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役職・氏名 取締役 井上 政隆 
電話 ０３－３５８２－３１９０（代） 

社外調査委員会の調査報告に関するお知らせ 

 当社は、平成 24年 3月 19日付「社外調査委員会設置に関するお知らせ」にて発表しておりますと
おり、平成 24年 3月 19日に社外調査委員会を設置し、社外調査委員から当社の過去の決算における
一部の会計処理の修正を要する可能性のある事象が判明したことに伴い、当社が社内調査を実施し、

平成 24 年 3 月 14 日に報告いたしました「内部調査報告書」の内容･妥当性について、確認、検証を
受けてまいりました。 

 今般、社外調査委員会における調査が終了し、当社取締役会は社外調査委員会より、「調査報告書」

を受領しましたので、別添えの通りその内容についてご報告いたします。なお、調査報告書中で具体

的な取引先等の名称につきましてはイニシャルに変更させていただきます。 

 当社としましては、社外調査委員会による調査結果を真摯に受け止め、速やかに社内における処分

や今後の対応策について検討を行ってまいります。今後、具体的な処分や対応策の内容が決定し次第、

速やかにご報告させていただきます。 

株主、投資家および取引先の皆様並びに市場関係者の皆様を始め、ステークホルダーの皆様には大

変なご迷惑と心配をおかけしておりますことについて、改めて深くお詫び申し上げます。 

 

 

以 上 
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社外調査委員会調査報告書 

 
平成 24年 4月 5日 

 
株式会社プリンシバル・コーポレーション 
取締役会 御中 
 

社 外 調 査 委 員 会 

委員長 菊地 真治 

委 員 後藤 健夫 

委 員 能勢 元  
 
当委員会は、貴社が平成 24年 3月 14日付で作成した社内調査に基づく『内部調査報告書』の内

容・妥当性に関して第三者の立場で確認、検証の依頼を受け、これを実施したので、以下のとおり

報告する。 
 
１．当委員会の概要 
（１） 当委員会設置の経緯 

貴社は、平成 23年 6月 24日の株主総会において経営達成を刷新、新経営体制の下、経
営改革を進める中、旧経営体制下において実行された貴社子会社であるハミングによるＧ

社グループからのスーパー5 店舗の取得をめぐる一連の取引について内容を確認したとこ
ろ、会計処理と実態がそぐわないのではないかという疑問点が複数発見された。 
貴社は、同年 9月末に内部調査の開始を決定、同年 10月 6日には社外の弁護士及び会計

士も内部調査のメンバーに加えて調査を進め、平成 24年 3月 14日に「社内調査による内
部調査報告書および過年度の決算修正に関するお知らせ」を公表した。 
貴社は、平成 24年 3月 19日、社内調査による内部調査報告の内容・妥当性に関して第

三者から確認、検証を受けることを目的として、貴社と利害関係のない社外の専門家 3 名
に対して調査を委嘱し、社外調査委員会（当委員会）を設置した。 

 
（２） 当委員会の構成 
 委員長 菊地 真治 （弁 護 士 山田有宏法律事務所） 
 委 員 後藤 健夫 （弁 護 士 山田有宏法律事務所） 
 委 員 能勢 元  （公認会計士 東京フィナンシャル会計事務所） 

 
（３） 当委員会による調査の目的 
 当委員会は、①社内調査の調査範囲、調査方法及び調査結果についての評価を行うこと、

②社内調査で掌握した不正行為の発生原因と問題点、再発防止策及び不正行為に対する法

的対応に関して専門的立場から提言を行うことを目的としている。 
 なお、当委員会は、その活動に際して平成 22年 7月 15日付日本弁護士連合会策定の「企
業不祥事等における第三者委員会ガイドライン」（平成 22年 12月 17日改定）を踏まえて
調査活動を行った。 

 
（４） 当委員会による調査の方法 
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① 調査範囲 
当委員会による調査範囲の検討は、貴社がＧ社の事業の一部の譲渡を受ける方針を決

定した平成 21年 12月以降の店舗の取得及び資金調達に関する取引に関して、対象期間
の取締役会議事録及び固定資産台帳を確認することにより取引の網羅性を検討した。 
結果、調査範囲は貴社の社内調査の調査範囲と同様の下記取引で妥当と判断した。 
 

I. 取得したスーパー5 店舗について、計上している有形固定資産および営業権（の
れん）の評価の妥当性、これに伴い有形固定資産およびのれんについて減損の可

能性 
II. ハミング・上作延店の固定資産計上額 
III. ハミングの家主に対する店舗差入保証金の実態 
IV. ハミングの現金勘定の現金移動の目的 その 1 全般 
V. ハミングの現金勘定の現金移動の目的 その 2 Ｍ社への支払い 
VI. ハミングの現金勘定の現金移動の目的 その 3 ＩＢ社との店舗保守契約の実態 
VII. ハミングにおいて取得した店舗等の在庫の実在性 
VIII. 平成 21年 12月に実施された DESで調達した 3億円のうち仕入先への保証金と

して支払われた 1 億円が、第 5 回新株予約権（1 億円相当）の行使に再度使用さ
れ、増資資金として受け入れた可能性 

IX. 貴社およびハミングが差し入れた「仕入先に対する差入保証金」の実態 
X. Ｇ社グループおよびＲ社に対する債権の回収可能性 

 
② 調査期間及び調査場所 
当委員会は、平成 24年 3月 22日から同年 4月 5日までの間、主として貴社及び各委

員事務所にて調査を行った。 
 

③ 調査手法 
当委員会は、社内調査委員会から報告を受けた調査状況及び社内調査報告書を検討す

るとともに、貴社内の関係書類を確認し、必要に応じて関係者に対するヒアリングを行

った。 
 
２．社内調査の調査範囲、調査方法及び調査結果についての評価 

（１） 社内調査の調査範囲についての評価 
調査範囲については、訂正報告書の対象となる取引が平成 21年 12月における貴社がＧ
社の事業の一部の譲渡を受ける方針を決定した後に発生しているため、平成 21年 12月以
後の店舗の取得及び資金調達に関する取引を調査範囲としている社内調査の調査範囲は妥

当と判断した。 
 

（２） 社内調査の調査方法についての評価 
社内調査委員会の調査目的は、不正の事実を解明し、決算の訂正を含む対応措置を執り、

併せて再発防止策を策定することにあり、いずれも適正な目的である。 
また社内調査委員会は、代表取締役菊地博紀、経理部長岩田剛司及び島村和也弁護士及

び中塩信一公認会計士、他 4 名の公認会計士で構成されている。なお代表取締役菊地博紀
は調査対象の取引発生後に取締役に就任しており、社内調査委員として問題はないと判断

する。結果、社内調査委員会のメンバー構成の適正性について問題はないと考える。 
   
（３） 社内調査の調査結果についての評価 
① 取得したスーパー5店舗について、計上している有形固定資産および営業権（のれん）
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の評価の妥当性、これに伴い有形固定資産およびのれんについて減損の可能性 
 

I. 取得原価の問題 
（社内調査の概要） 
 ハミングによる店舗取得の相手方への支払いは、平成 22年 10月１日に締結さ
れた業務委託契約書に基づき、T 社を通じて行われ、取得対価は取得日にハミン
グから支払われる手続きではなく、｢ハミングから T社に対する数回に分けた前払
金の支払｣および桜新町店・観音店に関しては「譲渡人であるＲ社に対する売掛金

の相殺」による方法で行われていた。 
店舗取得の取得原価は、当事者の認識もあり、営業権・造作等譲渡契約書に記

載の金額とする。宮内店およびパークシティ店の取得価額（有形固定資産取得価

額）が契約金額を超えるものとなるが、過金額（124,133千円と 80,000千円の差
である 44,133千円）については T社から返還を受けるべきものであり同社への前
払金に振替処理をする。 
 尚、桜新町店および観音店の取得価額は平成 23年 3月 31日 JASDAQ開示の
買取金額と異なることになるため、修正の開示を実施する。 
 
（当委員会の検証結果） 
当委員においても、ＫＴ氏、ＫＡ氏、藤井正人、Ｔ会計士へのヒアリングを実

施し、平成 22 年 11 月 30 日付営業権・造作等譲渡契約書（フードクリエイト・
ハミング間）、平成 22年 11月 22日付貴社取締役会議事録、平成 23年 3月 31日
付貴社取締役会議事録を確認した。 
 その結果、宮内店およびパークシティ店の取得価額（有形固定資産取得価額）

が契約金額を超えるものとなる客観的資料は確認できず、取得価額の送金に関し

てはＧ社グループのＫＡ氏の指示により何ら契約書等証憑の無いままに口頭でハ

ミングに支払指示を出し、ハミングより T社に支払われたものであると判断した。 
 上場会社（及びその連結子会社）として、何ら証憑がなく、社内決議を得るこ

となく、Ｇ社グループという社外の者からの口頭での指示のみで多額の支払いを

なすことは、内部統制上重大な問題がある。 
 また T社は、過金額（44,133千円）について、返還の意思は無く今後の店舗仲
介等の役務提供と相殺をする意思であるが、貴社は証憑の裏付けの無い支出であ

り返還の請求をすべきであると判断した。 
 上記以外に関しては、社内調査の範囲、調査方法及び調査結果は、いずれも適

正であると判断した。 
 

II. 取得原価の配分の問題 
（社内調査の概要） 
取得原価が適正とされる金額となったとしても、別途、取得原価の配分の問題

が生じる。 
 企業結合会計では、被取得企業から受け入れた識別可能な資産･負債に企業結合

日時点の時価を付して、取得原価の残額はのれんとして処理すると定められてい

る。 
取得価額の配分については、計上時には時価による評価であるとの認識だった

が、客観的なデータと照合し、妥当性を測るには難しい状況もあるため、被取得

企業の適正な帳簿価額を基礎とした取得原価の配分とするよう修正する。 
有形固定資産計上額の修正により生じた契約金額との差額は「のれん」として

振り替える。 
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（当委員会の検証結果） 
当委員においても、Ｔ会計士へのヒアリングを実施し、宮内店・パークシティ

店・桜新町店・観音店資産取得時価評価算定書を確認した。 
以上から、社内調査の範囲、調査方法及び調査結果は、いずれも適正であると

判断した。 
 
III. 減損の問題 

（社内調査の概要） 
本件においては減損の兆候が存在すると考えられる可能性もあるため、以下検

討した。 
取得店舗の期末評価に当たっては、当初より 5 店舗を同時期に取得する計画で
あったこと、および、上記のとおり個店ごとの収益が算定できないという事由に

より、5店舗を一括して評価することは妥当であったと考える。 
減損の認識･測定においては、店舗取得計画を立てた際に作成された、まぶち税

理士事務所作成の取得店舗の算定評価書に記載の宮内店・パークシティ店および

桜新町店･観音店の計画ならびにハミング作成の上作延店の計画における経常利

益をキャッシュ･フローとして使用した。 
割引前 CFの５期間の合計額は 606,844千円であり、取得価額 434,068千円を
上回るため、貴社としては、平成 23年 3月末においては減損を認識する必要はな
いと判断した。 

 
（当委員会の検証結果） 
当委員においても、岩田剛司へのヒアリングを実施し、店舗買取事業計画表、

平成 22年 11月 1日付まぶち総合事務所作成事業価値算定書、上作延店出店事業
計画を確認した。 
以上から、社内調査の範囲、調査方法及び調査結果は、いずれも適正であると

判断した。 
 

② ハミング・上作延店の固定資産計上額 
（社内調査の概要） 
ハミングにおける上作延店の有形固定資産の取得価額について、T 社から提出された
「上作延店舗等にかかわる諸費用について」の内訳に有形固定資産の取得費用でないと

みられる可能性のある項目が含まれていることから、固定資産の計上額について正しい

かどうか検証の必要がある。 
T 社から平成 22 年 10 月 21 日付で提出された「上作延店舗等にかかわる諸費用につ
いて」によれば、取得金額の内訳は下記のとおりである。 

 
内訳 金額 

上作延新店舗等内装費用等 57,000千円
店舗什器備品等 8,000千円
営業権譲渡及び調査費 15,000千円
ロイヤリティ 10,000千円
店舗開発費仮払い 10,000千円

合計 100,000千円
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上記内訳に記載された「営業権譲渡及び調査費」、「ロイヤリティ」および「店舗開発

費仮払い」については、繰延資産の開発費に当たるのではないかとの意見がある。 
しかしながら、上記支出が上作延店の有形固定資産の「取引費用等」に含まれるもの

と評価できる場合には、付随費用とし有形固定資産の取得価額に含める会計処理は妥当

なものと判断することが可能となる。 
このとき、T 社より平成 22 年 10 月 21 日付で提出された「上作延店舗等にかかわる
諸費用について」においては本文において、「このたびの上作延新店舗等に関わる諸費用

の内訳を下記に記します。」という記載があるため、「営業権譲渡及び調査費」、「ロイヤ

リティ」や「店舗開発費」は上作延店の有形固定資産の取得に関わる費用であることが

推察される。 
これらの支出は実態としては T社への不動産の仲介手数料であると認識されているた
め、「取引費用等」に含まれるものとして、付随費用に当たるものと考えられ、上作延店

について当事者の認識が 100,000千円での取得であることから、取得原価を 100,000千
円とした会計処理については、妥当であったと考える。 
 
（当委員会の検証結果） 
当委員においても、ＫＡ氏へのヒアリングを実施し、平成 22年 10月吉日付工事見積
書、10月 21日付上作延新店舗等に関わる諸費用について確認した。 
その結果、上記内訳は取得金額に記載された「営業権譲渡及び調査費」、「ロイヤリテ

ィ」および「店舗開発費仮払い」は、ハミングの担当者が取得原価の内訳が必要とのこ

とで、虚偽の内容を作成したものと判断された。これらの費用の実態は T社の利益相当
額及び必要経費相当額と判断した。 
これらの費用がＴ社の利益相当額及び必要経費相当額であるとしたとしても、Ｔ社が

本件において仲介業務を実施していた実態はあり、また上作延店について当事者の認識

が 100,000 千円での取得であることから、会計処理上は上作延店取得の付随費用に該当
すると判断でき、会計処理は妥当と判断する。 
しかし、虚偽の内訳をハミング社内で作成したことについては、内部統制上重大な問

題がある。 
上記以外に関しては、社内調査の範囲、調査方法及び調査結果は、いずれも適正であ

ると判断した。 
 

③ ハミングの 2店舗（桜新町店、観音店）の家主に対する差入保証金の実態 
（社内調査の概要） 
ハミングによるスーパー店舗２店舗（桜新町店・観音店）の取得において、取得価額

の内訳として保証金38,000千円が含まれていたが、同社は平成23年５月～７月に別途、
店舗保証金の支払をしており、当初の店舗取得時の保証金 38,000千円の計上が正しいか
どうか検証する必要がある。 
社内調査により、①T 社が賃貸契約交渉の窓口となり契約したこと、②T 社が分割支

払いについて交渉したこと、③保証金は T社が 支払うこととなっていたこと、④当事
者の認識として、保証金は、桜新町店分 20百万円、観音店分 8百万円であったことが判
明した。 
したがって、桜新町店および観音店の敷金に相当する 28百万円については、保証金と

しての実態があるものと認識し、店舗取得において T社に預けられた保証金は、店舗の
賃貸契約を引継ぐために必要であり、取得価額の一部として計上されたことは誤りでは

ないと考える。また差額の 10百万円は「のれん」に振り替えるよう修正する。 
なお、上作延店、宮内店およびパークシティ店の取得の際に保証金を認識していなか

ったため、取得時において相当額の「保証金」を計上し、T 社への「未払金」とする修
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正も併せておこなう。 
上記修正に伴い、平成 22年 11月 30日付および平成 23年 3月 31日付 JASDAQ開

示の保証金額と異なるため、修正の開示をした。 
 
（当委員会の検証結果） 
当委員においても、ＫＡ氏へのヒアリングを実施し、平成 23年 3月 31日付営業権・

造作等譲渡契約書（Ｒ社・ハミング間）、ハミング店舗賃貸借契約書（保証金）について

確認した。 
その結果、桜新町店及び観音店の保証金については、桜新町店が 20百万円、観音店が

8百万円の合計 28百万円であり、保証金として支払われた 38百万円との差額の 10百万
円は保証金ではないと判断した。 
差額 10百万円は、賃貸借契約を締結しなおすための諸費用、T社の利益相当額もしく
は営業権相当額と考えられ、また T社に返金の意思はなかった。 
しかしながら平成 23年 3月 31日付営業権・造作等譲渡契約書における総額 264百万

円の譲渡対価については、貴社及び T社並びにＲ社間では同意されているものであるの
で、譲渡対価の総額は 264百万円であると判断できる。 
譲渡対価の総額が 264 百万円、保証金が 28百万円、内部造作費用が 159百万円とす
ると、差額 10百万円を営業権の一部としてのれん計上する処理は一定の合理性があると
判断する。 
上記以外に関しては、社内調査の範囲、調査方法及び調査結果は、いずれも適正であ

ると判断した。 
 

④ ハミングの現金勘定の現金移動の目的 その１ 全般 
（社内調査の概要） 
ハミングから引き出された現金が、他社の口座に直接預け入れられていたり、他社の

口座に現金振込みがされていたりするケースがあるが、預け入れ等の際に仮払金処理な

どがされず現金残高として計上されているため、会計帳簿上の日々の現金残高と実際の

現金残高が一致しておらず、このため、簿外の資産があるか、または不正な支払がなさ

れたのではないか疑問がある。 
ハミングにおいては、平成 22年 10月から平成 23年 1月にかけて、先に現金が出金
され帳簿上の処理がなされていないということが起きていたが、月末の支払に充てる資

金が不足するという事態になるため、月末には現金が戻されて支払に充当し、毎月末の

現金有り高と帳簿残高を合わせるという処理が行われた。 
これは、当初より貴社がＧ社グループよりスーパー事業を譲り受ける際おおよそ 5 億
円かかることが前提となっており、また貴社内でもその後も繰り返し取締役会で議論の

うえ確認していたことから、5 億円の枠のなかで、Ｇ社グループからの要求であれば、
スーパー事業譲受の対価であるとの認識で支出を容認していたものであったことから、

最終的に店舗取得対価に充当されたものと考えられる。 
このため、平成23年3月期末においては解消され、決算書上の現金勘定に誤りはなく、
使途不明金の支出や資金の私的流用のような事実はなかった。 
但し、ハミングの店舗取得の対価としてハミングから出金したことについても、本来

は、貴社からハミングに対し実行した融資が当初の目的できちんと使われたかどうかま

で、一貫してフォローすべきであり、この点で貴社の食品事業の責任者であった斉藤芳

春が管理すべきであった。 
また貴社の指示はなかったとはいえ藤井正人も証憑は取得し使途を確認しておくべき

であったと考える。 
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（当委員会の検証結果） 
当委員においても、ＫＡ氏、藤井正人へのヒアリングを実施し、取締役会議事録につ

いて確認した。 
その結果、平成 22年 10月から平成 23年 1月時点では、ハミングの資金管理に関し
ては、Ｇ社グループと明確な区分がなされぬまま管理されており、Ｇ社グループのＫＡ

氏の指示により出金処理をしていたと判断する。 
仮に貴社がＧ社グループよりスーパー事業を譲り受ける際に 5 億円かかることが前提
となっていたとしても、5 億円の枠のなかでＧ社グループからの要求があれば支出を容
認するべきではなく、適正な証憑に基づき適正な承認手続をとる必要があったと判断す

る。 
このような状況であると当時は上場会社としての内部統制上重大な問題があったと判

断する。 
上記以外に関しては、社内調査の範囲、調査方法及び調査結果は、いずれも適正であ

ると判断した。 
 

⑤ ハミングの現金勘定の現金移動の目的 その 2 Ｍ社への支払い 
（社内調査の概要） 
ハミングの平成 22 年 10 月 15 日の総勘定元帳の記載によれば、平成 22 年 10 月 15

日で、普通預金から 40,000千円が引き出されて現金勘定の残高が増加しているが、実際
は、現実にハミングに引き渡されることなく、Ｍ社へ送金する処理がなされており、実

際の資金移動に照らし、ハミングの総勘定元帳に、実際の現金残高との齟齬があるとい

え、使途不明金と疑われる状態である。 
ハミングの総勘定元帳上で残高として処理されている 40,000千円は、実際には、Ｍ社

グループの 1 社であるＲ社からの店舗譲受のための前払金として仮払い処理がなされる
べきものであった。 
したがって、少なくとも、総勘定元帳上、現金の出金処理についての仮払い処理がな

されないまま、実際の現金残高と帳簿上の現金残高が一致しない状態が生じた。ただ、

上記処理は総勘定元帳上の記帳誤りとみるべきであり、最終的には前払金として処理さ

れて本来の残高に戻っており、貴社の有価証券報告書上の記載に直接の影響を与えるこ

とはなかった。 
また、その資金使途につきましても、使途不明金の支出や資金の私的流用にはあたる

ものではなかった。 
 
（当委員会の検証結果） 
当委員においても、ＫＴ氏、藤井正人へのヒアリングを実施し、総勘定元帳について

確認した。 
以上から、社内調査の範囲、調査方法及び調査結果は、いずれも適正であると判断し

た。 
 

⑥ ハミングの現金勘定の現金移動の目的 その 3 ＩＢ社との店舗保守契約の実態 
（社内調査の概要） 
平成 22年 12月 1日付保守契約書において、ハミングとＩＢ社は、30,000千円（消費
税込）の前払いにより、本部および食品スーパー10店舗（既存 5店舗および新規出店 5
店舗）に関する 5年間の保守契約を締結、ハミングは 30,000千円を前払費用および長期
前払費用として計上し、経過月に応じて、外注費への振替処理を行っている。 
しかしながら、実際の支払い先としてＩＢ社の名前がでてこないことから、契約に至

った経緯、資金の決済および保守の実態について、事実を調査し実態を確認する必要が
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ある。 
平成 22年 9月のハミングからの支出は工事発注に関するものであったが、実際にはＩ

Ｂ社に工事の発注は行われなかったため、支出に関しては回収すべきものとして取り扱

うべきと考える。しかしながら、現金はＧ社グループの 2 社に支払われ、ＩＢ社に支払
われたものではないため、店舗取得関連の仲介者であった T社への前渡金であると考え
る。 
また、保守契約では 30,000千円の対価で保守を 5年間請け負うこととされているが、

実際は対価は支払われておらず定期的な保守も行われていないことから、ＩＢ社の協力

もあり形式はととのっているが、当該保守契約は実態がないものと考える。 
会計処理を実態に合わせると、保守（修繕）については、毎月の請求額に合わせて費

用を認識して未払金を計上し、T 社より支払いがなされた際に、T 社に対する前渡金を
振り替える処理とする。 

 
（当委員会の検証結果） 
当委員においても、 ＫＡ氏、岩田剛司へのヒアリングを実施し、平成 22年 12月 1

日付保守契約書(ハミング・ＩＢ社間)、平成 22年 9月 2日付・平成 22年 9月 6日付Ｉ
Ｂ社預り証、ＩＥ社請求書・修理作業報告書について確認した。 
その結果、保守の実態はあると判断できるが、ハミング、T 社及びＩＥ社間での保守

契約代金に関する三者契約の締結を確認できないため、保守（修繕）については、毎月

の請求額に合わせて費用を認識して未払金を計上し、T社より支払いがなされた際に、T
社に対する前渡金を振り替える処理を実施するためには、保守契約代金に関する三者契

約の締結が必要と判断する。 
上記以外に関しては、社内調査の範囲、調査方法及び調査結果は、いずれも適正であ

ると判断した。 
 

⑦ ハミングにおいて取得した店舗等の在庫の実在性について 
（社内調査の概要） 
平成 22年 11月 30日、平成 23年 3月 31日のハミングによる店舗買い取りに関する

JASDAQ 適時開示の「譲渡資産、負債の項目および金額」にはそれぞれ商品在庫 90 百
万円（平成 22年 11月 30日）及び 16百万円（平成 23年 3月 31日）も譲り受けたよう
な記載があるが、ハミングの仕訳帳では、実際の受け入れに際しては什器備品しか資産

計上されていないので齟齬がある。 
平成 22年 11月 30日および平成 23年 3月 31日のハミングによる 4店舗の取得に際
しては、在庫を取得しておらず、在庫を資産計上していない。したがって、在庫の実在

性の問題は生じないものと考える。 
ただ、JASDAQ適時開示で公表した内容については、斉藤役員と井上役員にヒアリン
グしたところ、当時貴社顧問であった加藤泰幸氏が平成 22年 10月ころに作成したと計
画に記載されました金額を斉藤役員がそのまま採用したものであり、IR担当の井上役員
に伝えたものである。実際の取得資産の確認を怠った初歩的なミスによるもので訂正の

必要があり、訂正の開示をした。 
 
（当委員会の検証結果） 
当委員においても、 ＫＡ氏、井上政隆、Ｔ会計士へのヒアリングを実施した。 
その結果、平成 22年 11月 30日および平成 23年 3月 31日のハミングによる 4店舗
の取得に際しては、在庫の入れ替えをすることは不自然であり、在庫を取得していると

判断した。 
しかしながら 4 店舗取得時に在庫のたな卸しは実施されておらず、正確な在庫金額は
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不明であった。なお、ヒアリング結果からは 1店舗当たり 5百万円から 10百万円程度、
4店舗で合計 20百万円から 30百万円程度ではないかとの回答があった。会計処理上は
在庫を取得しているため在庫計上すべきであるが、在庫金額が不明であるため、実務上

は在庫を計上しない処理でも認められると判断した。 
上記以外に関しては、社内調査の範囲、調査方法及び調査結果は、いずれも適正であ

ると判断した。 
 

⑧ 平成 21年 12月に実施された DESで調達した 3億円のうち仕入先への保証金として
支払われた 1 億円が、第 5 回新株予約権（1 億円相当）の行使に再度使用され、増資
資金として受け入れた可能性 
（社内調査の概要） 
平成 22年 1月 21日付で、第 5回新株予約権 1億円相当の行使するにあたり、引き受

け先であるクリブデン・マネージメント株式会社（以下「クリブデン」という）が、貴

社に対し、「貴社がＯ社またはＵ社に対し保証金１億円を差し入れ次第、14 日以内に新
株予約権を行使し払い込みを完了する」旨の差し入れ書を提出しており、実際、その後、

平成 22年 1月 25日付で、貴社がＯ社及びＵ社に対し 1億円の保証金を差し入れる旨の
売買基本契約書を締結、貴社は、平成 21年 12月に DESにより調達した資金から 1億
円を捻出し、Ｏ社およびＵ社に支払った。 
結果、上記差し入れ書のとおり、貴社は、クリブデンから新株予約権の行使を受け、

あらためて 1億円を調達することができた。 
したがって、クリブデンとＯ社、Ｕ社は実質的に一体となり、貴社より保証金として

支出された資金を、貴社がクリブデンを通して増資資金として受け入れた資金循環取引

が存在するのではないかとの疑問が生じた。 
関係当事者に対するヒアリングの結果と関係資料を調査した結果、貴社が保証金とし

て支出した資金を貴社が増資資金として受け入れたという資金循環取引がなされた事実

はなかった。 
 
（当委員会の検証結果） 
当委員においても、ＫＴ氏へのヒアリングを実施した。 
以上から、社内調査の範囲、調査方法及び調査結果は、いずれも適正であると判断し

た。 
 

⑨ 貴社およびハミングが差し入れた「仕入先に対する差入保証金」の実態 
（社内調査の概要） 
貴社およびハミングは、仕入先であるＯ社に対し多額の保証金を差し入れているが、

売り先に対しては保証金を要求していないので、この保証金は実態があるのか、またそ

の金額が妥当か疑問がある。 
食品事業の商慣行として、生鮮食料品などを取り扱う関係上、仕入先に保証金を納め

ることは一般的である。特に市場への参加ができない会社では、参加資格のある卸会社

に対し保証金を納めることがむしろ取引の絶対条件となっている。 
一方、中間業者が売り先(お客)に対し保証金の支払いを求めることは、両者の力関係に
もよるが、一般的ではない。 
ハミングは、食品スーパーとして相当量の野菜を仕入れなければならないが、市場へ

のアクセスする資格がないことから、資格を有する卸会社であるＯ社に保証金を納める

ことは当然であり、また、食品スーパーとして仕入れる野菜の量も多く、Ｏ社との取引

量も月間 2 億円程度と想定されていたことから、当時納めた金額(83,000 千円)も不当に
多いとはいえないと考える。 
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（当委員会の検証結果） 
当委員においても、ＫＴ氏、ＫＡ氏へのヒアリングを実施し、取引基本契約書・保証

金預託に関する覚書・預り証（Ｏ社・ハミング間）、平成 22 年 4 月 12 日付貴社取締役
会議事録、平成 22年 7月 22日付貴社取締役会議事録、平成 22年 10月 5日付貴社取締
役会議事録を確認した。 
調査の結果、保証金自体の支払い実態はあると判断する。しかしながら、貴社内で保

証金の金額の妥当性は検討されておらず、月間 2 億円程度の仕入に対する保証金額
（83,000 千円）は、仕入金額の 10 日以上分になり取引条件にもよるが、多額ではない
かとの疑念がある。貴社内にスーパー事業を中心とした食品事業に精通した人材が不足

していた影響もあると考えられるが、保証金の金額の妥当性に関しては慎重な検討が必

要であったと判断する。 
上記以外に関しては、社内調査の範囲、調査方法及び調査結果は、いずれも適正であ

ると判断した。 
 

⑩ Ｇ社グループ及びＲ社に対する債権の回収可能性 
（社内調査の概要） 
ハミングによるスーパー５店舗取得にあたり、Ｇ社、Ｏ社、T 社に対する債権が生じ
ており、また桜新町店および観音店の運営受託によりＲ社に対して多額の債権が生じて

おり、同様に回収可能性について検討を要する状況となっている。上記会社に対する債

権残高は、平成 23年３月期末では、447,406千円となっている。 
 

相手先 平成 23年 3月末 平成 23年 12月末 差 引 
T社 97,128千円 104,128千円 7,000千円
Ｇ社 14,880千円 47,373千円 32,492千円
Ｏ社 97,329千円 95,896千円 △1,432千円
Ｒ社 238,068千円 144,568千円 △93,499千円

合計 447,406千円 391,966千円 △55,439千円
 
Ｇ社およびＯ社との取引基本契約書は平成 22年４月 12日に締結されており、T社と
の取引は、平成 22年 10月以降に店舗取得に関連して発生している。 
Ｒ社とは、平成 22年 9月 10日付けで桜新町店および観音店の店舗の運営に関して業

務委託契約を締結していたが、平成 23年３月 31日付けで同店舗の営業を譲り受けたた
めに、新たな取引は発生していない。 
またＧ社グループの資金繰りが厳しい状況にあり、家賃の支払遅延もしくは滞納が起

きていることが判明し、また、Ｇ社は平成 23年 5月 11日に手形及び小切手の不渡りを
出していることが判明した。 
Ｒ社に関しては、平成 23年 4月から 6月にかけて、103,653千円の入金があったが、
そのうちの相当額がＧ社により、Ｒ社名義で支払われた代位弁済であった。 
ただ、平成 23年 7月上旬より債権の回収が止まり、貸倒引当金設定の会計処理の判断

を行うべき期間（平成 23年 7月から第 1四半期報告書提出日（平成 23年 8月 12日））
における回収額は、平成 23年 7月 19日の 300,000円だけであった。また 8月 12日以
降は、8 月 25 日に 5,000 千円の回収があったが、その後は一度も回収はない。平成 23
年 7月以降はＧ社からの代位弁済も見込めない状況となっている。 
Ｇ社が手形・小切手の不渡りを出した事実に関しては、本調査において、関係者から

のヒアリング等でその事実を知ることとなった。また、当時、同社と取引関係にあった

ハミングでは、藤井正人が当該情報を知っていたが、ＫＴ氏より一時的に厳しい状況と
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なったものの今後の資金繰りは大丈夫である旨の説明を受け、またその後 5 月中には実
際に入金もありＧ社グループとの取引に特に支障も生じなかったことから、問題ないと

判断し、貴社にその情報を伝達していなかった。 
また、貴社としましても、当該情報を知りえる状況にありながら、貴社でその情報を

得ていなかったため、貸倒引当金の計上を行わなかった。 
上記事実関係の確認および調査の結果、Ｇ社グループに対する債権の回収は困難を要

すると考えられるため、貸倒引当金の計上が必要であると考える。 
平成22年12月末においては、ハミングによる店舗取得がT社を通して行われており、
また、取引が継続されている中、正常債権であったとの認識があるため、貸倒引当金の

計上は行わないこととする。 
平成 23年 3月期末より同社グループに対する債権を「破産更生債権等」に区分し、債

権残高から債務残高を差し引いた金額の全額を、各四半期末に貸倒引当金として計上す

ることとする。 
Ｒ社からの回収は相当部分がＧ社からの代位弁済によりなされた結果であり、Ｇ社か

らの代位弁済が困難となることが見込まれることから、回収についてはＧ社と同様の評

価が必要であると考えられる。 
Ｒ社に対しては主に売掛債権を保有している。通常、売掛債権は、発生の翌月、遅く

とも発生の翌々月には回収できるのが通常であるが、平成 23年 3月期末においては、こ
のような通常のスケジュールでの入金がなかったことから、全額回収への道のりが長期

にわたることが予想される状況となっていた。したがって、当該事実を実質的に弁済期

間の延長を余儀なくされたと捉え、貸倒懸念債権と認定する。 
まず、貸倒債権として初めて認定した期であるため、債権額の 50％を引き当てる方法
（担保の処分見込額・保証による回収見込額はゼロ）があり、平成 23 年 3 月末残高
238,068千円の 50％である 119,034千円を引当計上する方法が考えられる。他方、有価
証券報告書提出日（平成23年6月27日）から3日後の第1四半期末の債権残高は147,961
千円となっており、有価証券報告書提出日段階では債務者の支払能力からして、経営破

綻に陥っているとまでは言えないが、これ以上の回収は難しいと判断できる状況にあっ

た。また、平成 23年 6月 27日において平成 23年 6月末の残高はある程度予測できた
状況にあった。 
そのため、119,034 千円か 147,961 千円（債権残高全額）程度のどちらを引当計上す
るかの判断が必要となるが、当該債権は個別に重要性の高い貸倒懸念債権であり、貴社

の損益に与える影響も大きいことから、より慎重かつ保守的に引当額を決定する必要が

あり、保守主義の原則に照らし後者を採用した。 
また、上記調査内容（Ｒ社からの回収が 7 月中旬以降ほとんどなされていないこと、
回収についてはＧ社からの代位弁済であったこと）に鑑み、第 1 四半期報告書提出日時
点段階（平成 23 年 8 月 12 日）においては、｢法的、形式的な経営破綻の事実は発生し
ていないものの深刻な経営難の状態にあり、再建の見通しがない状態にあるもの｣と認め

られ、その後も 8月 25日に一度回収があっただけであることから、Ｒ社は実質的に経営
破綻に陥っている債務者と判断せざるを得ないことから「破産更生債権等」に区分する。 

 
（当委員会の検証結果） 
当委員においても、岩田剛司へのヒアリングを実施し、総勘定元帳を確認した。 
調査の結果、平成 23年 3月期末のＲ社の貸倒引当額の計上金額については、平成 23

年 3月末残高 238,068千円の 50％である 119,034千円を引当計上する方法が妥当と考え
られる。 
他方で、平成 23 年 6 月末の債権残高である 147,961 千円を引当計上する方法は、平

成23年3月期の決算時にその債権残高が見積もれている場合には妥当な会計処理である
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と判断する。この点に関して社内調査報告書では、「平成 23 年 6 月 27 日において平成
23年 6月末の残高はある程度予測できた状況にありました。」としてあるため、平成 23
年 3月決算時において予見できたものとすると妥当な会計処理であると判断する。 
またＧ社グループ及びＲ社については、貴社は相手先から決算書等の財務情報を取得

しておらず、与信管理に問題があったと考えられる。 
上記以外に関しては、社内調査の範囲、調査方法及び調査結果は、いずれも適正であ

ると判断した。 
 
 

３． 当委員会による提言 
（１）社内体制の是正 

本報告書でも指摘しているが、貴社は内部統制上重大な問題があった。根本的な原因は

貴社内にスーパー事業を中心とした食品事業に精通した人材が不足しており、社外である

Ｇ社グループの人材に頼らざるを得ない状況であったからと考えられる。 

そのため、Ｇ社グループ等社外の人員ではなく、貴社内の人員でスーパー事業の主要な

業務を実施すると共に、取締役会及び監査役による監視機能が十分に発揮されるよう、社

外取締役の拡充及び経営監視委員会の設置等諸施策の検討が必要である。 
 

（２）関係者の責任追及 
「Ｇ社グループおよびＲ社に対する債権の回収可能性」にあるように、本件により貴社

は多額の損失を蒙っている。Ｇ社グループの店舗の取得に関しては取締役会で議論されて

おり、取得自体で必ずしも責任追及が必要とは判断は出来ない。 

しかしながら店舗取得の方針決定後の運営については、「宮内店およびパークシティ店

の取得価額が契約金額を超えたこと」、「上作延新店舗等に関わる諸費用について虚偽の内

容を作成したこと」、「ハミングから引き出された現金が、他社の口座に直接預け入れられ

ていたり、他社の口座に現金振込みがされていたりすること」、「仕入先に対する差入保証

金の妥当性の検討をしていないこと」、「Ｇ社グループおよびＲ社に対する債権に多額の貸

倒引当金を計上したこと」、から当時の経営者の責任追及は必要になると判断できる。 

特に食品事業の責任者であった斉藤芳春の責任は重いものであると判断する。 

ハミング代表取締役であり貴社取締役である藤井正人の責任は、貴社取締役への就任が

平成23年2月であり、それ以前は親会社の機関決定に従わざるを得ない状況であり斉藤芳

春の指揮命令下にあったと判断できるため、ある程度責任は軽減されると思われるが一定

の責任はあると判断する。 

またＧ社グループに対しては、債権回収に関して法的対応を実施する必要があると判断

する。 

以 上 
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