個＋２個の計９個）となるべきであった。 

 
⑨Ａ氏は、「ロッドセット」を１セット、解放する。このとき、ＮＥＸＡＳシステム上では、

セット構成マスターに従い、「ロッドセット」の在庫を１減算し、内訳品「ロッド」を１（構

成数１×１単位）加算する動きをする。 

 
商品名 数量 在庫 

偽造セット品一式  1→0

(内訳)ロッド 1 2→3

 
 
⑩③から⑨の過程の中で、Ａ氏は⑥の過程で入荷処理を行ったため、システム上に入荷実

績が計上され、仕入先元帳に反映された。しかしながら、⑥と⑨で在庫数に変動は無い。

よって、棚卸しの際に不正行為が発覚することもなく、さらにＡ氏が窃取した商品代金

に相当する金額での入荷の記録が仕入先元帳に存在しているため、窃取した商品にかか

る請求があっても、不正行為が直ちに発覚することはなかった。 
 ⑧において，単品商品である「ロッド」７個が在庫に計上され、ロッドの在庫が合計

９となっていた場合には，⑨における解放作業によって，在庫は１０となっていた。そ

うであれば，Ａ氏が７個窃取したとした場合に，システム上の在庫と実在庫の乖離が生

じ，棚卸しの際に発覚していた可能性が高い。 
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資料５ 当社連結子会社社員による不正行為に関する会計処理について
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