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Ⅰ．討議資料の要旨 

１．はじめに 

 公正なる会計慣行としての会計処理が法廷でどのように取り上げられるかは、意外に公

認会計士は知らない。また、公正なる会計慣行が絶対的真実性を満たさないがゆえに弁護

士はあまり取り扱おうとせず、最高裁判決も同じ傾向にあるのではないかとの見方すらで

きてしまう。従って、公正なる会計慣行は公認会計士からすると手あかのついた言葉なが

ら、法廷の場では弁護士も判事も意外に取り上げたがらないことを知るべきである。逆に、

法廷は取り上げなくとも、公正なる会計慣行に則した処理かどうかを判断する行政処分が

現れてきている。 

 現在は細則主義による会計ルールが適用されている。しかし、ＩＦＲＳの影響を受けて

原則主義へ置き換わろうとしている。将来的には、そのＩＦＲＳが導入されることになる

可能性は高い。細則主義でも判断が分かれるケースはあるのに原則主義になるとどのよう

な問題が発生してくるのか。公正なる会計慣行に触れる機会が最も多い公認会計士にそう

いった状況を理解してもらい、公正なる会計慣行の相対的真実性を弁護士に理解してもら

うべく、シンポジウムを企画した。 

２．判例事例等から結論できる「公正なる会計慣行」の取扱い 

(1)法的に正当性を有するルールは企業会計審議会と企業会計基準委員会の規定するルール

であり、その他のルールには法的な正当性はない。日本公認会計士協会の委員会報告等も

同様に法的な正当性はない。 

(2)金融商品取引法に規定する「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」より会社法

の規定する「公正なる会計慣行」の方が範囲が広い。従って、上場していない会社に関し

ては会計ルールの適用範囲にさらに幅が出てくる可能性がある。 

(3)公正なる会計慣行とそれを補足する条件を遵守すれば真実性が実現するが、それは相対

的な真実性である。 

(4)(1)～(3)により「唯一無二」といった言葉とはなかなかそぐわないケースがある。 

(5)最終的には裁判所が「公正なる会計慣行かどうか」を判断するが、現実には会計監査で

公認会計士が、行政処分で証券取引等監視委員会が判断している。 

(6)「その時点で他の会社はどのように処理していたか」という「慣行」がポイントになる。 

(7)弁護士は「公正なる会計慣行」を法律と同視したがる傾向にある。表現を換えると会計

処理云々といった結論よりは、会計事実がどうだったか、つまり公正なる会計慣行の判断

が必要ないロジックで結論付ける傾向がある。 

３．今後の課題 

(1)第三者委員会の構成メンバーはどうあるべきか。また、「公正なる会計慣行」に関して、

どこまでの内容を結論できるのか。 

(2)会社法での大会社や上場会社以外の会社が適用すべき「公正なる会計慣行」はどのよう

に考えればいいのか。 

(3)ＩＦＲＳは「公正なる会計慣行」といえるのかどうか。 
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Ⅱ．シンポジウム議事録 

○司会 それでは、お待たせいたしました。ただ今から、シンポジウム「公正なる会計慣

行を考える」を開催させていただきます。 

 本日の司会を務めさせていただきます、公認会計士の廣田でございます。近畿会では、

監査会計委員会委員長を担当させていただいております。どうぞ、よろしくお願いいたし

ます。 

 では、まず初めに、開会の挨拶を大阪弁護士会松本岳副会長からお願いしたいと思いま

す。それでは、松本副会長、よろしくお願いいたします。 

 

 

１ 開会の挨拶 

 

大阪弁護士会副会長  松本 岳 氏 

 皆さん、こんにちは。大阪弁護士会副会長の松本岳と申します。本日、お日柄も良くと

いうのか、天気も良くて、多数の先生方にお集まりいただいて、非常に盛況で喜んでおり

ます。 

 私ども大阪弁護士会と日本公認会計士協会近畿会さんとは、年内、今年度にとりまして

も、多くの共催セミナーをさせていただいているところです。非常に活発な議論や問題意

識を持って活動してきておられるわけですけれども、去る３月８日だったと思いますが、

やはり、ここの会場で会計不正における会計士の法的責任というシンポジウムが持たれま

した。その時にもご参加いただいた先生方は多かったかと思いますけれども、今話題の大

王製紙とか、メルシャンとか、オリンパスというような第三者委員会の調査報告書を基に

議論がされて、手前みそですけれども、非常に好評であったというふうにお聞きしており

ます。 

 今回は、それの連続シンポジウムというわけではありませんけれども、同じように近畿

会さんと手を携えてというか、共催させていただいて、こういうシンポジウムを持つこと

になりました。 

 本日は「公正なる会計慣行を考える」というテーマでございます。いずれも、どういう

規範を持って、会計士さんの責任を捉えるのかと。どこまでが責任範疇なんだということ

で、今日は筑波大学の弥永先生、関西大学の松本先生、公認会計士の渡部先生、山口会員、

そしてまた、廣田先生の司会のもと、有益なパネルディスカッションがおこなわれるもの

と思いますけれども、公正なる会計慣行というのは、概念が非常にぼやっとしてわかりに

くいかと思いますので、それだけに、議論の実益が非常にあるものだと思っております。 

 本日、３時間ほどの短い時間ではございますけれども、最後までご清聴いただいて、何

らかのお役に立てればと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

 簡単ではございますが、開会のご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 
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○司会 松本副会長、ご挨拶をありがとうございました。 

 

 

２ 登壇者の紹介・シンポジウムの構成 

2-1 登壇者の紹介 

○司会 それではパネラーの皆さん、お席のほうにお着きください。 

私の近くにお座りの方からご紹介させていただきます。向かって左側から、弁護士の山

口利昭先生でございます。筑波大学教授、弥永真生先生でございます。関西大学教授、松

本祥尚先生でございます。最後に公認会計士の渡部靖彦先生でございます。 

 なお、シンポジウムに登壇して討議はされませんが、公正なる会計慣行の基礎知識で、

法的側面の解説とシンポジウムで採り上げる判例事例の解説について、弁護士の森久敦司

先生にお願いすることになっています。弁護士の森久敦司先生でございます。皆さん、よ

ろしくお願いいたします。 

 

2-2 シンポジウムの構成 

○司会 本日のシンポジウムは、今日、お渡ししております「シンポジウム当日配布資料」

の目次に沿って進行しますので、その内容について、説明させていただきます。 

 それでは当日配布資料の裏表紙の目次をご覧ください。まず、「Ⅰ．はじめに」のところ

で、本日のシンポジウムを開催した経緯と位置づけを簡単に記載しました。次に、「Ⅱ．基

礎知識の解説」のところで、公正なる会計慣行を皆さまと考えるにあたって、共有したい

知識を解説させていただきます。続いて、「Ⅲ．公正なる会計慣行を取り扱った判例事例」

で長銀事件・日債銀事件、三洋電機粉飾決算事件、ビックカメラ課徴金審判事件、キャッ

ツ株価操縦事件をパネルディスカッションに必要な範囲でご紹介いたします。それから、

その判例事例を基に、登壇者全員によるパネルディスカッションを開始しますが、その主

な論点を当日配布資料の２５ページのところで、パネルディスカッションメモとして記載

しております。ご覧くださいませ。 

 そして、ディスカッションが終了すれば、本日は弁護士・会計士さんが２００人ほど、

お集まりいただいていますので、会場からも、２、３の質問をお受けできればと考えてお

ります。また、「Ⅴ．参考資料」のところでは、判例事例として採り上げた事例の判決文や

第三者委員会報告書などをお付けしております。 

 

 

３ 基礎知識の解説 

○司会 それでは早速、公正なる会計慣行についての基礎的な知識をお話しいたします。

深掘りはパネルディスカッションでおこないますが、それに至る基礎的な知識を私のほう

から解説させていただきます。 

 会社は決算を組んで、株主にその財政状態や経営成績を公表します。決算は、その会社
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の実態を数値で正しく表示していなければなりません。正しくなければ、株主や投資家を

欺く粉飾決算になってしまいます。「公正なる会計慣行」とは、正しい決算を組むための企

業会計のルールになります。「公正なる」とは、企業の財政状態や経営成績を正しく表示す

るという意味です。「慣行」の意味については、今の段階では常識的に広くおこなわれてい

る会計処理と把握しておいてください。 

 

3-1 設定主体 

○司会 目次の「Ⅱ．基礎知識の解説」で触れている６つの視点から、公正なる会計慣行

を見てまいります。 

 Ⅱ―１からⅡ―６まで番号が振ってありますが、そのⅡ－１から説明してまいります。 

 第一に、公正なる会計慣行を誰がつくっているのか説明いたします。それでは、資料の

２ページをご覧ください。 

 会計士が業務上守らなければならない会員向けの自主規制基準である、監査基準委員会

報告書第２４号「監査報告」に、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準について触

れた文章があり、その付録２号で、わが国において、一般に公正妥当と認められる企業会

計の基準と、その設定主体が例示されています。 

 付録２の１、２、３を順にご覧ください。１番目が企業会計審議会、２番目が企業会計

基準委員会、３番目が日本公認会計士協会となります。ここで、企業会計審議会とは、企

業会計審議会令という法律に基づいて設定された、金融庁長官の諮問に応じ会計原則につ

いて答申をおこなう機関です。事務局は金融庁総務企画局にあります。 

 企業会計基準委員会とは、日本初の民間かつ独立の会計基準設定主体として設立された

財務会計基準機構の中核的な機関であって、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

の調査・研究をおこなっています。 

 日本公認会計士協会会計制度委員会とは、日本公認会計士協会の常置委員会で、会計の

理論及び実務に関する研究・調査をおこなっています。 

 ３ページの表１をご覧ください。時代に応じて、企業会計審議会や企業会計基準委員会、

日本公認会計士協会がつくった会計のルールが公正なる会計慣行になってきたことがおわ

かりいただけるかと思います。 

ここで触れた３団体が主なものではありますが、２ページの付録、なお書きのところで

書かれていますように、権威ある設定主体が決めておれば、それが公正なる会計慣行になっ

てくる可能性もございます。 

 

3-2,3 適用対象と強制力の有無 

○司会 それでは、２番目としまして、どの会社に適用されるかという点と、３番目とし

まして、その適用が強制されるかどうかという点をご説明いたします。当日配布資料の７

ページ図４をご覧ください。 

会社が大きくなるにしたがって、さまざまな種類と数のステイクホルダーが現れるため、
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一定のルールに従って処理しないと、公正性が認められなくなることが公正なる会計慣行

を必要とする要因になってまいります。 

まず、零細企業には、ステイクホルダーに経営者と人的なつながりがある株主や債権者

がいます。零細企業の決算では、経営者が株主や債権者に経営成績を直接説明して、株主

や債権者がその説明に十分納得するならば、ルールに従っていなくても足りるということ

かもしれませんが、しだいに大きくなるにしたがって、ステイクホルダーに銀行や投資家

が加わってきます。さらに、監査が求められてくるようになると、公正なる会計慣行を守

ることが常態化していきます。 

したがって、公正なる会計慣行は、すべての会社に適用を求める規範性があるのですが、

そもそも強制力はありません。しかし、一定規模以上の会社に関しては、事実上の強制力

を持って、会社決算で公正なる会計慣行を適用するということになります。 

これは納税義務を果たすという面でも、その課税取得の計算は確定決算主義として会社

の利益計算とリンクしていきますので、利益計算のために用いられる会計基準等は納税義

務を果たすべきすべての会社等が適用する公正なる会計慣行として位置づけられことにな

ります。 

以上のように、会社法、金融商品取引法、税法、その３つの法制上、公正なる会計慣行

を遵守することを求められています。この点に関しては、当日配布資料の６ページ図２で

会社法、金商法、税法の３つの制度会計の関係を図にしております。 

このように会社は、公正なる会計慣行に従った決算をすることで、会社の実態を数値で

正しく表示して、株主への配当や株式の発行による資金調達といった会社としての本来的

使命を達成することができることになります。 

したがって、公正なる会計慣行に従うことは、会社としての使命の達成に必須と言えま

す。会社の規模の大小にかかわらず、決算を組まなければならない会社すべてに適用が求

められるものになります。 

 

3-4 補足する条件 

○司会 ４つ目のお話をいたします。公正なる会計慣行を補足する条件がございます。当

日配布資料の８ページから１２ページをご覧いただきます。 

まず、大前提がありまして、その会社が未来永劫継続することを前提にすると、業績把

握のためには、便宜的に１年で決算をせざるを得ません。これは８ページの上に①会計公

準とあって、継続企業の公準とあります。会社は倒産しないでずっと営業し続けること、

それがまず大前提になります。その公正なる会計慣行には、複数の会計処理方法の中から

会社の業種等に応じて選択することが認められているものがあります。その場合、いった

ん採用した会計処理はずっと適用し続ける。これは８ページの最下部に継続性の原則とい

うのがありますが、それが求められます。 

また、９ページ中ほどに記載しましたが、重要性が乏しいものについては、本来の厳密

な処理によらないで他の簡便的な方法にもよることができると。これが重要性の原則とい
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うものであります。 

つまり、継続適用しかつ影響がないならば、厳密な会計処理によらなくても、企業の財

政状態や経営成績が正しく表示されると認められることになります。相対的な真実性が達

成されるということになります。 

その例示としまして、１１ページから１２ページのところで、退職給付債務の計算や四

半期における税金費用の計算やルールを載せてみました。ご覧くださいませ。 

 

3-5 会計監査の役割 

○司会 ５番目に挙げられますのが、公正なる会計慣行が正しく適用されているかどうか

は会計監査で保証されるということであります。これは、資料の１３ページに法定監査の

一覧をお見せいたしました。今となっては、法定監査もかなりの種類がございます。これ

だけございます。会社などの経理部は、本来、自主的に公正なる会計慣行に従った決算を

おこなうことが求められるはずですが、過去のさまざまな粉飾決算・事件などの教訓から、

会社の自主性に任せていては決算報告の信頼性を確保することができないことがわかって

まいりました。そこで会計士が実施する会計監査によって、決算報告の信頼性を確保する

制度が設定されております。 

ここまでをまとめますと、公正なる会計慣行とはしかるべき設定主体によって設定され、

すべての会社はそれを適用し事実上の強制力がある。そして、会社は未来永劫継続すると

いう大前提のもとに、継続性の原則と重要性の原則との三位一体で運用されます。そして、

会計監査によってその運用が保証されるといった内容が言えるかと思います。 

それでは、最後の６つ目の公正なる会計慣行の法的側面に関しては、森久先生からご説

明願います。 

 

3-6 法的側面 

○森久 それでは、私のほうから、公正なる会計慣行の法的側面をご説明差し上げます。 

 配布資料の４ページをご覧ください。 

２ページ及び３ページのご説明の際に、「企業会計審議会」「企業会計基準委員会」「日本

公認会計士協会」という３つの組織があるというお話がありましたが、その３つの団体と

立法機関である「国会」との関係を記したのが図１となります。図１を左から右側に向かっ

てご覧いただきますと、「企業会計審議会」「企業会計基準委員会」「日本公認会計士協会」

「会計制度委員会」の各組織をご確認いただけると思います。 

 図１でお示ししたように、日本では、「国会」の制定した金融商品取引法に基づき、一般

に公正妥当と認められる企業会計の基準をつくる権限を、まず「内閣府」に委任していま

す。その内閣府の外局として設置された「金融庁」が、金融庁に属する「企業会計審議会」

と金融庁から独立した民間団体である「企業会計基準委員会」がつくる会計のルールを一

般に公正妥当と認められる企業会計の基準であると認めています。 

 今お話ししたことの法律上の根拠として、金融商品取引法の規定がございます。この規
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定を、当日配布資料の４ページから５ページにかけて抜粋しております。特に、５ページ

にある財務諸表等規則の第一条第二項には、「企業会計審議会」により公表された企業会計

の基準が公正なる会計慣行となることが、また、同条第三項には、「企業会計基準委員会」

により公表された企業会計の基準が公正なる会計慣行となることが示されています。 

 続きまして、６ページをお開きください。先ほど既に廣田先生からお話がありましたよ

うに、日本には、公正なる会計慣行に関する法律が３つございます。それが図２にある、

金融商品取引法と会社法と法人税法の３つの法律です。３つの法律により公正なる会計慣

行を規律する現在の体制は、トライアングル体制と呼ばれています。 

 各法律において、「公正なる会計慣行」を示す言葉が使い分けられています。これを図２

において整理しました。会社法４３１条では「企業会計の慣行」、会社計算規則では「企業

会計の基準その他の企業会計の慣行」という文言が使われています。また金融商品取引法

では「企業会計の基準」という文言が使われています。さらに税務会計においては「会計

処理の基準」という文言が使われています。トライアングル体制の存在や、各法律におい

て文言に違いがあることを意識していただきながら、このあとのパネルディスカッション

にご参加いただければと思います。 

 続きまして、今、ご紹介しました会社法と金融商品取引法と税法がどのような会社に適

用されるのかという点についてご説明します。 

 図２の下の（２）のアでお示しておりますように、会社法と税法についてはすべての会

社に適用されます。金融商品取引法については金融商品取引法の適用がある会社と適用が

ない会社が存在します。 

 以上で、早足ではございますが、公正なる会計慣行の法的側面のご説明を終わります。 

 

3-7 証券取引等監視委員会による行政処分 

○司会 森久先生、ご説明をどうもありがとうございました。公正なる会計慣行の法的側

面の説明は正当性の説明ということになるかと思います。 

 このシンポジウムでは、それら会社法及び金融商品取引法で規定している中身そのもの

を総称して、公正なる会計慣行との表現を使うことにします。 

 それでは山口先生、先ほど森久先生に会社法と金融商品取引法での取り扱いの説明をお

願いいたしました。それ以外にも、証券取引等監視委員会による行政処分という手段もご

ざいます。それについて、簡単にご説明願いますでしょうか。 

 

○山口 正確には、金融庁の処分ということになりますけれども、概括を今、森久先生の

ほうからもお話しいただいたのですが、やはり、われわれ弁護士の立場から申し上げます

と、いったい何が問題になるんだと。公正なる会計慣行というのは、いったい、どこに、

どう、会計士と弁護士のあいだで問題なのかということから考えると、法律上は、一番わ

かりやすいのは、有価証券の虚偽記載。要するに、虚偽の有価証券の報告書の提出罪とか、

そういう時に出てくるのが虚偽記載。 
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 虚偽記載とはいったい何だろうといったら、重要な事実について、虚偽の事実つまり真

実と異なる事実を報告する。そういうことになりますから、ペナルティーという側面から

考えると、民事の責任が発生する。例えば、会計士さんが代表訴訟の対象になる。もしく

は、第三者から訴えられる。会社から訴えられるケースもある。そういう場合に関係して

くる。 

 それから、刑事事件としては、有価証券報告書等の虚偽記載罪です。そういったかたち

で、公正なる会計慣行に反するというものを提出した場合には、その提出に関与した会計

士さんに、刑事事件が問われる恐れがある。 

 今、廣田先生のほうからご質問があったのは、行政処分ということですから、課徴金と

いう問題が出てきます。これは会社自身が課徴金を問われるケースもありますし、ご承知

のように、会計士さん自身が相当の注意を怠って、そういったかたちで監査をした場合に

課徴金が課されるというケースも出てきます。 

 それからもう１つ、これは私ども弁護士にはわからないのですが、やはり会計士の皆さ

ま方には監督官庁がございますので、その監督官庁からの処分とかその辺りも問題になっ

てくるのではないのかなと。そういったかたちで、ペナルティーという面から見ましても、

公正なる会計慣行というものに関する理解というのが重要な部分を占めると。その辺の関

連で、少し私のほうからお話をさせていただきました。以上でございます。 

 

○司会 ありがとうございました。 

 

 

４ 判例事例の紹介 

4-1 長銀・日債銀事件 

○司会 それでは当日配布資料の１４ページをお開きください。今から今日のシンポジウ

ムのテーマであります判例事例の簡単なご説明をしていただきます。ビックカメラ課徴金

審判事件については、山口先生にご説明願いますが、他の３つの案件については、森久先

生に公正なる会計慣行が法廷等で取り扱われた事例をご紹介願えますでしょうか。よろし

くお願いします。 

 

○森久 それでは私のほうから、長銀・日債銀事件についてご説明いたします。長銀・日

債銀事件は、当日配布資料の１４ページから１６ページまでにまとめております。 

 長銀・日債銀事件ですけれども、日本長期信用銀行および日本債権信用銀行ではそれぞ

れ、同行の元頭取及び元副頭取が「平成１０年３月期の決算処理における貸付金の資産査

定を誤ってそのために有価証券報告書に虚偽の記載をした」として証券取引法違反の罪な

どに問われました。 

 配布資料の１６ページには、今回のシンポジウムのテーマである、公正なる会計慣行の

観点から見たポイントをお示ししています。本事件のポイントは、平成１０年３月期の決



9 

 

算当時には、図６にまとめた「改正前の決算経理基準の下での税法基準」と、図７にまと

めた「資産査定通達等によって補充される改正後の決算経理基準」があった点にあります。 

 図６と図７を比較すれば、１つは、図６と図７では、不良債権償却証明制度等実施要領

が適用されるのか否かという点に違いがあることが分かります。図６では大蔵省の不良債

権償却証明制度等実施要領があるのに対して、図７では不良債権償却証明制度等実施要領

にバツ印を付けています。 

 もう１つは、図６と図７では、決算経理基準が改正されたか否かという点に違いがある

ことが分かります。図６では、銀行法の下での「改正前の決算経理基準」があるのに対し

て、図７では「改正後の決算経理基準」があります。さらに、早期是正措置制度等が設け

られていたか否かという点が違います。あと、図６ではなかった早期是正措置制度等が図

７では新たに付け加わっています。 

 平成１０年３月期の決算当時というのは、このように、基準が変化する過渡期にあった

のです。 

 また、この事件は、東京高裁と最高裁との間でその判断に違いが出た点でも特徴的です。 

 原審の東京高裁は、平成１０年３月期決算当時においては、図７の資産査定通達等によっ

て補充される改正後の決算経理基準に従うことが唯一の公正なる会計慣行であって、図６

の改正前の決算経理基準の下での税法基準に基づく会計処理は公正なる会計慣行に反する

違法なものであると判断し有罪判決を下していました。 

 これに対し最高裁は、図６の改正前の決算経理基準の下での税法基準に基づく会計処理

は、公正なる会計慣行に反する違法なものとは言えないと判断して、原審の判断を破棄し

ております。各最高裁判例につきましては、お渡ししている資料の後ろのほうに全文を掲

載しておりますので、後ほどこちらをご覧いただければと思います。 

 以上で、日債銀事件・長銀事件のご説明を終わります。 

 

 

4-2 三洋電機粉飾決算事件 

○森久 次に、三洋電機の粉飾決算事件をご紹介いたします。配布資料の１７ページから

１９ページにこれをまとめておりますので、こちらをご覧ください。 

 三洋電機の粉飾決算事件は、三洋電機株式会社がその保有する子会社株式などの関係会

社の株式を過大計上し、また関係会社株式損失引当金を過小計上したことで、粉飾決算を

おこなったとされているものです。 

公正なる会計慣行の観点から見たポイントは、１つは三洋電機株式会社は平成１２年４

月１日から、１７ページにある企業会計審議会が策定しております金融商品会計基準と、

１８ページにある日本公認会計士協会が策定しております金融商品会計に関する実務指

針。この２つの適用を受けることになった点にあります。 

 この２つの適用を受けることになった三洋電機株式会社ですが、三洋電機株式会社と中

央青山監査法人とのあいだで、関係会社の株式の減損について意見が対立したために、後
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の第三者委員会の報告で、「三洋減損ルール」と名付けられたルールが策定されました。公

正なる会計慣行の観点から見たポイントのもう１つは、この「三洋減損ルール」が策定さ

れた点にあります。三洋減損ルールにつきましては、１９ページをご覧ください。図９で

は、三洋減損ルールのイメージと、その変化をお示ししています。 

 この粉飾決算について調査報告をおこなった第三者委員会は、三洋減損ルールは会計基

準や実務指針に準拠したものではなく、三洋減損ルールに従っておこなわれた平成１３年

３月期から平成１６年３月期にかけての関係会社の株式の減損は不適切な会計処理であっ

たと判断しました。 

 なお、平成２０年３月１９日には、三洋電機株式会社は平成１７年９月中間期半期報告

書の虚偽記載を理由として金融庁から課徴金納付命令を受けています。 

 以上で、三洋電機の粉飾決算事件のご説明を終わります。 

 

 

4-3 ビックカメラ課徴金審判事件 

○山口 私のほうからはビックカメラの事件について、若干、説明をさせていただきたい

と思います。これは配布資料の２０ページをご覧ください。 

 このビックカメラの課徴金審判事件というのは非常に特徴的でして、日本で２例目の審

判事件が争われた事例の中で、しかも、判決で言えば無罪のような、いわゆる審決事由に

あたらないということで、課徴金は課さないという結論に至った事例でございます。 

 論点はたくさんあるのですが、今日、お話しする公正なる会計慣行に関連する部分だけ

をご説明いたします。 

このビックカメラという、もちろん皆さま方がよくご承知の会社ですけれども、こちら

の会社が平成１８年にジャスダックに上場します。今回、問題になった事例というのは、

平成１４年です。つまり、上場前の会計処理が問題になっています。その中で、平成１４

年にこのビックカメラさんが不動産の証券化のスキームを用いて資金調達をする。その時

に、極端に大まかな説明ですけれども、不動産の証券化による資金調達の必要性があった

のですが、これは会計の原則等から見ると、不動産担保として、例えば不動産がビックカ

メラに残るのであれば、金融取引として処理をする。 

 ところが、不動産が実質的に売却されるというふうに捉えられるのであれば、オフバラ

ンスで売買取引として取り扱う。これは平成１４年の段階なのですが、会計上の実務指針

の中では、例えばビックカメラ以外の特別目的会社、それから不動産の信託受益権が売却

される場合に、特別目的会社の支配権がビックカメラに残っていれば、金融取引、そうで

なければ、売買取引として取り扱う。したがって、買い戻した時には、特別利益として計

上することができる。こういうかたちで、本来、金融取引として扱わなければならないの

に、本件では売買取引として扱って目論見書に特別利益を計上していたことが問題になる

と。 

 これで面白いのは、課徴金の事例です。課徴金が課されるのですが、これは継続開示で
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はなくて、発行開示に関する規定です。発行開示のほうは、役員も課徴金に問われるとい

うことになっていまして、今回は、これは目論見書が問題になるのです。課徴金を課され

ている法人のほうは、これに関しては答弁を認めるというかたちで課徴金を払っているわ

けなのですが、そこの役員である方が、いや、私は、これは争うというかたちで争って、

最後、審判決定というところまでいったような事案でございました。 

 この事件で、弥永先生も、審判決定が公正なる会計慣行にあたるかどうか、この上場前

のビックカメラが、上場会社に適用されるべき実務指針を使わないといけなかったのかど

うか、これが唯一の会計慣行にあたるかどうかというところに関して、どういうふうに審

判団が判断するかということを非常に注目したわけですが、最終的には、その判断は回避

されました。会長さんが、これを虚偽記載であるかどうかということを認識があったか、

なかったかという、その前提の議論のところだけで切られてしまって、一番注目される論

点に関しての審判決定の判断は出てこなかったというような事案だったのです。このよう

に平成１４年、上場前の会社に、上場会社に適用されるようなものが、果たして適用され

なければいけないのか。唯一、それだけが公正慣行だったのかという辺りが問題になった

事案でございました。 

 

 

4-4 キャッツ株価操縦事件 

○森久 続きまして、私のほうから、キャッツ株価操縦事件についてご説明します。配布

資料の２３ページと２４ページをご覧ください。 

 この事件は、株式会社キャッツの監査人であった大手監査法人の公認会計士が虚偽記載

有価証券報告書の提出について、同社の代表取締役らとの共同正犯の罪に問われた事件で

す。 

 図１４をご覧いただけますでしょうか。図１４では、「キャッツ」と「その子会社」、「仕

手筋」、「Ｃの匿名組合など」、という四角囲みがあります。 

 当初、株式会社キャッツは仕手筋に依頼して、株価操縦をおこなっていたのですが、こ

の仕手筋との関係を断ち切るために、キャッツの株式２００万株を６０億円で買い取るス

キームを取りました。このスキームを、図１４において、「仕手筋」、「Ｃの匿名組合など」

と「その子会社」との間のお金の流れで示しています。 

 キャッツの株式２００万株を買い取るための原資である６０億円は、もともと、株式会

社キャッツの子会社からの融資を原資としていたのですが、この融資の返済期限までに返

済のめどが立たなかったことから、キャッツは、その子会社に対して、６０億円分のパー

ソナルチェックを振り出しました。 

公正なる会計慣行の観点から見た本件のポイントは、キャッツがその子会社に振り出し

たパーソナルチェック６０億円分の事実認定・会計処理をどのように判断するか、という

点にあります。 

２４ページ以降に判決の要旨を記載しております。 
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第一審及び控訴審では、この６０億円分のパーソナルチェックの会計処理の是非が争点

とされました。裁判所も、この点について判断を下しています。 

これに対して、最高裁では、６０億円分のパーソナルチェックの会計処理、それ自体に

ついては判断をせず、パーソナルチェックの意味づけといいますか、法的な評価といいま

すか、この点を説明し、会計士の方々からは会計事実というかたちで認識されるかと思う

のですが、その点で重要な虚偽記載が生じたということを理由に有罪判決を下しておりま

す。 

 以上が、キャッツ事件の説明となります。 

 

○司会 ありがとうございました。 

 

 

５ パネルディスカッション 

5-1 「公正なる会計慣行」にいう「慣行」について 

○司会 それでは、以上の４つの事例に関して、最初に基礎的な知識としてご紹介した公

正なる会計慣行が、どのように取り扱われているか。パネラーの方々にご意見を伺って、

その内容について掘り下げていこうと思います。当日配布資料の２５ページをご覧くださ

い。ここで、このディスカッションのだいたいのシナリオをお見せしております。 

論点を確認しておきますと、２５ページの上のところです。長銀・日債銀事件、三洋電

機事件、ビックカメラ事件、キャッツ事件と４つ、事例をご紹介しました。 

長銀・日債銀の事件については、平成１０年３月期で長銀・日債銀は改正前の決算経理

基準を適用したのですが、ルールとしては改正後の決算経理基準を適用すべきだというも

のでありました。ただ、それが本当に正しかったのかどうか、それが論点になったところ

であります。 

三洋電機の事件については、金融商品会計基準の適用初年度でありまして、それが子会

社株式や関係会社株式の評価減にどのように適用するのが公正なる会計慣行であったか、

それが論点でありました。 

ビックカメラの事件については、会計制度委員会報告は金融庁の告示を受けていない

ルールですが、非上場の会社がそれを適用すべきかどうかというのが論点になります。 

キャッツ事件については、お隣の判決判旨の一覧がありますけれども、そもそも、会計

処理が最終的には争点になりませんでしたが「それはなんでやねん？」というところがポ

イントになってまいります。それを前提にさせていただいて、パネラーの方にいろいろ意

見を伺っていこうと考えます。 

 それでは、質問をしていきます。第一に、公正なる会計慣行とあって、その「公正」と

「慣行」という言葉について、確認していこうと思います。 

 まず、「公正」に関しては、企業の財政状態や経営成績を正しく表示する目的を達成する

ことと説明いたしました。もしくは、その設定主体が権威ある団体が決めたルールを適用
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すればその目的が達成されるということになります。 

 一方、「慣行」という部分については、国語辞典などを見ますと、古くからの習わしとし

て認められていること、そういう説明があります。法律上で公正なる会計慣行の「慣行」

という言葉も、これで考えていいのかどうか、山口先生、実務家の観点から解説していた

だけますでしょうか。 

 

○山口 国語辞典における慣行の意味とは少し異なるものと思います。たとえば法律上の

慣行と言える場合には法律行為の解釈の指針になったり、成文法と同様の規範性をもつも

の、と考えるわけです。 

 

○司会 それでは、法律学者としての弥永先生に同じ問いをお伺いします。いかがでしょ

うか。 

 

○弥永 やはり、慣行と言う以上は、まったくおこなわれたことがないというのでは、慣

行であるとは当然には言えないと思われます。しかしながら、先ほどご紹介がありました

ように、現在の会社法においては、株式会社の会計は、「一般に公正妥当と認められる企業

会計の慣行に従うものとする」とされているわけですから、したがって、そこでは白紙で

はないにしても、基本的な事項は会社法、あるいは会社計算規則で定めても、それ以外の

公正なる会計慣行によって補充しようとするわけです。したがって、今まで繰り返された

ものでなければならないとすると、新たな会計事象、新たな取引とか、新たな商品が出て

きたような時には対応しきれないということになると思われるわけです。 

 しかも、会社法の現在の規定、「一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うもの

とする」は、原則として、従わなければいけないということを意味し、やや弱いかもしれ

ませんが強制しているわけですから、もし、この会計慣行に、新しい会計基準が反復・継

続されて使われていないという理由で含まれないとすると、それは会計基準を適用しては

いけないということにまでなってしまうというのが、現在の会社法の条文から自然な解釈

であるということになります。新たに設定された会計基準を適用することができるとする

ためにも、やはり現在の会社計算規則３条のように、一般に公正妥当と認められる企業会

計の基準は、適用の時期が来れば、やはり、それは慣行と見るというのが、現在の会社法

の建前であり、計算規則３条の規定ぶりの前提になっているのではないかと思われます。 

 

○司会 適用される段階ですか。 

 

○弥永 はい。 

 

○司会 慣行といっても反復された実績は、やはり必要ないということであります。 

 次、当日配布資料の６ページ図３をご覧ください。森久先生のご説明にあったのですが、
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そこでは会社法の会計慣行と金融商品取引法の企業会計の基準の範囲が違う図になってお

ります。この点に関しては、法律上はどのように考えられているのでしょうか。山口先生、

お答えいただけますでしょうか。 

 

○山口 これも理屈の問題ですけれども、今日、お越しになられている先生方は、上場会

社を相手にされている公認会計士の方が多いと思うのですが、ご承知のとおり、世間には

上場会社でない会社がほとんど、株式会社として圧倒的な数の上場会社でない会社を含め

て会計慣行を考えていかないといけないわけです。 

 ですから、これは私の考えですが、会社法における「一般に公正妥当と認められる企業

会計の基準」という言葉は金商法の中の「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」

という言葉と一致していて会計慣行の中に含まれる。 

 では、そこで何が問題になってくるかというと、企業会計基準委員会がつくる基準とか、

日本公認会計士協会の指針とか、そういったものも含めて、これは明文でそう書いてはい

ないけれども、おそらく会社法の公正なる会計慣行には含まれるのではないかと。これは

まず間違いない事実でないかと思うのです。 

ただ、それだけではなくて、先ほど森久先生からもご紹介があったように、上場会社以

外の他の多くの会社にも、ある意味、いろんな会計基準があって、そういったものもやは

り会社法上の公正なる会計慣行に含まれる。では、それはどこまで含まれて、どこまで含

まれないのかという問題はまた別にあるわけで、ただ、上場会社を相手にされている方々

の問題として捉えるならば、例えば、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準と、こ

れは金商法上における企業会計の基準というものは、少なくとも、一般に公正な会計慣行

にはあたるだろうというふうには理解をしております。 

 あと１点、先ほど言い忘れました。私なんかよりも、当然、弥永先生のほうがお詳しい

わけですが、今は会社法４３１条の問題と言っていますけれども、少し前までは、旧商法

の３２条２項が問題になっていたのです。 

この旧商法３２条２項というのは、昭和４９年の商法改正で初めて商法の中に組み込ま

れた条文で、ただ、その条文が組み込まれるまでにたくさんの会計学者と法律学者のあい

だにいろんな葛藤があって、その葛藤の末に、昭和４９年に旧規定が入りました。ですか

ら、おそらく企業会計原則というものが、そもそも、一般にこの慣習の中で適用されてき

たものを凝縮したものが企業会計の基準であるということなので、そういう意味も含めて、

ここで慣行という言葉を理解したほうがいいのではないかなと、そういうふうに私は考え

ます。 

 

○司会 弥永先生にお伺いします。先ほど山口先生にお答えいただいた質問とまったく同

じ質問をします。どうでしょうか。会社法の会計慣行と金融商品取引法上の企業会計の基

準の範囲が違うようですが、その点について、ご意見いただければと思います。 
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○弥永 山口先生がおっしゃいましたように、金融商品取引法上の一般に公正妥当と認め

られる企業会計の基準というものは、当然、会社法上も一般に公正妥当と認められる企業

会計の基準、あるいは、その他の企業会計の慣行の中に含まれることは確かではあります。 

 しかしながら、先ほど山口先生がご指摘のように、昭和４９年に改正された商法３２条

２項は、もっと広く、実は会社だけではなく、一般商人を含めた、非常に広い射程範囲を

持っていたわけです。今回、会社法に４３１条という規定が設けられた以上は、ここでは

株式会社にとっての企業会計の慣行というものを考えていますが、この中には、おそらく

金融商品取引法上の企業会計の基準、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準だけで

はなく、例えば平成１８年改正前商法施行規則が定めていた会計処理の方法は含まれる。

これは当然、それ以降に変更がない限りはということですが、例えば建設利息を資産計上

することはもはや、認められないことは確かですが。しかし、例えば市場価格のある有価

証券を原則として取得原価で評価し、著しく時価が下落した時には評価減をするとか、こ

ういうルールは、金融商品に関する会計基準とは違っていても、会社法上は認められるだ

ろうと思われます。 

 

○司会 お二人の意見をまとめますと、上場していない会社の決算では、上場している会

社よりも、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に該当する内容が若干広いと、そ

ういう結論になるようでございます。 

 それでは、それを前提にしまして、解説いただいた判例事例を対象に、ご意見を伺って

いこうと思います。 

 まず、長銀・日債銀事件から、ご意見を伺ってまいります。当日配布資料の１４ページ

をご覧ください。そこにポイントがまとめてございます。 

 まず、弥永先生からご意見を頂きたく思いますが、両銀行ともに、ほぼ同じ論点での容

疑と言っていいと思いますが、平成１０年から１１年で、前頭取の方が逮捕されてから１

０年近くかけて最高裁まで進んで、日債銀については、平成２３年８月だったと思います

が、そこでやっと結審しました。 

 争点は、貸付金に対する評価を従前の税法基準で処理するか、そうではなくて、資産査

定基準をベースとした新しい基準で処理するか、どちらが慣行として妥当か、それが争点

になった事件と認識いたします。 

 それらの事件についても、原審・控訴審・上告審と３つ判決が出てまいりますが、それ

らの判決について、どれでも結構でございますので、法律学者として、弥永先生のご意見

を頂けたらと思います。 

 

○弥永 今、３つと言っていただいたのですが、実は、この他に、長銀について民事でも

裁判がおこなわれていました。刑事事件のほうでは、必ずしも、公正なる会計慣行の内容

について、深く掘り下げたというほどのことはなかったわけですが、民事事件のほうの第

一審判決であった東京地裁の平成１７年５月１９日判決においては、新しい基準が唯一の
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公正なる会計慣行となる場合の要件というものについて検討を加えております。 

 すなわち、ここでは公正なる会計慣行にどういう会計処理があたるかどうかということ

だけではなく、ある会計処理方法が唯一の公正なる会計慣行と言えるかどうかということ

が、非常に重要な問題として取り扱われたわけです。その際に、この「公正なる」という

以上は、利害関係人に財産及び損益の状況を明らかにするという目的に照らして、当該会

計処理が合理的かどうか。そして、変更する場合に、関係者に対して、不意打ちが生じな

いような手当をしてある。そして、改正手続きが適切なものであること。さらに、新たな

基準が一義的で明確であるということ。さらに、それが拘束力を有するということが、関

係者にとって、周知徹底されているということを挙げて、民事裁判のレベルでは、この東

京地裁も東京高裁も最高裁レベルでも、一貫して公正なる会計慣行違反はなかったという

判断をしているわけです。 

 これに対して、今日、ご紹介いただいた刑事事件のほうでは、必ずしも、その方向性は

明確ではないのですが、３つの点を指摘することができると思います。 

 まず、第１点は、明確さというものが重要だと。従前の会計処理方法が認められないの

だということが明らかになっているということがなければ、「唯一の」とは、言いにくいの

ではないかという発想があったように思われます。 

 しかしながら、これは必ずしも、はっきりと明確に打ち出されているわけではないとい

う見方もありますが、この長銀事件・日債銀事件で、かなり重要なファクターは、やはり

反復・継続して使われていた会計処理方法でしょう。実際に今まで問題視されてこなかっ

たにもかかわらず、いきなり、問題にするのはいかがかという発想が裏側にあります。 

 すなわち、公正性という要件もさることながら、この「慣行」という言葉、これをかな

り重く捉えているのではないかと。すなわち、反復・継続されていないものについては、

必ずしも強い拘束力を直ちには認めない。それに対して、反復・継続されていたようなも

のについては、これは会社の損益、あるいは財産状態を明確に示さないというような理由

がなければ、公正なる会計慣行に違反しているとまでは言えないのではないかという発想

があったように思われるわけです。 

 実際、この最高裁の長銀事件、あるいは日債銀事件の判決を見てみますと、企業の実態

を必ずしも表していないのではないかという反対意見も表明されているわけでして、そう

考えてみると、やはり、この公正性というものについて、究極的に判断するにあたっては、

裁判所は比較的、謙抑的におこなっていて、むしろ、実際に社会において、広く受け入れ

られているかどうかということに、かなり注目したのだというのが、３つ目の特徴ではな

いかと思われます。 

すなわち、社会的に広く受け入れられていて、それまで何か重大な問題があるという指

摘がなされていなければ、それは公正性があるものというように、慣行というところから

公正性を推定しているのではないかと思われます。それはちょっと読み込みすぎかもしれ

ませんが、そういう傾向が見受けられた裁判例ではないかと思います。 
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○司会 どうもありがとうございました。 

 同じく、長銀・日債銀事件についても、法律実務家としての視点で、山口先生からご意

見を頂けたらと思います。 

 

○山口 私は、この長銀・日債銀事件というのは、弁護士と会計士が本当に初めて、そう

いう公正なる会計慣行というものを実務上でいろいろ議論する契機になったのではないの

かなと思います。 

 １９９０年代の終わりに、当時の大蔵省が長期信用銀行に対して、どういう政策を採る

かというところから、この２つの事件は政策的な意味で、こういった法律紛争に巻き込ま

れたのではないのかなと思います。というのは、私以外の皆さま方もたぶんご存じかと思

うのですが、ただ、こうやって法の問題としてあてはめた時に、先ほど冒頭に申し上げた

ように「虚偽記載」がキーワードになると思われます。この事件では違法配当と虚偽記載

と両方が問題になるわけですが、例えば虚偽記載のほうで例に取ると、重要な事項に関し

て、事実と異なる表示をしたと。これはどうなんだと。重要な事実、それは確かに重要性

が認められるのでしょう。もう１つは、事実と違う表示をした。そこで言う事実とはいっ

たい何だろうと、一番最初に私は疑問に思うわけです。悪い経営者がいて、何か会計事実

でないことをあるかのようにやって、それで経理処理をしたというのであればわかりやす

いのですが、われわれ弁護士は裁判で明らかにするのは絶対的事実です。ところが、会計

士の方々が取り扱う事実は、最終的には、いろんな鏡があって、どの鏡を手に取るかによっ

て出てくる財政状態というのは変わってくるわけです。でも、どれも真実。だから、相対

的事実です。 

 ここで虚偽記載という際の事実と違う表示をしたという、この要件事実にあたる時のこ

の事実というのは、会計士さんの扱う相対的事実を捉えているのか、それともわれわれが

扱う絶対的事実を捉えているのか。これは私、今でもとても疑問に思うところなのです。

そういったことを最初に考えさせてくれる事件が、この長銀の事件だったのではないかな

と。 

 ２０１０年の西日本の監査学会や会計士さんの集まる研究会等でも、お話をさせても

らったのですが、最高裁のこういう事件を見る時に、最高裁は何もかもすべてきちんとルー

ルを明示してくれるわけではない。あくまでもこの事件の処理に必要な範囲でしか判断し

ないという傾向がありますので、例えば、この事件を見ていても、ルールが明確かどうか

というところで、もうこれは刑事事件ですから、罪刑法定主義の原則がありますから、そ

こで不明確であれば、もうこの人は無罪というかたちになってしまいます。もう一つ、そ

の辺を下級審はいろいろと踏み込んだ部分がありましたけれども、最高裁はそれほど、そ

こを踏み込んでいなかったのではないかというのが、私の意見でございます。 

 

○司会 最高裁の判決に関しては、踏み込んだ意見を言わないということですね。特に、

刑事事件においては、ということのようでございます。 
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 進行の関係で、三洋電機粉飾決算事件に移ってまいります。これについては、当日配布

資料の１７ページ、こちらをご覧ください。 

 非上場の子会社株式に対する評価減が争点になった事件でございます。裁判上はまだこ

れは結審しておりませんで、あくまでも第三者委員会報告としての三洋電機過年度決算調

査報告書だけが判断資料にならざるを得ません。会計学者として、松本先生のほうから三

洋電機粉飾決算事件についてご意見を頂ければと思います。 

 

○松本 三洋電機のケースですが、今、廣田先生のほうからもお話がありましたが、会計

基準が慣習ないしは慣行であればこその典型的なケースではないかと思います。今、弥永

先生のほうからも、長銀・日債銀のケースの説明があったのですが、三洋電機のケースと

いうのは、親会社の貸借対照表に計上されている債務超過にある子会社の株式、親会社が

子会社の株式を持っているわけですが、子会社が債務超過の状態にある期末時点において、

親会社はその子会社の株式の評価額をいくらにするかという話です。 

 その子会社が債務超過である以上は、実際上、買った時の金額よりも当然時価は下がっ

ているはずですから、会計基準では最も損失を大きく計上するのか、最も損失を小さく計

上するのかという複数の代替的な会計処理方法を認めています。これは、先ほど山口先生

が鏡に映すというふうにおっしゃっていたのですが、私は学生に説明する時にいつも、カ

メラで写すんだという話をします。 

 事実は変わりません。われわれの顔は変わらないわけです。われわれの顔は変わらない

のですが、お見合い写真のために写真を写して、その写真を相手側に見せないといけませ

ん。カメラ屋さんはそのときにどう言うかというと、写真の鼻筋をちょっと通しておきま

しょうかと言ってきます。だから、実態を触らないで、写真の上での鼻筋を通すという操

作をするのです。その鼻筋を通すという操作がどこまで許容されるのかというのは、公正

なる会計慣行の話とまったく一緒で、許容範囲はどこまでかという話です。 

 今、申し上げましたように、実態を触るとそれは粉飾ではなく実態操作ですから、もっ

とひどい話になってくるわけですが、顔を触る話をあまりしないほうがいいと思いますの

で、ここでやめておきますけれど、要は実態と写像がある時に、カメラで写した写像をど

こまで触るかという話です。この場合も、三洋電機の子会社があって、子会社が債務超過

の状況にあって、その債務超過の子会社株式を親会社が持っている。親会社が持っている

その子会社の株式をどこまで評価減するかという問題は、子会社が債務超過にある状態を

どこまで親会社の持っている子会社株式の金額に反映させるかという話になります。 

 先ほども言いましたように、事実は１つなのです。事実は、親会社が保有している子会

社株式の対象となる子会社が債務超過状態にあるということなのです。ちょうど長銀・日

債銀のケースを思い出していただきたいのですが、長銀・日債銀のケースでは、最高裁は

過去からの市場頻度や定着度や普及度を根拠にして、最も損失額が小さくなるような評価

基準を法形式的に法的安定性に従って認めました。 

 ですから、三洋電機のケースも同じように、最高裁が認めたような反復性や継続性や法



19 

 

的安定性を根拠にするのであれば、子会社株式の評価減は最も小さくして構わないという

ふうに判断するかもしれません。現に判断したと思います。 

 これに対して、河本先生や神戸大学におられた古賀先生が第三者調査委員会として行な

われた調査報告書ではどうなっているかというと、最も多額の損失を計上する方法が妥当

であったとされています。子会社が債務超過である状態には変わりがないわけですから、

子会社の債務超過の状態がはっきりしている以上は、子会社の債務超過の状態にあるよう

に、子会社株式を１００％反映させるように評価減しなさいというふうに、第三者調査委

員会は報告書を出したわけです。要は、その第三者調査委員会は、ご存じのように、河本

先生は司法学者ですし、古賀先生は会計学者なのですが、独立的な判断で、かつ客観的に

判断を下した場合、現に子会社の状況は債務超過ではないか、債務超過の状態で、子会社

株式が取得原価のままであるとか、評価減が小さくて構わないという発想はあり得ない、

ゼロ評価でないといけないじゃないかというのが調査委員会の報告書の主旨です。 

 第三者として調査報告書を出した客観的な結論は、ゼロ評価しなさいという最も多額の

損失計上を唱えているのに対して、もし三洋電機が日債銀や長銀の最高裁が採ったような

継続性や反復性に従った会計処理基準で最も損失額の小さいもので構わないという評価基

準を採るという主張があったとすると、これらはどちらも公正なる会計慣行という観点か

らは妥当なのです。その妥当なものを中央青山監査法人、当時の中央監査法人がそれらの

評価損の真ん中に落とすためにぎりぎりの交渉をしたのでしょう。ただ、このような推測

は可能ですが、実際のところはわかりません。 

 その結果、三洋電機の場合は、一括で損失計上をするのではなくて、折衷案として複数

年度にわたって、順番に、その評価損を計上する方法を採用したという結果なので、この

ようなプロセスは典型的なクライアントの経営者と監査人として入っている監査法人さん

とのぎりぎりの交渉であり、その結果、評価損を繰延計上した、ないしは複数年度に配分

して分割計上した、という公正なる会計慣行が1つでないことを示す典型的なケースではな

いかというふうに考えています。 

 

○司会 ありがとうございました。 

 渡部先生、三洋電機粉飾決算事件についてご意見を頂けますでしょうか。 

 

○渡部 私のほうからは、３つ、申し上げたいことがあります。 

 第１点は、経営者判断には、われわれは関与できないということです。第２点は、松本

先生からお話がありまして、結論が出たかもわからないのですが、子会社株式の減損処理

についてはいつ、いくら、計上するかという論点があるということです。第３点は、第三

者委員会のメンバー構成について、申し上げたいと思います。 

 １つは、会社が作成した回復可能性を主張する事業計画の是非は、会計監査では追及す

るものではありません。当然、その策定プロセスに関しては検討しますが、会社の意向や

判断に関わる部分は、そもそも検討対象ではありません。これは継続企業の前提、あるい
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は減損会計についても同じであります。 

 企業の事業計画の評価につきましては、監査人と会社の間でバトルを繰り返されること

がありますけれども、事業計画の評価、つまり将来予測を含む見積りの経営判断につきま

しては、二重責任の原則、つまり財務諸表の作成責任は会社、意見は監査人の責任の下で、

経営者の見積りプロセスに不合理を認められなければ、その経営判断を否定することは非

常に難しいのです。 

 ２つ目は、子会社・関係株式会社の減損処理。即ち、いつ、いくらの金額を認識・測定

するかです。松本先生から詳しく説明がありました。私の方は、この第三者委員会の調査

報告書を基に説明したいと思います。 

 お手元の配布資料４８ページを開いていただけますでしょうか。下から３行目ぐらいの

ところです。実務指針第２８５項では、「その後の実績が事業計画等を下回った場合など、

事業計画等に基づく業績回復が予定通り進まないことが判明した時は、その期末において、

減損処理の要否を検討しなければならない」と記載されているだけであって、評価すべき

金額に対する一切のコメントはありません。 

 現在の公正なる会計慣行となっている株式の減損処理や評価損は、おおむね５年間の事

業計画の回復可能性に基づいて、事業計画と実績との間で、相当額の差異、乖離が生じた

場合に、実質価額（純資産額）まで全額減損処理を行います。当時、減損処理を何もしな

いか、或いは全額減損処理するかという考え方が本当に会計慣行であったかどうかは疑問

です。 

配布資料５０ページを見ていただけますでしょうか。 

 この実務指針の主旨が周知徹底されていないということの記載が３点、調査報告書に記

載されています。一番上のほうですが、「但し、実務指針の文言では、そこまで明確に記載

していないため、その処理については関与している公認会計士の指導が重要である」とあ

りますが、実務指針以外の詳細な取り扱いは公表されておりません。 

 また、引き続いて記載されているのは、「このため、実務的にすべてこのような解釈で処

理されてきたかどうかは、必ずしも明確ではなく、未達分のみ、又は一部のみ減損した例

もあるかと思われるが、一般的には回復可能性がないと判断して、実質価額まで減損する

考え方が大勢と思われる」と、歯切れの悪いものとなっています。 

 さらに、調査報告書の⑦のところで、「平成１３年３月期において、金融商品会計基準が

公正なる会計慣行になっていたかどうかという点については、経過期間の設定、公開草案

による意見聴取、実務指針の完成等の周知徹底措置からみて、これを認める考え方が一般

的であるが、適用初年度、２年度はその解釈について公認会計士の誤解や混乱があった可

能性も否定できない」と、会計実務が実務指針の趣旨どおりにされていたかどうか、不安

な面が指摘されています。 

 長銀・日債銀の判例について、弥永先生の話にもありましたように、公正なる会計慣行

と言えるためには、明確で、かつ周知性が必要です。調査報告書で「一般的」と言える以

上は、当時の会計実務の調査が必要であったのではないでしょうか。慣行と言えるために
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は、会計実務がどうなっているか、調査しないと言えないように考えます。本当に当時、

第２８５項の解釈として全額減損処理するというのが「唯一の公正妥当なる会計慣行」だっ

たのでしょうか。私は疑問を抱いております。 

 

○司会 ３点目の第三者委員会での論者については、どうお考えでしょうか。 

 

○渡部 第三者委員会の構成についてですが、今回の事案については、子会社・関係会社

株式評価の問題です。いわゆる、経営者判断が介在する会計基準の問題であります。当然、

会計基準の適否に関する検証が必要です。会計及び監査に長けた職業専門家が第三者委員

会のメンバーに入っていないのは、如何でしょうか。そういう職業専門家こそが、この第

三者委員会の主人公であるべきではないかと私は思います。 

 

 

5-2 「公正なる会計慣行」は唯一無二か 

○司会 このシンポジウムで取り上げる事例で長銀・日債銀事件と三洋電機事件を一緒に

論じた趣旨は、共通する点が結構あるからです。 

 まず、いずれも新しいルールの適用初年度であるタイミングに起こった事件です。改正

前の決算経理基準と改正後の決算経理基準のどちらを適用するかどうか。それが銀行にお

いては争点になりました。 

 三洋電機については、金融商品会計基準で、株式会社の株式に対しての評価減。それを

どのように適用するか。そういった争点がありました。 

 弥永先生のお話でも出ましたが、「慣行」というのが、どうやらキーワードになってきそ

うな気がいたします。業種で、片や銀行業、片や一般事業会社と。そこら辺について、慣

行として認識できる事例といいますか、そういうところに関しては、渡部先生、どうお考

えでしょうか。 

 

○渡部 子会社・関連会社の株式の減損処理については、平成12年1月に当時新しく基準が

公表されました。しかし、従来、回復可能性についての判断期限等は定められていなかっ

たわけですが、平成１３年７月に、おおむね５年以内に回復可能性があれば減損処理をし

ないことも認められることになりました。 

 長銀・日債銀でも同じなのですが、平成１０年度までは、会計基準が税務を中心に動い

ていたということで、従来、会社は有税にしてまで評価減を行うことがないのが慣行であっ

たと思われます。会計ビッグバンを迎えて、株式の減損会計についても大きな議論があっ

たわけですが、新しく会計基準が採用されたということで、やはり当時、会計実務がどの

ように行われてきたかを確定することが、慣行を考える上で非常に大きなキーポイントに

なるように考えています。 
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○司会 銀行の場合ですと、監督する当局がいたりしますが、それに関しては、どうお考

えでしょうか。 

 

○渡部 銀行の場合、監督官庁がおりまして、長銀・日債銀のケースであれば、大手１８

行中１４行が従来の税法基準を採っていたということで、公正なる会計慣行は当時２つ、

即ち、税法基準と新しい金融商品に関する会計基準があったという話になったわけですが、

民間企業の場合は、なかなか、その実態調査が難しいと思います。もしも、三洋電機と同

じことをやっていますと言ったら、罰せられるから誰にも言えないというような事情もあ

りますので、日本公認会計士協会とか、独立性のある機関に、第三者委員会が確認すると

いうようなことも必要ではないかと考えます。 

 

○司会 業種で述べますと、金融に関しては、やはり金融庁とかの検査という事実があり

ますので、それで事例をおそらく集積している。 

 ところが、一般事業会社の場合については、他社事例はわかりそうで、わからないとこ

ろがあります。三洋電機でいいますと、他社事例が見つからない中、第三者委員会のコメ

ントがものすごく尊重されて、結論付けられてしまったと思っています。三洋電機に関し

てのご意見を山口先生と弥永先生にも頂けたらと思います。まずは、山口先生、お願いで

きますでしょうか。 

 

○山口 私はどちらかというと、第三者委員会の立場から、ちょっと渡部先生に対する反

論になるかもしれませんけれども、委員会の報告書を読むと、途中で出てくるのが、中央

青山の監査法人の方々を何度も委員会に呼んだと。ところが、一度も来てくれなかったと

書かれています。   

私も第三者委員会の委員をやっていて思うのは、あれは人にも限りがあるし、時間にも

限りがあるし、その中で課された使命を最大限果たさなければいけないと。そうしてくる

と、自由心証で物事を決めていかないといけない。その時に一生懸命、この会計士の方々

にお聞きしたいと思って呼んでも、来られないということは、これはちょっと反感を持た

れるかもしれませんけれども、言うべき利益、つまり有力な反証がないから来ないんでしょ

うと。ですから、例えば、こちらのほうでこういうふうに思っているんだけれどもという

ことに関して反論がなければ、そういうふうに報告書の中では書いてしまうことになりま

す。これはあくまでも第三者委員会という事前規制の世界のものですから、これは宿命で

あって、やむを得ない部分もあったのではないかと。 

 だから、逆に言えば、渡部先生がおっしゃるように、最初から会計士資格を持った方が

入って、そういった問題もイニシアチブを取って進めていける体制、それがあったらよかっ

たという点では、まさにおっしゃるとおりかなと思いますけれども、第三者委員会として

やるべきことは、かなりやっていたのではないのかなというのが、私の意見でございます。 
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○司会 弥永先生、ご意見を頂けますでしょうか。 

 

○弥永 第三者委員会自体の結論というのは、私からすると、若干気になるところがござ

います。というのは、あとで出てくるビックカメラ事件でもそうなのですが、日本公認会

計士協会がおつくりなっている実務指針、これがどの程度影響するのかという点について

は非常に重要な未解決の問題があります。日本公認会計士協会がおつくりになっている実

務指針が一般に公正だと認められる企業会計の慣行にあたる、私もそう思ってはいるので

すが、ただ、それが唯一なのか、そこで示されていることに、どれぐらい忠実に従わなく

てはいけないのかということについては、やはり慎重に考えないといけません。 

 と申しますのは、やはり子会社・関連会社株式の評価ということになりますと、今、い

くら債務超過であっても、これから業績を上げていけば、価値のある株式であり得るわけ

ですし、また企業集団を考えた時には、単純に、その会社の現在の資産状況、財政状態が、

その会社の株式の価値というよりは、その会社の株式を持っていることによって、ここで

いえば、親会社である三洋電機が、将来、どういう利益を得られるのかということが、そ

の株式の価値を決めていく面があるわけです。 

そう考えると、この実質価格というものを単に１株当たりの純資産額と考えていいのか

どうかということが、実は会社法の観点から非常に気になるのです。その辺りを考えずに、

もちろん時間的な制約はあるのですが、単純な割り算で計算するのでいいのかというのは

気になるわけです。それは、第三者委員会にそこまで求めるのは行き過ぎであるのはよく

わかっているのですが、ただ、第三者委員会が出してきた一つの会計処理、減損の認識の

在り方が唯一の会社法上認められている、あるいは金融商品取引法上認められている結論

ではなく、やはり見積りには、それぞれ幅があって、見積りの許容範囲はどこなのかとい

うことに、われわれとしては留意しなくてはいけないのではないかという印象を受けまし

た。 

 

○司会 「見積り」という言葉が出てきました。株式の評価減に関しては、見積りという

内容が重要なポイントになってまいります。経営者の方の将来予測とか、見積りについて、

それを使った会計処理をするケースが多々あります。それに関して、その見積りいかんで

幅が出る結果になるわけです。そこで山口先生にお伺いしますが、この見積りに関して、

法律の実務家として、どのようにお考えか、ご意見を頂けますでしょうか。 

 

○山口 私は、「見積り」については経営者や会計監査人の専門判断が妥当する場面だと思

います。司法としては、当然、これは尊重する立場でしょうし、裁判所が入っていって、

相当、幅の狭いかたちでこうであるという判断を下すということは、今までもあまり見た

ことがないですし、これからもそういうことにはならないだろうと思うわけです。 

 最近のオリンパスの事件を見ていても、ＦＡの報酬がどれぐらいなのかということに関

しては、相当な幅は、やはり認めるだろうし、Ｍ＆Ａで国内の子会社を買収するという時
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の企業価値に関しても、相当な幅を認めるでしょう。大阪で去年起きた事件で不動産鑑定

士さんが逮捕された事件がありましたけれども、あそこでも、評価額そのものを逮捕の中

で重要視していないですよね。捜査機関が重要視したのは、最初からその人がそういう相

談に参加していたと。まだ不動産価格も何も出ていない時から、どういうスキームで売り

抜けるかとか、そういうことに参加していたということを問題にしているわけで、いわゆ

る価格の高い、安いという評価のところに司法がそれほど大きく踏み込むということはし

ないだろうし、これからも、それはなかなかできないのではないかというイメージは持っ

ています。 

 

○司会 私も監査人ですけれども、「見積り」については難しい面があると思っています。

渡部先生、会計監査の観点から見積りに関して、フォローしていただけたらと思います。 

 

○渡部 会計上の見積りには、経営者の判断が入ってきます。先ほども申し上げたのです

が、企業の経営者の意思決定には、われわれは関与できないということになっております。

よって、経営者の会計上の見積りのプロセスやその過程は当然検討するわけですが、そこ

に不合理が認められなければ、会社の事業計画や将来予測を含む見積りを評価は否定する

ことは難しく認めざるを得ないというかたちで進めております。 

 そこには、監査人はお互いにどこまで心証を得られるかということで幅が出てくるのは

いたしかたないかなと考えています。 

 

○司会 ありがとうございました。 

 事例としての３つ目です。ビックカメラに話を移していこうと思います。ビックカメラ

事件に関しては、証券取引等監視委員会が公正なる会計慣行とは何かとどのような虚偽表

示があるのか、ということを判断した事件でありました。裁判所ではありません。不動産

の流動化を実施しようとした時のビックカメラは、事実として、上場準備に入っていたよ

うではありますけれども、商法特例法決算の会社でありました。そういう前提がございま

すが、弥永先生、ビックカメラについてご意見がありましたら、承れればと思います。 

 

○弥永 実は、このビックカメラ事件については、私、意見を書いておりますので、私の

意見にはバイアスがかかっているかもしれませんが、いくつかの特徴をご指摘させていた

だければと思います。 

 まず、このビックカメラ事件というのは、非常に珍しい事件であるということが言える

と思います。すなわち、これまで粉飾決算あるいは虚偽記載と申しますと、架空資産や架

空取引の計上あるいは簿外負債の存在、こういったようなものが中心だったわけですが、

このビックカメラ事件は、明らかに会計基準の適用という問題を採り上げているのです。 

会計基準がまったく存在しない状況のもとでは、ビックカメラ事件において虚偽記載が

あると言われることは、まず、ないと思われます。すなわち、どの範囲の会社を連結しな
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ければいけないのかという問題を前提として、金融取引として会計処理をするのか、ある

いは売買取引として会計処理をすべきなのかという問題があるわけです。 

 ２つ目の特徴としては、本件では企業会計審議会や企業会計基準委員会が公表した企業

会計の基準に違反していることを問題にしたわけではなく、日本公認会計士協会の実務指

針に強い規範性を証券取引等監視委員会は認めて、課徴金の納付命令を当初出したという

事件なわけでございます。その意味で、かなり変わっているといいますか、ちょっと特殊

な事案であったわけです。 

 さらに３つ目、このポイントが私は非常に重要だと思っているわけですが、この流動化

取引、証券化取引をおこなった時点では、ビックカメラは有価証券報告書提出会社ではな

く、商法特例法上の大会社として、会計監査人の監査を受けている。そういう会社であり

まして、実は、この商法特例法上の大会社がどういう会計処理をしなくてはいけないのか。

商法特例法上の大会社にとって、公正なる会計慣行は何なのかということについては、必

ずしも明確ではないというところがあります。 

 これは私の勝手な見方かもしれませんが、実は、平成１０年に、よく知られている、商

法と企業会計の調整に関する研究会報告書として大蔵省と法務省で設置された委員会が報

告書を出しているわけですが、この報告書では有価証券報告書提出会社というものと中小

会社、この２つが出てくるのです。それぞれについて、どういう会計処理、どういうもの

が公正なる会計慣行と見る余地があるのかということには触れられているのですが、あえ

て、有価証券報告書提出会社ではない、しかし、大会社というこのタイプの会社には言及

されていないわけです。これはおそらく、その研究会の委員の方々の顔ぶれを考えると、

気が付かなかったはずはないわけで、気付いたけれど書いていないのだと思います。この

ことは、おそらくそれは非常に難しい問題だから、あえて書いていないのではないかと私

なんかは思うのです。 

 そういうわけで、商法特例法上の大会社は有価証券報告書提出会社に近い会計処理をす

ることが商法特例法の観点から要求されていたのか、それとも、そうではなく、やはり有

価証券報告書提出会社ではないということが大きな分水嶺になるのかが問題になるわけで

す。その点を証券取引等監視委員会は、おそらく意識しないで、これは有価証券報告書提

出会社と同じように扱っていいと思って、課徴金納付命令を当初出したのではないかと思

われるわけですが、本当にそれでいいのかという点が気になるわけです。 

 ですから、取引当時の有価証券報告書提出会社以外の会社であったビックカメラに、仮

に有価証券報告書提出会社と同じ会計処理が要求されなければ、それはおそらく売買処理

でよかったのではないかというのが、私の見方なのです。 

 しかし、その当時、連結計算書類を作成していない会社にとっては、子会社であるかど

うかは、あくまでも、実質基準ではなく議決権割合基準に依存して判断していたのが商法

でございます。あくまでも、連結計算書類との関係だけ、実質基準が親会社、子会社概念

については採られていたと考えてみると、実はビックカメラにとって、ここで出てくる会

社は子会社ではなかったのではないか。商法上の子会社でなかったことは確かでして、こ
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のような背景の下で、連結計算書類をつくらない会社で、商法上は子会社でもない会社だ

けれども、しかし、ここで証券化取引との関係では子会社扱いをして、いわば金融取引と

して処理し、オフバランスは許さないという解釈が果たして自然だったのかという疑問も

実はあります。 

すなわち、現在の会社法の下では、子会社概念は実質基準によって判断されることになっ

ていますけれども、この当時は実質基準ではなかったということもあって、その当時のさ

まざまな過渡的な事情というものを踏まえると、いろんな問題点を考えないと、課徴金納

付命令にはたどり着かないところをうまく、そこのところを気が付かなかったのかわから

ないのですが、そこを無視して課徴金納付命令が出てしまった。これがちょっと気になる

ところであるわけです。 

 もちろん、結論としては、この課徴金納付命令、あるいは虚偽記載があったと見ること

に、必ずしも説得力がないわけではないのですが、しかし、そこに至るまでのプロセスを

考えるにあたっては、結構、乗り越えなくてはいけないハードルがあるのではないかなと

いう気がいたします。 

 とりわけ、日本公認会計士協会の実務指針との関係で言えば、おそらく、一般に公正妥

当と認められる企業会計の基準、あるいは当時の公正なる会計慣行であると言うためには、

単に日本公認会計士協会がつくったというだけではなく、やはり、この「公正なる」とい

う要件をみたさなければならないでしょうし、さらに「慣行」という以上は、この当時、

有価証券報告書提出会社ではない大会社が、果たしてこういう証券化取引をすることが一

般的であったかどうかはわかりませんけれど、どのような会計処理が一般的だったのかと

か、こういったような裏付けも本当は取ってほしいところだったという気はします。 

 

○司会 ありがとうございました。 

 会計制度委員会報告という言葉が出てきました。会計制度委員会報告１５号。渡部先生

にお伺いしますけれども、これについては、われわれ会計士に対しては拘束力があります

でしょうか。どうでしょうか。 

 

○渡部 会計制度委員会報告。これは日本公認会計士協会の会計制度委員会の方で議論し

て公表しているものです。われわれには監査業務を実施する時に、「会員の業務に関する公

表物の取り扱いに関する細則２条１号」というルールがありまして、われわれ公認会計士

たる会員に対して、日本公認会計士協会が出す委員会報告、つまり、ここでは会計制度委

員会が出す会計制度委員会報告は、当然、それに拘束性があるということです。ですから、

われわれ公認会計士の会員はそれらに抵触しないように、準拠して監査することになりま

す。 

 よって、われわれとしては、原則、会社法監査と金商法監査を実施する場合、会計制度

委員会報告や会計基準委員会報告等については、区別することなく適用しています。もち

ろん、会計基準については、会社法監査と金商法監査は、同一基準で対応しています。 
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 ただし、開示や表示については、全く異なりますので、会社法の表示から金商法の表示

へは組替表示が必要となります。よって、われわれ公認会計士の会員は日本公認会計士協

会の公表する委員会報告に拘束されますので、それに従って会社に指導するように監査を

しております。 

 

○司会 松本先生は、このビックカメラ事件について、どのようにお考えでしょうか。 

 

○松本 ビックカメラのケースなのですが、日本公認会計士協会が出している会計制度委

員会報告ですが、これには法的な根拠がありません。会計士協会に所属されている会計士

の先生方はよく勘違いされるのですが、アメリカ公認会計士協会の中にあるＡＰＢという

会計基準をつくる委員会が昔あったのですが、それは証券市場を監督している証券取引委

員会（ＳＥＣ）がＡＩＣＰＡ、つまり会計士協会に会計基準と監査基準を設定する権限を

与えるという、日本で言えば省令、アメリカだとレギュレーションの中で書かれていたの

です。 

 ところが日本の場合は、会計基準をつくる権限は、先ほど森久先生の話にもありました

とおり、企業会計基準委員会と企業会計審議会にしか与えていません。その他は慣行です。

ですから、同じ会計士協会という名称を持っていますが、日本とアメリカとでは、その法

的なよりどころが違うのです。ということは、日本の公認会計士協会がつくっている会計

制度委員会報告というのは、あくまでも協会の会員である会計士を拘束しているだけで、

その会計士を拘束している内容が経営者を拘束すると考えるのはあり得ない話になりま

す。 

 そうしたら、どうやって会計制度委員会報告の実効性を確保するかというと、会計士が

監査人として、クライアントの現場に入っていって、日本の会計士協会では、こういう実

務指針をつくっているので、この実務指針どおりにやってください。やらないのであれば、

おたくの財務諸表の一部に欠陥がある、間違いがあるという意見をわれわれは公表するこ

とにしますよ、という牽制を働かさないと、その日本の公認会計士協会が作っている会計

制度委員会報告の実効性は確保できないのです。ですから、そこでどれだけの度胸が監査

人にあるかどうかが試されているわけで、日本の公認会計士さんの中にはほとんどそれが

なく、そういう意見を出す可能性はほとんどないように思われますから、実際、ほぼ９９．

９％は無限定の適正意見が出ていますので、その実効性を自ら放棄しているのは会計士さ

んだと言うことになります。 

 なので、弥永先生がおっしゃいましたように、会計制度委員会報告はあくまでも自主規

制の一環ですから、それに法的拘束力があるというふうに考えるのはあり得ない解釈にな

ります。 

 次に、連結の範囲に関しまして、弥永先生が会計基準の適用が争われた最初のケースだ

というふうにおっしゃっていたのですが、実は、その連結の範囲に入れる入れない、つま

り支配下にある子会社ないしは関連会社を親会社の連結財務諸表の範囲に入れる入れない
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という議論は、これは「連結外し」と言って、当時の上場会社、ないしは非上場会社の経

理部のノウハウが問われる最も重要な戦略の1つだったのです。 

 その「連結外し」というのは俗語ですけれども、業界内では通用しておりました。とい

うことは、連結外しを争う最初のケースだというふうに言えます。 

 平成１０年に商法と金融商品取引法の調整がおこなわれた、企業会計原則の調整がおこ

なわれたとおっしゃっていたのですが、実は平成９年に連結財務諸表原則の改正があって、

子会社の判定は形式的な持株比率による判定ではなく、実質的な判定をおこなわなければ

いけないというふうに変わりました。 

 どうしてそんな話が出てきたかというと、先ほど言いましたように、連結外しが上場会

社や非上場会社を含めて横行していたので、連結外しの実効性を保てないように、抜け道

を許さないように、持ち株比率基準から実質支配力基準に変えたという背景があるのです。 

 そうしたら、ビックカメラは、どうしてわざわざこんな会社をつくらないといけなかっ

たのかということを考えていただきたいのですが、配布資料２１ページのところに、図１

２をつくらせていただきました。実は、調査委員会報告書のほうは、２０ページ図１１の

ところで全体のスキームを書いてくださっているのですが、これではどこが争点になって

いるかがわからないようになっていますので、２１ページ図１２の方をご覧いただきます

と、連結外しがこの会社にとって非常に重要であったということが、ご理解頂けると思い

ます。 

 ビックカメラからすると、この匿名組合と豊島企画を子会社に入れたくなかったのです。

どうして入れたくなかったかというと、匿名組合が信託受益権を発行します。この信託受

益権をビックカメラが保有して、それを市場で売却することによって、利益を獲得したかっ

たのです。その特別利益を確保して、その特別利益を持ってリストラの原資として使いた

かったという実質的な背景があります。 

 ですから、売買取引として、その匿名組合から受け取る信託受益権が認識されなかった

ら、見込んでいた利益が得られずビックカメラのリストラは進まないことになってしまう

のです。なので、何とかして、この匿名組合と豊島企画を子会社から外したいという実質

的な理由があります。そこで、もし形式的な判断基準でこれは子会社に該当しないから、

売買取引として認識することが可能なのですと言ってしまうと、先ほど言いましたように、

実態をカメラを通して写像に写しているわけですが、その実態を、本来は子会社であるも

のを子会社ではないものとして認定してしまうことになります。要するに、実態を動かす

ことを、つまり大幅な顔の整形を認めることになるのです。ですから、実態を動かすこと

を認めてしまうような理解を、果たして、このケースでしていいのかということを考えて

いただきたいと思います。 

 長銀のケースや日債銀のケースで裁判所が理解したように、継続性や反復性、法的安定

性ということを理由にして、客観的かつ明確な基準がない限り、実質的な判断をしなくて

いいんだと理解してしまいますと、ビックカメラの経営陣の思うがまま、思い通りの経理

操作が行なえると理解できます。 
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 例えば、ビックカメラの担当者が、果たして、そういうことを理解していたのかどうか

ということを検証している文言が、配布資料の１０１ページ、１０２ページにあります。

そちらをご覧いただきますと、１０１ページですと、上から４段落目真ん中辺りに、「なお、

この時点において、アセットからは」、アセットというのは、その信託受益権を売却するこ

とによって、手数料を稼ごうと思っている人たちですが、「アセットからは、ビックカメラ、

またはビックカメラの子会社・関連会社でなければ、被審人が１００％出資をしている会

社が優先匿名組合出資をおこなっても問題ないとの指摘を受けていた」と。 

要するに、この証券を売却して手数料を稼ごうと思っている会社からすると、子会社で

はないので、被審人というのは、これはビックカメラの社長ですが、社長が１００％出資

している会社が、その信託証書を売却しても全然問題はないと言っていた。 

さらに、念押しをするために、ビックカメラの担当者は、１０２ページをご覧いただき

たいのですが、上から６行目ぐらいに「また、実質支配基準を考慮して、ビックカメラの

役員以外の者を代表者とするが、実質的な運営はビックカメラがおこなうことを前提とさ

れていた」とか、あるいは、その下３行ぐらいに「新会社はビックカメラからの出資や役

員派遣のない会社とする必要があったこと」「新会社の社長には、ビックカメラと関係のな

い者を予定していること」というふうなことを、既に検討していたのです。要するに、こ

れは連結外しの典型でこういうことをやっておけば、子会社にしないで形式上の要件を満

たすことができる。だから、売買取引として対外的に表明することによって、特別利益を

計上して、ビックカメラのリストラに利用することができる。というのが、インセンティ

ブとして、ビックカメラの担当者の心の中にあったのです。 

あったからこそ、さらに１０４ページをご覧いただきたいのですが、これは専門家の言

質を取りに行っているのですが、１０４ページの上から３行目にアがあって、朝日監査法

人の意見書作成依頼というのがあります。さらに、エに東京共同会計事務所の意見書とい

うのがあります。 

これは何の言質を取りに行ったかというと、朝日監査法人と東京共同会計事務所から子

会社に該当しないという証拠を得ようとしていたのです。会計士さんはこの辺は事情を

判ってますから、会計処理をして売却処理が認められる一定の条件を付して、要するに支

配関係がないことを条件として、売買取引として見なすという意見書を朝日監査法人と東

京共同会計事務所は出しています。 

さらに、弁護士さんにも聞きに行っているのです。弁護士さんに聞きに行っているのは、

１０９ページにあります。「（４）本件不動産流動化の問題の発覚と対応」というのがあっ

て、２つ目の段落で「平成２０年７月１６日、Ｂ及びＩは、本件不動産流動化の法律面に

ついての助言等をした弁護士に対して、被審人が豊島企画に銀行借り入れにつき担保提供

をしたこと、被審人が豊島企画の実質的な出資者であることの問題点を確認したところ、

当該弁護士からは問題がない」と。 

要するに、弁護士さんは形式基準に従って、これは子会社に該当しないので売買取引と

して計上することは問題がないという判定を下しているのです。 
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ご覧いただくとわかりますように、ビックカメラが本来、何を意図して、この売買取引

を認めさせようと思っていたかということから考えると、要するに実態面から考えると、

これは子会社と見なされてしまう。しかし子会社と見なされないようにしないとその取引

が成立しなくなってしまうんですが、このような連結外しの容認は、実態を侵すことを認

めてしまうことになるのです。 

加えて、先ほど弥永先生がおっしゃいましたように、この会社は上場前なので、商法特

例法適用会社だから、有価証券報告書提出義務はありません。したがって、会計士協会の

会計制度委員会報告に拘束力はありません。それから、これは商法特例法適用会社であっ

て上場会社ではないので、金商法の基準にも従う必要はありません。だから、子会社と捉

える必要もないという理解をたとえしたとしても、これは関連会社、ないしは利害関係の

ある会社とのあいだでの取引であることには違いないですから、これは関連当事者間取引

として、財務諸表に注記する必要はあったはずです。 

この結果、連結をしているか、していないかにかかわらず、ビックカメラが作っている

会社の計算書類に注記として、関連のある当事者とのあいだの取引として、信託受益権証

書の売買取引による利益を損益計算書に計上いたしましたという記載をする必要がありま

した。もちろん、それを記載することは、ビックカメラとしては嫌です。記載してしまう

と実態がばれますから。だから、それも記載していないはずなのですが、金融庁の審査官

はそこまで言及しておりませんので、関連当事者間取引として、この取引が注記されたか

どうかに関する証拠はありませんが、もし実態面を重視して実質的に判断したのであれば、

これは注記開示の対象となる関連当事者間取引であったというふうに認識し、虚偽記載が

あったとする例ではないかなと私は考えます。 

 

○司会 ありがとうございました。 

 弥永先生、よろしいですか。 

 

○弥永 おっしゃるとおり、私も研究者的というか、会計を研究する立場からすれば、松

本先生のおっしゃるとおりだと思うわけですが、本件について、ビックカメラが法律的に

見た時に虚偽記載をしたと評価されるかと言われると、それは非常に難しいのではないか

と思います。 

 少なくとも、その段階で日本公認会計士協会の実務指針にビックカメラは拘束されると

いうような立場にはなかっただろうし、連結計算書類をつくる立場にもないという状況の

もとでは、実質的な子会社が相手だからといって、オフバランス処理を採用できないとい

う結論にはなかなかなりにくい。 

 もちろんこれは現在であれば、松本先生がご指摘のように、会社法上も関連当事者との

あいだの取引の注記が必要ですが、この当時は、商法上要求されていた関連当事者間取引

についての注記はきわめて断片的なものにとどまっていたということもあるので、もちろ

ん主観的意図としては、松本先生がご指摘のとおりなのですが、それは法律の抜け穴とい
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うか、それを突いたとまでは言わなくてよいのではないか、違法とまでも言わなくてもい

いのではないか。すなわち、公正なる会計慣行というのは時代によっても、会社のタイプ

によっても違ってきて、いわば、ストライクゾーンが広くなったり、狭くなったりするこ

とがあって、このビックカメラの場合には、確かにど真ん中の直球ではないけれども、し

かし、ストライクゾーンに入っていないかと言われると、それを否定することはちょっと

難しいのではないかという気がします。 

 

○司会 たぶん、この議論はお二人のあいだでずっと続くのですが、このあたりで収束し

ておきます。 

 非上場会社の会計処理ですが、上場会社よりも若干範囲が広くなるということで、いっ

たん簡単にまとめておったわけですが、それが適用されてくるケースです。 

 ビックカメラのこの特別目的会社ですが、連結対象にしなくてもよかったのではないか

というご意見と、いや、そんなことはないという意見とそういうお話でぶつかっていたわ

けです。わたしが考えますのは、そこまで監査法人からの指導を受けておきながら、融資

条件でどんどん、どんどん、銀行の条件を受け入れて、結局、子会社になってしまった。

国税庁からはそれは売買取引だとされ、課税所得だからちゃんと税金は納付してください

ねと言われ、だけど、金融庁からはそれは金融取引だとされ損益取引としては駄目だ、と。

つまり、泣き面に蜂という結果になったのではないかと考える次第であります。 

この事件はこんなところで収束して次に参ります。 

 

 

5-3 「公正なる会計慣行」を判断するのは誰か 

○司会 長銀・日債銀で裁判所が公正なる会計慣行がどれかという判定をしたケースを見

ていただきました。第三者委員会でこうだというジャッジを下されたのが三洋電機であり

ました。ビックカメラに関しては、証券取引等監視委員会のほうでそういうジャッジがお

こなわれました。 

公正なる会計慣行かということを誰が判断するか。そのことをちょっと議論していただ

こうと思います。何のトラブルもなく、平時ならば、会社がまず決算処理をするわけです

から、公正なる会計慣行であると判断して、それを会計士が否定するか、認めるかという

判断になるでしょう。トラブルになったのであれば、証券取引等監視委員会が調査に入る

と、証券取引等監視委員会がまたそれをジャッジするでしょうし、もっとこじれて裁判に

なったならば、法廷闘争になるようなことになるでしょう。 

 こういった「誰が公正なる会計慣行と判断するのか」という点に関して、まずは山口先

生からご意見を頂ければと思います。 

 

○山口 今日の主題に本当に近い問題だと思うのですが、公正なる会計慣行にあたるかど

うかということに関しては、これはもう、今日、冒頭に申し上げたとおり、刑事、民事、
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行政処分、いわゆる、法的処分の中で虚偽記載かどうかということの一つのメルクマール

になるわけです。最後はどう考えても、裁判所です。何が公正なる会計慣行なのかという

ことに関しての判断権は、当然、裁判所にあると考えて結構かと思います。 

 ただ、今日の弥永先生や松本先生や渡部先生のお話を聞いていて思ったのは、当然、何

が公正なる会計慣行かということも問題ですが、やはり唯一の会計慣行なのか、会計慣行

が併存しているのか。そういうものも、最後は問題になってくるわけです。 

 先ほどからお聴きしていると、会計士の人たちが肝心なのは、今、会計基準の選択や適

用方法に関して会社と会計士といろいろとやり取りがあって、そこでどちらの意見が通る

かという、まさにフィールドが、裁判所を通すフィールドと会計士さん方が活躍するフィー

ルドと違うわけで、そこでの判断で考えるならば、唯一なのかどうかということもすごく

大事な問題で、これはもう、私は会計の専門家ではないので、今日のお話を聞いていて疑

問に思ったのが、ルールをつくることとルールを解釈することは、われわれ法律家は違う

わけです。ルールをつくるのは立法であって、つくられた法を解釈するのは司法なのです。 

 ここにおける会計慣行の中身に、ルールをつくることもつくられたルールを解釈するこ

とも、いずれも含むのかどうか。例えば、金融商品会計基準というルールがある。そのルー

ルをどう解釈するかという一つのものさしがある。これも全部、会計慣行というふうにひっ

くるめて、会計士の方々は認識されているのかどうか。そういうところについて、ちょっ

と疑問を持ちます。やはり、唯一のルールとかルールが併存しているという言い方は裁判

の中に出てきますけれども、これはいかにも法律家らしい発想なのです。会計基準という

ものを法に近いものと捉えたら、唯一かどうかという問題とか併存するという問題になる

のですが、例えば今申し上げたように、解釈も含めて全部を含めて会計基準と捉えるのだっ

たら、もっともっと幅の広いものであって、２つも、３つもルールが併存するという概念

自体があり得ないのではないかなと。要するに、幅のあるものであって、その幅の範囲か

どうかという問題だけを捉えればいいのではないのかなと思うのですが、その辺はちょっ

と、個人的な疑問です。 

 

○司会 どうですか、渡部先生。お答え願えますでしょうか。３ページに設定主体と策定

ルールの変遷とか、そういった表がございますが、左側が企業会計審議会、企業会計基準

委員会、法的には正当性を有した主体がつくったルールですし、会計制度委員会について

は、法的な正当性はありません。ただ、われわれを拘束するルールなので、実際に使って

いたりするので併記しているわけですが、例えばこういった表を使って、ご意見等を頂け

たらと思います。 

 

○渡部 企業会計基準委員会、これは金融庁長官が定めるものとして法的な権限をお持ち

になっております。この委員会が公表するものにつきましては、パブリックコメントを求

めますので公開草案というかたちで会員の皆さまにも事前にオープンにして意見を聞い

て、それが最終的に企業会計基準等とになります。だから、従来よりも増して、一般会員



33 

 

の人が公開草案に対してアクションし易くなっています。そういうことで、これらの基準

の在り方、解釈の仕方というのが、ストライクゾーンの方に収束していくのではないかと

思います。 ただ、よく問題になるのが見積りの話です。将来予測を含む見積については、

なかなか実務指針等の段階で明確に記載されていません。よって、そこでの文言解釈が、

監査人により幅が出てくるのかなと思います。 

 最近はすべての会計基準は、いつの開始事業年度から適用しなさいということで、それ

が明確化されてきています。一方、将来予測を含む見積りの問題では解釈の余地が残って

おりますので、そこで裁判になった場合に、公正なる会計慣行が２つ出てくるケースもあ

るのかなと思います。 

 

○司会 山口先生どうぞ。 

 

○山口 われわれ弁護士というのは、あくまでも裁判所が主なフィールドですから、当然、

原告代理人、被告代理人で法の解釈が違って当たり前。 

 ところが、会計士の人たちは、オピニオン・ショッピングはあっても、セカンド・オピ

ニオンはないというふうにわれわれは理解をしているのですが、そのセカンド・オピニオ

ンがないというのは、解釈としてはどうなのかなという、その解釈の世界の問題なのかど

うかということです。 

 例えば、先ほどの松本先生の話の中で、この時期のビックカメラはこういうかたちでの

処理しかあり得ないという話があった時に、松本先生がおっしゃるように、だいたい会計

士さんに聞いたら、いや、そうでないと困るという処理があったとしても、例えば別の会

計処理というか解釈というか、そういうものが一般にはなっていないけれども、いや、う

ちはこういうものでやったんだよというものが成り立てば、おそらく裁判の中では、それ

は抗弁として、つまり、これは当然会計慣行だけれども、私が採ったやつも、やはり会計

慣行だと。こういう抗弁が成り立つかどうかという問題が出てくるのではないかなと思う

のです。 

 それは、単なるルールの問題なのか、それとも解釈にまで及ぶものなのか、そういうこ

とを考えるので、ちょっとすぐには出ないかもしれませんけれど、個人的な疑問としては、

その辺が少しあるかなと思っているのです。 

 

○司会 ありがとうございます。とりあえず、進行させていきます。 

 誰が判断をするかというところだったのですが、松本先生はどうお考えでしょうか。 

 

○松本 公正なる会計慣行の判断主体の問題ですけれども、これは弥永先生と山口先生と

共通しておりまして、最終判断は裁判所しかないという理解はしております。 

 ところが、そういうふうに理解してしまいますと、それこそ、裁判所の建前は法的安定

性なのかもしれませんけれども、資本主義の中では、適時かつ適切な市場取引が流動的に
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安全なかたちで行なえないと、市場の信頼性は確保できずその発展は達成できなくなって

しまいます。 

 要するに、瞬時に株式取引が行なわれるために、その株価形成に影響を与えるような情

報開示が適切な情報開示でないといけないわけです。ですから、それは日債銀や長銀のよ

うに、１０年間も掛かって最終判断を下されて、公正なる会計慣行はこれこれこうでした

と言ってみたところで、そんなものは１０年前にその商取引は終わっているわけで、何の

意味もない判断になります。 

 ということは、たとえ暫定的なかたちであったとしても、財務諸表の信頼性を判断する

という役割を担っている監査人が、暫定的に公正なる会計慣行の中に含まれているもので

あるというふうに、企業側が行なっている会計処理を認定しない限り、証券取引の場でそ

の情報が使われることはあり得なくなると思います。 

 ですから、最終的に決着を付けるのは裁判所かもしれませんが、暫定的にと言っても、

会社側が採用している会計処理の方法が公正なる会計慣行の一つに該当する。もちろん、

それは先ほども言いましたように、公正なる会計慣行は山口先生流に言うと、解釈も含め

た代替的な会計処理方法を認めるという立場に立っていますが、もちろんその主旨を前提

にして。その基準が設定された主旨に基づいた複数の代替的な会計処理方法が、解釈も含

めて存在するというふうに認識しておりますが、あくまでも監査人が暫定的に判断しない

といけないと理解しております。 

 この話をした時に、今日は全然笑いが取れていないので、ここは大阪ですから一部で笑

いを取らないといけないと思いながらしゃべっているのですが（笑）、離婚訴訟で離婚を確

定させるための判断を裁判所に認めてもらっても、そんなものは意味がないわけです。だっ

て、事実上、それまでにも離婚状態は続いているわけですから。離婚状態が続いていて、

その離婚状態に対抗力を付けるために裁判所に訴え出て、裁判所に離婚の裁判の確定判決

を得る。確定判決を得る前に、両方とも、夫婦の関係は完全に消失してしまっているわけ

ですから、それぞれが他で恋愛関係をつくっても、実質的には問題はないわけです。もち

ろん、重婚してはいけません。 

 ですから、事実上、破綻状態にあることをわざわざ裁判所に持って行って、認定しても

らう必要がどこにあるねんというふうに私は考えます。それを置き換えて考えますと、監

査人が暫定的に毎年、毎年、企業が採用する会計処理の方針について、公正なる会計慣行

に含まれますと監査人が判断して、監査報告書に書いているのだから、別に裁判所に、そ

こここでわざわざお出ましいただく必要はないのではないかというふうに、私は考えてい

ます。 

 

○司会 どうもありがとうございました。 

 最高裁は公正なる会計慣行かどうか、そういった判断は避けて通るということでした。

そういうご意見が出ました。われわれ会計士は、会計制度委員会のような正当性のないルー

ルを使ってまでも、公正なる会計慣行かどうかということを判断します。 
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 裁判所がおり、公認会計士がおり、誰が判断するのかということが議論されたわけです

が、あらためて行政処分で証券取引等監視委員会というのが新しく出てきました。ビック

カメラでいきますと、指定職員の意見として、会計士が会計監査の上で判断するルールだ

から公正なる会計慣行だと。そういったルールを借用して判断しているような部分も出て

きたりはしますが、そういった行政が公正なる会計慣行を判断することについて、弥永先

生はどうでしょうか。証券取引等監視委員会が判断主体として出てきていますけれども、

それについてご意見がありましたら、伺わせてください。 

 

○弥永 先ほど松本先生からもご指摘があったように、裁判という制度は、どうしても時

間が掛かるわけで、ですから実際に十分なサンクションを与えることが裁判では難しいと

いうこともあり、この行政処分、課徴金納付命令制度というのが入ってきたと考えます。

暫定的には証券取引等監視委員会が暫定的にでも判断をするということには、それなりに

意味があると思うのです。 

 その判断は、審判で争うこともできますし、また究極的に、その審判で証券取引等監視

委員会の判断が支持されたような場合には、行政訴訟で争うこともできるので、最終的に

裁判所の判断を仰ぐことができるという余地を認めていますから、法的には問題ないと思

います。 

 このビックカメラ事件においては、証券取引等監視委員会は会計士の方々の考え方を尊

重したので、専門家である会計士の判断を無視したとか、それを損なったというわけでは

ないので、これは問題が少ないのです。 

 しかし、逆に、例えば日本会計士協会の会計制度委員会報告はこう言っているけれど、

違う考え方を採るということが行政庁レベルでできるのか、それがふさわしいかというと、

そこには非常に難しい問題があります。ちょっと誤解を招くような発言をしていたかもし

れませんが、日本公認会計士協会の会計制度委員会報告が、直ちに、一般に公正妥当と認

められる企業会計の基準にあたるというわけではないということと、日本公認会計士協会

の会計制度委員会報告が一般に公正妥当と認められる企業会計の基準ないし慣行にあたら

ないということはイコールではありません。基本的には、監査を通じて、財務諸表の作成

者に影響を与えることによって、日本公認会計士協会の実務指針というのは、作成者にとっ

ても究極的には、時間が掛かるかもしれませんけれども、直ちにではないにしても、徐々

に、徐々に、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準、ないし慣行になると私は考え

ております。ただ、即時に慣行になるわけではないのではないか。 

 つまり、企業会計審議会や企業会計基準委員会の会計基準であれば、一定のジャンルの

会社においては即時に、要するに適用時期が来れば慣行にあたると位置付けられると思い

ますけれども、日本公認会計士協会の会計制度委員会報告などは監査を通じて普及させる

ことにより、それが定着することによって慣行になるのではないかと思っているというこ

とです。 
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5-4 会計処理と会計事実 

○司会 ここまで判断主体に関してお話を頂いてきました。もう１つ、検討する事例が残っ

ています。キャッツ事件です。判断ということに関しますと、キャッツ事件は他の三洋電

機や日債銀、ビックカメラとはちょっと毛色の違うカラーがあります。そこについて、掘

り下げていただこうかと思います。 

 山口先生、ご意見を伺わせていただけますでしょうか。 

 

○山口 キャッツの事件の前に、松本先生の先ほどの件に反論しておかないと（笑）。今日、

来られている弁護士の方に、あなた、弁護士として出てきて、どうして反論しないんだと

怒られそうなので（笑）。 

 先ほどの離婚裁判の件ですが、離婚裁判はやはり、たとえ事実上破綻していても、当然、

それは裁判をやらなくてはいけない。この前のある俳優の方が、婚姻の約束をしていたと

おっしゃる女性の方からいろいろと責められて大きな問題になっていましたけれど、やは

りきちんとした結婚をしたいというためには、前婚のきちんとした解消をしていかなけれ

ばいけないわけですし、またご承知かどうか知りませんけれども、相続問題もあります。

相続問題というのは、ものすごく日本の場合には、法律婚を尊重するものがございますの

で、そういう問題もあって、実態に即したかたちに形式も合わせるということは、これは

当然、裁判所を通してやらなくてはいけないと思っております。 

 それからもう１点。先ほどの裁判所で公正なる会計慣行というところは、まさに今日、

私が申し上げたいところでございまして、確かに公正なる会計慣行云々ということは、会

計士の皆さまにとって重要な問題であって、われわれにとっては、それほど大きな問題で

はないかもしれませんけれども、いわばソフト・ローの問題です。例えば、私が最近よく

やっている箱企業を相手にしているような仕事なんかをしていても、あの人たちは何か抜

け穴があったら、そこを突いてくるわけです。 

 例えば、いやいや、こんなの、ああいう裁判に出ておったから、ここで会計士さんの言っ

ていることを聞かなくてもいいじゃないのと。どうせ、最後になって裁判官が出てきて、

別の考え方が出てくるのだったら、仮処分でも何でも、会計士さんと対立したまま、会社

を維持したらいいじゃないの。こういう人たちが、市場にはたくさんいるわけで、やはり

法律に基づいて、裁判に基づいて、最終結果がどうなるかという辺りの予測が付かないと、

例えば会計士さんがこれは駄目ですと、監査意見を出せませんといった威力がそがれる

ケースがあるので、私は最終決断における司法裁判所の判断と現場における会計士さん方

のソフト・ローといいますか、そういった事実上の強制力と、ここに齟齬がないように持っ

ていくのが、とても大事なことではないかなと考えておるわけです。そこだけひと言、申

し上げたいと思っております。 

 それと、キャッツの事件は確かに毛色が違う事件でありまして、会計処理の問題云々と

いうことが真正面から争われたわけではないのですが、このキャッツ事件というのは、こ
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れは最高裁のまさに性質といいますか、被告人はご承知のとおり、非常に有名な元会計士

の方です。今は会計評論家ということで、いろいろなところに出てこられますけれども、

会計評論家の方が被告人になられた事件で、どの本を見ても事件の解説がとても面白い。

今の司法に会計がわかるやつは一人もいないということで、この国の司法は終わりだねと

いうことも、当時のホリエモンさんと一緒によく言っておられました。 

確かに、私はあの方のおっしゃることに関しては、とても賛同する部分も多くて、最高

裁でどうなるんだろう、この事件はどうなっていくんだろうと思ったのですが、やはり会

計士さんは目の前の会計事実を捉えて、その目の前にある会計事実に従って会計処理をし

ていく。そのことによって、先ほど申し上げたように、出てきた事実が相対的事実。その

会社の映し出す鏡に照らして実態を捉えると。 

 そういうことで、自分たちが何も間違ったことをしていないではないかと。会計処理に

どこに問題があるんだということを強く裁判所でご主張されたのですが、最高裁はあっさ

りと、その論点を覆してといいますか、その論点を無視して、要するに法律の世界に引き

ずり込んで、最終的にあなたが言っていることは何も意味もないと、あっさり棄却した。 

その前提がこの事件で出てくるように、先ほどの森久先生の解説にも出ましたけれども、

６０億円の移動があったと。そういった６０億円の移動があったということを財産的な移

動があったか、なかったか。全体の会計的事実をさらっと読めば確かにパーソナルチェッ

クがあって６０億円が移っているように見えるのですが、実態として、最高裁の人たちが

対象にしたのは、もうちょっと手前の法律の問題、消費寄託という法律の問題です。これ

は弁護士の方々がよくご存じのように、要物性が必要になると。その要物性が認められな

い以上は、財産の移転はないのではないかと。もともと会計事実たる財産の移動自体がそ

もそも存在していないのではないかというところをつかまえて、結局、会計事実の捉え方

が法律家と会計士とで違うのではないのかなと。 

だから、その辺があって、上告した方は一生懸命闘ってきたのですが、最高裁は肩すか

しをやったような感じで、結局、確かＡ４で３枚か４枚程度の判決文で終わってしまった

わけです。 

こういうところは、まさに会計士の見る会計の事実と法律家の見る粉飾の事実、この辺

の差がよく出ている事案ではないのかなということで、このキャッツ事件というのを

ちょっと紹介させていただいたようなことでございます。 

 

○司会 資料の２４ページに裁判所の判決要旨を出しています。一番最初が原判決で、あ

とは控訴審と上告審と判決要旨が出てまいりますが、原判決の半期報告書に関しての判決

で見ますと、６０億円はＡからＢへの貸付金にもかかわらず、Ｊの預け金として計上され

た点が虚偽記載であるとされました。確かに虚偽記載なんでしょうけれども、そんなもの

かといった内容が判決文で現れてきたりします。有価証券報告書の判決内容も一緒です。 

 実際の決算での開示内容に関しては、その前のページの２３ページに半期ごと、年度ご

とで比較して、時系列で並べてみました。こういった表示になっているのですが、それに
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対して、裁判の対象になったのは平成１４年６月と平成１４年１２月期ですけれども、そ

れに対して、こういった虚偽表示だといった判決が出ております。 

 控訴審と上告審のところは、山口先生がお話しになられたとおり、会計事実、そもそも

値打ちがないじゃないかと、そういったものになってくるので、判決文に関しては、素人

の僕が読んでも、それなりに説得力があるような内容になってくるわけで、そういった意

味で会計処理云々で判断しているよりは、会計事実で判断しているほうが、ものすごく説

得力があった判決文であると感じています。そういうふうに思っています。 

 毛色の違うという事件として、キャッツ事件までお話ししました。ここまで慣行として

の事実とか、判断主体とか、その範囲の広さについて議論してきました。特に金商法での

企業会計の基準と会社法での会計慣行の範囲の違い、処理基準を明瞭に周知させないとい

けないといった会計慣行としての要件がここまで出てきております。 

 

 

5-5 今後の争点について 

●第三者委員会について 

○司会 これから今後の争点について、お話ししていただこうと思います。何回か出てき

ていますけれども、第三者委員会であったり、ＩＦＲＳが昨年６月の自見大臣の発言で一

挙に収束してしまいましたが、まだ消えていないわけで、ＩＦＲＳの導入というのも今後

控えていたりします。 

 もう１つには、中小企業会計というものも出てまいります。それらについてパネラーの

方のご意見を伺っていこうかと思います。 

 第三者委員会についても、何回も話が出てまいりました。メンバーに会計士さんが必要

でしょうと。そういったご意見も出てきましたけれども、昨今の企業不祥事の第三者委員

会には、必ず、だいたい会計士さんは入っていますが、それについてのお考えのところを

伺わせていただけたらなと考えますが、渡部先生からご意見を頂けますでしょうか。 

 

○渡部 最近の不祥事事件に関しまして、会計、あるいは監査マターに関する事件が多発

しております。こういう事件の場合は、われわれ職業専門家である公認会計士が第三者委

員会に入って、その会計疑義の適否、要否を判断していくことが必要であると考えます。 

 独立性という点で、例えば日本公認会計士協会に会社さんが依頼して、そこから人を派

遣してもらうのも一つの方法であると考えています。 

 

○司会 どうもありがとうございました。 

 オピニオンですけれども、例えば会計監査先について公正なる会計慣行を争点とした事

象が出た場合に、そういったコメントを第三者委員会のメンバーの会計士さんがコメント

をするケースが出てきています。それに関してですが、弥永先生、ご意見等はございます

でしょうか。 
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○弥永 第三者委員会というのは、先ほど山口先生からもご指摘があったように、時間と

人材が限られた中でおこなわれているという面、特に時間的制約が大きいと思うのです。

既に、このパネルディスカッションの中でも指摘がありましたように、裁判所はどちらか

というと、当該事実に即して公正なる会計慣行を考えるという傾向があり、しかも、学説

上もやはり、どの時点において、どのタイプの会社なのかということによって、公正なる

会計慣行として許されるかどうかという判断をするわけで、それを考えた時に、本当に第

三者委員会に入られた会計士の先生が、その監査人が得ている情報と同じような情報と申

しますか、それだけ事実関係を把握して、意見を述べることができるのかどうかという点

で、仕組み的には結構難しい問題があるのではないかと思います。 

 ただ、同じ会計事象についても、会社法上はある程度の広さのあるストライクゾーンが

想定できます。要するに、１つの会計処理しか認められないとか、１つの解釈しか認めら

れないというわけではなく、ある幅のある解釈が認められる。ある幅のある会計処理が認

められるという前提に立つと、どの会計士の先生が判断するかということによって、解釈

については、やはり差が出てくる。適用のレベルにおいては、差が出てくるというのは、

これは致し方ないところではないかと思います。 

 

○司会 第三者委員会に関して、会計士がいないといけないのではないかというご意見が

あって、ただ会計士が入っていても、どこまで言えるのかという話があります。今のとこ

ろ、まだ何もルール化はないのかな。弁護士会さんのガイドラインでも、そこまでは触れ

ていないのですね、山口先生。僕はそこは今後の論点になってくると考えています。 

 

 

●中小企業に関するルールに関して 

○司会 もう１つ、今後の争点としてご意見を頂きたい内容があります。中小企業会計で

す。ちょうど弥永先生が中小企業会計要領の策定メンバーに入っていらっしゃいます。今

後、ＩＦＲＳが導入されます。そしてそれに向けてコンバージェンスが実施されていきま

すが、ここまでのお話のとおり、見積り要素が増えた会計処理になってきています。大き

な会社ではそれに則した処理もできますけれども、小さな会社はだんだん処理しづらく

なってきたりします。そういったニーズで中小企業を対象としたルールができてきていま

すけれども、これについてどうでしょうか、弥永先生、ご意見等を頂けたらと思います。 

 

○弥永 ありがとうございます。中小企業会計要領の最終的な内容は１月の段階で固まっ

ていたわけですが、報告書自体はようやっと最終化に至ったわけです。私はワーキンググ

ループの座長をさせていただいたのですが、この中小企業会計要領、これは決して、企業

会計基準委員会や企業会計審議会の企業会計の基準と同じ位置づけを与えられると思って

いるわけでもなく、与えているわけでもないわけで、これはあくまで、会計慣行のうちで
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公正なものとして許容される範囲といいますか、そのストライクゾーン探ったものです。

実は、会社法上は、「公正なる会計慣行」という言葉を使う時に、２つの特徴があるような

気がするのです。私が昔、公認会計士の勉強をしていた頃に持っていた会計基準というも

ののイメージと、この公正なる会計慣行といった時の会計慣行で想定しているイメージは

ちょっと違っています。 

というのは、会社法上は、ある会計事象について、どういう会計処理をすべきなのかと

いうことについて、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準、あるいは一般に公正妥

当と認められる企業会計の慣行があると考えていて、セットになったものを会社法上は考

えていないように思うのです。つまり、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行とい

うのは、あくまでも、個々に注目しているのです。 

 ところが、会計基準というと、１組の体系化されたセットのものを考える傾向がありま

すが、中小企業会計要領は、セットではなく、一般に公正妥当と認められる慣行を拾い集

めてきたものといった方がよいです。中小企業会計要領に書いていないこともたくさんあ

るので、それは中小企業会計指針あるいは企業会計基準委員会や企業会計審議会の会計基

準、あるいは法人税法上の取り扱いなどを参照してくださいと書いてあり、しかも明確に

は書いてありませんけれども、実はこれは必ず従わなければいけないという組み合わせで

はなく、そこに書いてあるよりももっと厳密な会計処理方法、つまり中小企業会計指針あ

るいは企業会計基準委員会の会計基準に従うことは許される、当然可能だという前提で、

いわば、棒高跳びとか、走り高跳びの場合のバーの高さを示していて、そのバーを軽々と

クリアするような会計処理をすることを排除する趣旨はまったく含んでいない。 

企業会計基準委員会の会計基準について言えば、かりに、それと同等、あるいはそれよ

りも会社の実態を示すのではないかと思われる、例えば国際会計基準、国際財務報告基準

があっても、ある部分だけを国際会計基準をつまみ食いすることを想定していないのとは、

まったく違う位置づけなのではないかと思います。 

 ですから、そういう意味では、体系的にできあがっているものではなく、あくまでも、

それは個々の会計処理として、どういう会計処理が許されるのか。あるいは、最低限、求

められるのかというのが、この中小企業会計要領の視点であるわけです。この点において、

公認会計士の先生方から見ると、ちょっと違和感があるかもしれない。つまり、こうしな

さいではなくて、これは許されますというラインを示そうとしたものです。 

 したがって、１個１個の会計処理としては、まず、会社法４３１条に違反しているとい

うことにはならないとは思います。しかし、繰り返しになりますけれども、すべてカバー

しようとしているわけではないので、とりわけ気を付けないといけないのは、情報提供と

いう観点から、注記事項については、バスケット条項が会社計算規則には設けられている

という点です。たしかに、注記のバスケット条項は財務諸表等規則や連結財務諸表規則に

もあります。 

 ただ、現実には、財務諸表等規則や連結財務諸表規則、あるいは企業会計基準委員会の

実務指針等で挙げられている注記事項は、かなり詳細かつ網羅的なので、よほどのことが
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なければ、追加的開示は要らない。これに対して、中小企業会計要領で書いてくださいと

されている注記は、もう本当に最低限で、それ以外に注記は要らないという趣旨は含まれ

ていない。 

 このような意味において、中小企業会計要領はそれだけで完結した体系ではない。した

がって、企業会計基準とはかなり位置づけは違うということは気を付けないといけないと

思います。もっとも、一応、非常にプリミティブなパブリックコメントにも付しています

し、また利害関係者の方にも、かなり参加していただいているので、裁判所に行った時に、

これだけでは駄目ですと言われることはあるかもしれないですが、内容的にこれでは駄目

ですと言われる可能性は非常に少ないのではないかと考えています。 

 

○司会 信用保証協会で中小企業会計指針を使ってチェックリストを提出すると、保証料

が割り引かれます。そうしたら、適用するケースも増え慣行として要件が整ってきそうな

気がいたします。 

 そのように、実は中小企業に関してはルールが２つありまして、私が申し上げた中小企

業会計指針と弥永先生が策定メンバーに入っていらっしゃる中小企業会計要領と、要領の

ほうは策定メンバーでは法務省が入っていたりしますので、権威付けということでは十分

かなと思ったりします。弥永先生にちょっと意地悪な質問をしますが、指針と要領とどち

らが公正なる会計慣行になりますでしょうか。 

 

○弥永 まず、今申しましたように、会計指針も会計要領も総体として、全体として、１

組として、公正なる会計慣行と呼ぶよりは、１個１個、そこに書かれている会計処理方法

が公正なる会計慣行であるかということを問題にすると思うのです。この点からは、スト

ライクゾーンというものを考えた時には、どちらが示している会計処理もストライクゾー

ンには入っていると思います。 

 ただし、会計指針に書かれているものは、審判のストライクゾーンが仮に厳しくて、

ちょっと狭い範囲でしかとストライクを取ってくれなくてもストライクになりそうである

のに対して、要領のほうは、標準的にみて、裁判所が取っているストライクゾーンには入

るだろうというぐらいのところだと思います。 

 

 

●ＩＦＲＳ導入に関して 

○司会 ありがとうございました。 

 最後に、今後の争点ということで、ＩＦＲＳがあります。これについては、適用が延び

ましたけれども、いつか導入されることになるかと思います。アドプションであるか、コ

ンバージェンスであるか、いろんな適用の仕方はあるようですが、それが控えております。 

 ここまでの話で、金融商品会計基準やその実務指針で「相当な減額」について細かく規

定しても、実際に処理するとなるとここまでの事例でご紹介した通り異論が出てくるわけ
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で、principles basedになった時の公正なる会計慣行、なかなか難しい対応が出てくるかと思

いますが、それについて、どうでしょうか。渡部先生からご意見を頂けたらと思います。 

 

○渡部 ＩＦＲＳ導入により従来の細則主義から原則主義へと、また、今の会計基準であ

ります帰納法から演繹法へとパラダイムシフトしようとしております。 

 このＩＦＲＳの言う原則主義というのは、例外は認めないということで、詳細な規定は

会社自ら決定しなければなりません。会計基準に記載のない解釈につきましては、監査人

と会社が意見の合意形成をしなければならないのです。会社さんが採用される会計基準に

ついては、そこに至った経緯、これを文書化して、それを財務諸表に開示しなければなら

ないのです。いわゆる「二重責任の原則」の現れと考えられます。 

 わが国の経営者及びわれわれ職業監査人も、判断を尊重する原則主義よりも、従来の

「ルール」に準拠する細則主義に慣れ親しんできました。会計基準は、一件客観的に見え

る非常に細かい基準が作成されていますが、その細則主義の中でも幅がありますように、

原則主義になりますと、もっと幅が出てくるように思われます。 しかし、原則主義といっ

ても、最終的には、財務諸表の適否について誰かが判断しなければなりません。これは一

義的には、われわれ公認会計士が判断を下さねばなりません。原則主義の下では、会計基

準の主旨を十分に理解して、その処理が企業実態を表すものとなっているかどうかが個々

の監査人の実質的判断に委ねられざるを得ない可能性があるように思います。 

 かといって、ＩＦＲＳの原則主義の中では、将来予測を含む見積り項目等については、

基準、ガイダンス等明確化が必要と考えますが、実際にはありません。よって、原則主義

では、従来のように「公正なる会計慣行」によるわけにはいきません。経営者は、会社が

採用する会計基準についてはその至った考え方を文書化し、財務諸表に注記として明確に

開示することが大変重要となってくると考えます。 監査人は、職業的専門家としての正

当な注意を行使して適切な判断プロセスを取ることが一層求められます。これまで以上に、

公正なる会計慣行であるかどうかの実質的判断が、われわれの会計監査にも求められてく

るのではないかと思われます。監査人とクライアントの意見の合意形成にあたり非常に苦

しい判断が迫られるのではないかとも考えられます。また、紛争時、裁判等になれば、裁

判所からわれわれに説明、意見を求められるケースが増えてくるような気もします。ひょっ

とすると、われわれの職域が広がるかもわかりませんが、原則主義になると、苦渋の選択

を迫られるとも考えています。 

 

○司会 ありがとうございました。 

 松本先生はいかがでしょうか。 

 

○松本 先に山口先生に女性差別をしているじゃないかと言われましたので、例として挙

げた離婚の問題は女性を差別するだけではなくて、男性も損害を被る可能性がありますか

ら、別に女性差別を例に出すために離婚訴訟の話をしたわけではないので、あらかじめ、
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ご勘弁ください。それに自分がそういう状況に追い込まれていないから、そういう例が安

易に出せるんだということもご認識ください。 

さて、ＩＦＲＳに関する問題なのですが、これは先ほど渡部先生がおっしゃいましたよ

うに、原則主義と細則主義の問題です。英語で言うと、rules basedとかprinciples based、ある

いはrules basedの別名standards basedというふうに言います。 

これが問題になったのは、ＩＦＲＳが問題にしたわけではなくて、アメリカが最初に問

題にしました。実はエンロンの事件が起きた時に、今日のシンポジウムから題材を引用し

ますと、ちょうどエンロンやビックカメラが連結外しの処理をしたように、エンロンが連

結外しをするために、当時、ＳＥＣが細則を設けていましたから、ＳＥＣ、つまり証券取

引委員会がつくった細則の抜け道を使って、どうやったらうまく自分の不良資産を全部、

ＳＰＣ（特別目的会社）に飛ばせるかというのを行なって問題になったのです。 

同じ時期にイタリアのパルマラットという会社も同じような粉飾をおこなっていまし

て、世界で同じような事件、日本はちなみにカネボウが起きていますけれども、同じよう

な事件が世界で起こって、これはstandards based、ないしはrules basedでは、抜け道を企業側

に与えてしまうだけなので、適用はしやすいかもしれませんが、抜け道もつくりやすいと

いうので、実際に１つの会計基準について、そのなかで当該会計基準の目的をまず書くこ

とにしました。 

例えば、先入先出法や後入先出法といった棚卸商品の払出単価の決定方法に関する基準

であれば、棚卸資産の払出単価を各期間に適切に配分することを本基準は目的にするとい

うことをまず目的に書いて、その目的を達成するための必要な要求事項を明記することに

なっています。それはＦＡＳＢのアメリカの会計基準もそうですし、今、日本が導入しか

けていたＩＦＲＳの国際会計基準も同じです。ですから、要は抜け道をなくすための基準

なのです。抜け道をどうやってなくすかというと、それは現場で判断するしかありません。

それを現場で判断させるために、principles、要するに主旨、ないしは目的を重視して、その

目的を達成するために、複数の代替的に存在する会計処理方法のうち、どれを選択するか

を経営者と監査人で合意しなさいというのが、原則主義に基づいた国際会計基準です。 

ということは、渡部先生が会計士らしいなと思ったんですが、苦渋の選択を監査人が迫

られるケースがよくあるとおっしゃいました。しかし私は実利的な人間なので、そうは捉

えずに、これは職業監査人が世界の資本市場を支配できる好機かもしれないと考えます。 

逆の言い方をしますと、現場で必ずクライアントの経営者と会計基準について、監査人

は喧喧諤諤、論争することになると思います。論争した時にへこませたほうが勝ちなので

すから、へこますための予備装置、予備武器を各監査法人がマニュアル、ないし装備によっ

て用意すればいい話になります。となると、大手の監査法人というのは、幸か不幸か、ビッ

グ４と呼ばれる世界的な会計事務所の中の１つに組み込まれていますから、あちらの人は

ルールやマニュアルを作るのが好きですから、例えばプライスウォーターハウスクーパー

スの世界事務所のメインオフィスで、これこれ、こういう事象に対してはこういう基準に

ついて、こういう理由を持って説得しなさいというマニュアルを作ったとします。そうし
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たら、プライスウォーターハウスに所属する日本の監査法人はPwCのメインオフィスで作っ

たマニュアルどおりに監査することになります。となると、プライスウォーターハウスに

所属する監査法人のクライアントは全部、プライスウォーターハウスが作った監査上の判

断に基づいて、会計基準を選択するように監査法人から仕向けられることになります。そ

れは、ＫＰＭＧもそうですし、Ernst & Youngもそうです。Deloitte & Toucheもそうなります。 

ということは、国際会計基準が導入されると、原則主義が導入されることによって、現

場の判断の余地が大きくなりますから、監査人に質問が来るケースが多くなります。監査

人側からクライアントの経営者や経理担当者をより説得力があるかたちでへこますことが

できれば、それは監査法人が会計基準の適用場面において、その場面を支配したことにな

ります。 

となると、この国際会計基準が導入されるというのは、会計士にとって苦渋の選択が求

められるようなマイナスの局面で捉えるべきことではなくて、先ほどおっしゃっていた会

計士の職域が広がる。あるいは、さらには資本主義、資本マーケットを支配できるような

状況をつくり出せる好機であると捉えるべきだと私は思います。 

 

○司会 弥永先生、ＩＦＲＳに関してどうお考えでしょうか。 

 

○弥永 ２点重要な問題が存在すると思うのです。１つは、松本先生がご指摘の点に関連

するのですが、やはりＩＦＲＳが原則主義ということであると、結局、監査人、公認会計

士・監査法人の力が強くなる。もちろん、それはクライアントとのあいだの交渉力の問題

があると思いますが、強くなるような気がするのです。 

 すなわち、今までですと、rules basedに近い会計基準ですと、会計基準の設定主体が会計

基準をつくっている。そして、公認会計士・監査法人などが実際に解釈をし、その解釈を

金融庁・財務局などは受け入れ、かつ、裁判所も尊重するというシナリオだったと思うの

ですが、こういう国際会計基準の下では、実際に解釈権限は事実上、監査人にあり、かつ、

それを徹底させるということは、ある意味で、自分で会計基準をつくっているような面が

あるのではないかと。つまり、rules basedの場合に比べると、その役割分担として、事実上、

会計基準をつくっているのも、細かい部分については監査人だということになる可能性が

あるのではないか。しかも、裁判所としても、それが不適切だと言うのは、今まで以上に

難しくなってくるのではないかという気はするわけです。 

 もう１つの点ですが、今後、どういうシナリオがわが国で考えられるかということが問

題なのですが、仮に、国際会計基準を、あるタイプの会社、ある範囲の会社に強制すると

いうことになりますと、これは法律的に見ると、これまでの状況からのかなり大きな変化

をもたらすことになります。 

 と申しますのは、実際、会社の方々や公認会計士の方々がどう思われているかは別とし

て、現在の企業会計審議会あるいは企業会計基準委員会の会計基準は、直接的には法的な

拘束力はないということになっています。すなわち、これはどういう意味であるかと言う
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と、これは一般に公正妥当と認められる企業会計の基準であることは確かなのですが、法

律上は「唯一の」ではないのです。 

 というのは、唯一だとすると、財務諸表等規則に現在の規定が設けられる前の段階では、

「企業会計審議会の公表した企業会計の基準は、一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に該当するものとする」とだけ書いてあったので、それが唯一だとすると、企業会計

基準委員会がつくっていたものは、その時点では、使ってはいけないことになったはずで

すが、実際には使うことを認めていた、それどころか、事実上は強制力があるというよう

に考えていたので、法的には、複数の一般に公正妥当と認められる企業会計の基準がある

ということは、金融商品取引法でも前提になっています。 

 ところが、ＩＦＲＳを強制適用するということになると、それを唯一だというわけです

から、会計基準に対する考え方に変更が生じてしまうので、これが本当に金融庁にできる

のか。今までは、日本の会計基準設定主体ですら、つくったものに絶対的強制力を認めな

かったのに、国際会計基準には絶対的強制力を認めることになります。これが本当に可能

なのかという問題が実は残っていると思います。 

 諸外国でも、自動的に国際会計基準を国内基準に入れている国というのは、先進国では

ほとんどないと言ってもよいのです。たしかに、カナダでは制度的に事前に議会等が介入

する余地はないのですが、ニュージーランドやオーストラリアの場合ですと、これは議会

が一定期間、会計基準に対しても異議を述べる機会が与えられていて、議会がそれに対し

て異議を述べると強制力が生じないという仕組みになっています。あるいは、逆に、ヨー

ロッパ諸国のように、ヨーロッパ連合レベルでのエンドースメント手続きを設けるという

アプローチもあります。つまり、どこかでスクリーニングが掛かるのが普通なのです。 

 わが国の場合に、今後、もし絶対的な強制力を一定の会社との関係で国際会計基準に認

めるということになると、その前の段階にエンドースメント手続き（補足：認可する手続

き）として、どういうことを本当にしないといけないのか。すなわち、今までは企業会計

審議会や企業会計基準委員会に金融庁の方がオブザーバーとか、あるいは事務局として参

加して、一定のコントロールといいますか、少なくとも適切に手続きがおこなわれている

かどうかということは観察できたし、さらに非公式に意見交換をしているに違いありませ

ん。 

 ところが、国際会計基準審議会との関係では、そういうことができないわけですから、

そうなると、もっときちんとしたエンドースメント手続きを入れないといけなくなるはず

だけれど、それは大丈夫か。 

 もう１つ、強制力を与える時に問題なのは、強制力を与えるようなルールについては、

今は省庁がつくる場合であっても、必ずパブリックコメントに付さなければいけなくなっ

ていて、政令・省令はパブリックコメントに付されているのです。しかも、例えばバーゼ

ル銀行委員会の自己資本比率規制は告示というかたちでカバーしているのですが、この告

示もやはりパブリックコメントに付されているのです。 

 ところで、現在、企業会計基準委員会の会計基準については、告示で指定はしています
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けれど、金融庁は会計基準の具体的内容を示してパブリックコメントに付しているわけで

はないのです。それはなぜかというと、その前の段階で企業会計基準委員会が会計基準を

最終化する前に、パブリックコメント手続きを国内でしているからでしょう。ところが、

国際会計基準に絶対的な強制力を与えようとするのだとすると、金融庁としては、具体的

内容を示してバーゼル銀行監督委員会の自己資本比率規制と同様、パブリックコメントに

付さないといけないのです。 

 パブリックコメントに付しても、最初から、寄せられたコメントに対応する余地がない、

変更するつもりはないというのであったら、付す意味はない。ところが、コメントに対応

して修正すると、今度は、Full IFRSとはいえない、IFRSをアドプションしているというこ

とにはならない。いずれにせよ、憲法、行政法あるいは刑法との関係できわめて重要な問

題があるということはたしかでして、かりに、強制適用するということになれば、その段

階で、おそらく金融庁は慎重に検討せざるを得ないことになると思いますので、今後、ま

だまだ一波乱があるのではないかと思います。 

 

 

5-6 最後に 

○司会 ２時から始めてきましたパネルディスカッションですけれども、終わりの時間が

近づいてまいりました。最後に簡潔にお願いいたします。ひと言で結構でございますので、

パネラーの方に、ご自身の公正なる会計慣行に対する総評を頂けたらと思います。 

 それでは、渡部先生からよろしくお願いいたします。 

 

○渡部 われわれ職業専門家は日々、監査実務を行っております。監査人と会社との監査・

会計上の問題点は松本先生が言われたような離婚訴訟になる前に問題点を解決したいもの

です。離婚裁判における旦那さんと奥さんの関係が、どちらが監査人でどちらが会社かが

わかりませんが、両社の間で裁判に至りまでに十分にコミュニケーションを行い両社の間

で合意し問題点を解決していきたいと考えています。今後、一層こういう姿勢で、職業的

専門家として会計実践を通じて、「公正なる会計慣行」を推進していきたいと考えています。 

 

○司会 ありがとうございました。それでは、松本先生お願いします。  

 

○松本 今、渡部先生もおっしゃいましたように、公正なる会計慣行はＩＦＲＳ、ＩＦＲ

Ｓ関連の会計基準が導入されれば導入されるほど、現場の判断に依存することになると思

います。 

 ですから、弁護士さんもそうですし、会計士さんもそうですが、会計の公正性や会計の

慣行性に関して、現場で判断できるような専門家をわれわれの会計大学院で輩出していき

たいと思っております。 
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○司会 ありがとうございました。弥永先生もお願いします。 

 

○弥永 公正なる会計慣行を形成する上で、現実に大きな力をもっているのは監査人だと

私は思います。そこで、会社法上は公正なる会計慣行を広く捉えられているので、有価証

券報告書提出会社以外の会社については、企業会計審議会や企業会計基準委員会の企業会

計の基準には限られないということを公認会計士の先生方にもご理解いただいて、許容範

囲にある会計処理を認めていただく、明らかにして言っていただくというのが、会社法だ

けの観点から申しますと、やはり、ありがたいと考えております。 

 

○司会 最後に、ディスカッションの発案者でいらっしゃいます山口先生、お願いいたし

ます。 

 

○山口 今回、こういった企画を発案させていただいたのは、途中でも申し上げましたけ

れども、会計士と弁護士で何ができるか、一緒に何か一つのものを考えていこうというこ

とで、フィールドが違うけれども、これは双方にとって考えると、非常に双方の仕事にも

有益でないのかなということで、裁判ではどうなるかわからないけれども、監査の実務で

はこれぐらいならできるだろうということを少し探っていただきたいなと。 

特に、途中で弥永先生のほうから出たように、ど真ん中ストライクではないけれども、

ボールぎりぎりのところでＯＫだろうと。裁判所だったら、ＯＫだろうと。こういうこと

もたぶん、今日のお話の中でいろいろ出てきたと思うので、そういったことをぜひ、監査

人の方々は普段のお仕事に役立てていただきたい。特に、裁判になっても、結局は今日の

お話のように、何かあっても、裁判所は相当広く、監査人の評価、裁量は認めますから、

今は例えば弥永先生のような方々がどちらかの味方に付いて、意見書を書くというような

状況で裁判が進むわけですが、これがひょっとしたら、医療過誤の事件のように会計専門

委員会みたいなのが出てきて処理するとか、そういったことにもなるかもしれません。 

 特に、ＩＦＲＳの問題が出ると、そういうことにも発展していくかもしれませんけれど

も、その辺りにとって、少し今日、ヒントになるようなことがございましたら、非常に良

かったかなと思います。 

 

○司会 以上で終了でございます。もっと突っ込まんかいという、進行の至らないところ

が多々あったと思いますけれども、微力ながらも、配布資料１ページで書いたとおり、今

後のわが国の財務諸表監査制度のさらなる発展につながれば幸いと考えております。 

 会場の皆さま、長時間、お付き合いいただき、ありがとうございました。 

 

 

 

 



48 

 

６ 質疑応答 

○司会 それでは、せっかく弥永先生や「ビジネス法務の部屋」というブログで有名な山

口先生もいらっしゃることですので、質問等がおありの方は挙手していただけますでしょ

うか。マイクを持ってまいります。 

 

○会場１ 松田でございます。弁護士と公認会計士という点で、今日、両方のご意見をい

ろいろとお伺いしたのですが、一つ、皆さん、お忘れになっておられるのは、まだ日本で

は、企業会計原則が生きているのです。司法学者の亡くなられました矢沢先生、この方が

昭和５０年２月に第三版を書いておられますけれども、これは昭和４９年の企業会計原則

の一部修正についてというのを受けて、お書きになっておられます。その辺が、どうも

ちょっと、皆さん、今日の発言では認識が欠けているのではないかと。日本の会計原則、

また企業会計原則、これは企業会計審議会の意見書と。こういうことが生きているんだと。

それを前提にもう一度考え直していただきたいというのが１点です。 

 それから、会計の問題については、特に会計原則の問題については、ＩＦＲＳが先ほど

出ましたけれど、これが果たして、日本で既に採択されているのかどうか。これを一度、

考えてもらわないといけないのです。金融庁がいろいろと言っていますけれど、これは中

央省庁等改革基本法、その中の第十一条担当大臣というのがありまして、「内閣府の任務の

うち、国政上重要な特定の事項に関する企画立案及び総合調整について、国務大臣にこれ

を担当させることができるものとする」。この第十一条三項で、「金融庁が所管する事項に

ついては、第一項の国務大臣に担当させるものとする」。 

 そこで、金融庁や長官が今までいろいろと言っておったけれども、金融担当大臣は自見

国務大臣です。これがひと言言ったら、ＩＦＲＳの導入、この問題は吹っ飛んだのです。

この辺が、皆さんの認識が欠けているのではないかと。 

 それからもう１つは、公正なる会計慣行です。これについて、諸外国はどうなっている

のか。外国語の勉強です。ご発言が今日はなかったというのが不思議なのです。この公正

なる会計慣行。これはイギリスのほうで言えば、true and fair view。これになるのではない

かと思うのです。これは最終的には、やはり裁判所が決めるんだということで、途中で法

律顧問なんかの意見がありますけれど、自分たちのtrue and fair viewについての意見は最終

ではない。最後は、裁判所が決めるんだという前提で発言されています。 

 したがって、それに関する意見があったら、企業会計、この辺は勅許会計士協会、その

辺が新しく発表しております。 

 われわれはこう考えているけれど、Councilはこういう意見だということをちゃんと付記

して、原則を発表している。 

 また、ＩＦＲＳ、あるいはＩＡＳについても、英国で２００６年の会社法では、上場企

業、これの連結財務諸表は適用する。その他の会社については、イギリスの会計基準でい

くと。 

 また、小会社については、監査の面でそうなる。だから、この辺で日本と法制度がまっ
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たく違うのです。だから、日本の法制度、監査役制度があって、さらに大会社について、

会計監査人の監査。これが果たして、まともな会計制度、監査制度かどうか、この辺もも

う一度、検討されるべきではないかということだけ、少し申し上げておきます。 

 

○司会 ありがとうございました。他にご質問、ご意見等はございますでしょうか。 

 

○会場２ 時間もありませんので、本当は山口先生と、この点に関して話をしたかったの

ですが、今日、テーマに挙げていただいた三洋電機もそうなのですが、オリンパスもそう

ですが、いわゆる上場している会社が会計不正で大きく問題になった時に、第三者委員会

が出てきますけれども、その判断が上場を維持するかどうかという、極めてシリアスな問

題を抱えながら、期限を切られて意見を出すのが、今、慣行というか、動きになっていま

すが、その第三者委員会の責任というか、会社のほうから報酬をもらって、そこで一定期

限の中で判断をされるのですが、その判断が仮に間違っていた場合、もしくはあとで新し

い事実が出た場合に、その責任問題が問われることがあるかもしれないのですが、今は制

度的に任意な制度であって、これは言い方が悪いですが、言いっぱなしでもって終わって

しまう。もし、そこで個人株主、海外の株主が大きく損をした。そのあと、その判断では

なくて、こういう事実があったので、実は判断が間違っていたとなった場合の責任問題は

問われない。やはり、この国で、例えば社外の取締役、もしくは社外の監査役がその第三

者委員会などを指名し、そして責任下において進めていきながら、意見も表明する。そう

いう仕組みがあってもいいのではないかと思っています。 

九州電力と関係はないのかもしれませんけれども、オリンパスの場合は第三者委員会が、

これは意図的かもしれませんけれども、情報を先行して出しながら世論を擁する、検察が

やるようなそういう手法があったように少し思ってしまうのですが、だから第三者委員会

というコンセプト自体は、私は以前に比べれば非常に良い制度だと思いますので、今後、

これを運用していく面において今の金融庁もそうでしょうし、マスコミもそうですが、こ

の第三者委員会という存在を過度に助長するということはやってはいけないと思います

し、こういうことを慣行化される時に、こういう大阪弁護士会であるとか、会計士協会の

近畿会であるとかが、やはりぶれた状況になった場合には適時適切に発言をしていくとい

うことをしていただけたらと思っています。 

 今日は非常に有効な議論を聞かせていただいて、本当に参考になりました。どうもあり

がとうございました。 

 

○司会 どうもありがとうございました。 

 それでは最後に、日本公認会計士協会近畿会小川会長の挨拶を頂いて、終わりにしたい

と思います。小川会長、よろしくお願いいたします。 

 

 



50 

 

７ 閉会の挨拶 

 

日本公認会計士協会近畿会会長  小川 泰彦 氏 

 日本公認会計士協会近畿会会長の小川でございます。 

 本日は、年度末の本当に忙しいなか、２時から５時まで、熱心な議論をしていただきま

して、どうもありがとうございます。 

 パネラーの先生方にもう一度、感謝の意味を込めて拍手をお願いしたいと思います。ど

うもありがとうございました。 

 先ほど、弥永先生がおっしゃいましたが、会計慣行から導かれた会計基準というのは、

法的な裏付けがありませんので、非常に不安定な状態で推移してまいりました。 

 裁判の中で、誰が作成し、誰が承認したのかが不明確な会計基準を用いて、その是非に

ついて罪に問われるということになれば、法律を前提にした刑罰自体が崩れてしまうので

はないかと危惧します。今回、ＩＦＲＳを導入する場合には、できれば国会で承認手続き

を取り、法的な裏付けのある会計基準になることを、ぜひとも期待したいと思います。 

 それとともに、これも法制度は違いますが、ドイツでは会計裁判所というものが設置さ

れているように聞いています。まだまだ、会計に関する裁判例というのは多くないのです

が、昨年の会計不祥事を見ていますと、これから増えていくことが予想されます。通常の

裁判が１０年も掛かるということでは、利害関係者が多く、かつ、変動する会計不祥事に

は対応できないと思います。そんなことから、会計裁判所の創設も、ぜひとも念頭に置か

なければならないのかなと思っております。 

 大阪弁護士会と日本公認会計士協会近畿会は、先ほど質問されました佐伯元近畿会会長

の時に、包括的な業務提携を結ばせていただきました。以降、業際の問題が比較的少ない

弁護士と公認会計士が、どんな協業ができるかということを考慮しながら、毎年、毎年、

このようなかたちでシンポジウムを開かせていただいております。 

 こういう活動とともに、業務もお互いに拡大していくことをお願いしまして、閉会の挨

拶とさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。 

 

○司会 小川会長、ご挨拶をありがとうございました。 

 それでは、これで閉会にさせていただきたいと思います。どうも皆さま、ありがとうご

ざいました。 

（終了） 
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Ⅰ．はじめに 

Ⅰ－１．経緯 

 会計においては、「公正なる会計慣行」については公認会計士の中では常識であるとし、

決算を行う企業に指導するが、その「公正なる会計慣行」が社会一般の常識として受け入

れられるかどうかは別問題である。企業不祥事が起きると法廷の場で「公正なる会計慣行」

が論じられる時がある。法廷論争に移行する前に行政処分により「公正なる会計慣行」で

判断される時がある。その際に「公正なる会計慣行」がどのように取り扱われたかは、ほ

とんどの公認会計士が知るところではない。ましてや、公認会計士が考えるように判事や

弁護士が「公正なる会計慣行」を取り扱っているどうか、も、意外に公認会計士が知ると

ころではない。 

法務においては、「公正なる会計慣行」は会社法４３１条によって計算書類作成における

会計基準に事実上の法的拘束力を付与するための規範として機能しているが、その法的効

力の内容について従来は必ずしも明らかではなかった。しかし、同条に関する長銀最高裁

判決が平成２０年に出され、さらに平成２３年８月には、日債銀粉飾決算事件（刑事事件）

の差戻し後の東京高裁判決も出され、次第に裁判所の考え方も明らかになりつつある。 

今後控える問題として、我が国の会計基準として連結財務諸表においてはＩＦＲＳ（国

際財務報告基準）の導入が予定されており、細則主義に代わる原則主義（プリンシプルベ

ース）による会計基準が採用されることから、会計基準の法的拘束力の内容を検討するこ

とは、実務的に重要性を増してきたように思われる。 

また、金商法上の財務諸表等規則、連結財務諸表規則にも同様の規定があるが、これら

の規定の法的効力と前記会社法４３１条との関係についても明らかにされていない。 

そこで近畿会及び大阪弁護士会、そして（昨年と同様に）企業会計、企業会計法に精通し

た学者を交えた議論を企画するものである。特に「公正なる会計慣行」を個々の判決や行

政処分でどのように判断したかを主要テーマとしている。 

 

Ⅰ－２．シンポジウムの位置づけ 

近時の「公正なる会計慣行」を取り上げた判例事例から「公正なる会計慣行」の適用状

況について、公認会計士（日本公認会計士協会近畿会所属）と弁護士（大阪弁護士会所属）、

及び会計・監査を研究する学者の３者によるシンポジウムを実施し、各々の立場からその

主な論点を整理し、会計・監査専門家と法律専門家の認識と課題の共有化を図ることとし

た。 

 昨年と同様に、両会では成果物として「ディスカッションペーパー」として公表するこ

とを予定している。これら一連の会務活動を通じ、今後の我が国の財務諸表監査制度のさ

らなる発展につながれば幸いである。 
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Ⅱ．基礎知識の解説 

Ⅱ－１．設定主体 

（監査基準委員会報告書第 24 号「監査報告」） 

監査人の判断の基準 

11． 監査人は、財務諸表が企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況

をすべての重要な点において適正に表示されているかどうかを判断する場合に、適用

される法令があれば、それらを遵守した上で企業会計の基準に準拠して判断する。企

業会計の基準には、監査対象の財務諸表に適用される会計基準、会計処理に関連する

指針及び一般に認められる会計実務慣行を含んでいる。企業会計の基準は、付録２に

例示している。 

 

［付録２］ 

我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準の例示 

１．企業会計審議会（※1）又は企業会計基準委員会から公表された会計基準 

２．企業会計基準委員会から公表された企業会計適用指針及び実務対応報告（※2） 

３．日本公認会計士協会から公表された会計制度委員会（※3）等の実務指針及び Q＆A 

４．一般に認められる会計実務慣行 

なお、明確な企業会計の基準がない場合等、監査人が、経営者が採用した会計方針

及びその適用方法をはじめ財務諸表の適正性に関する判断を行うに当たり、実務の参

考になるものとしては、例えば次のものがある。 

日本公認会計士協会の委員会研究報告（会計に関するもの） 

国際的に認められた会計基準 

税法（法人税法等の規定のうち会計上も妥当と認められるもの） 

会計に関する権威のある文献1 

 

                                                   

※１ 企業会計審議会：日本での具体的な会計基準は企業会計基準委員会が作成すること

となった。企業会計審議会は会計の大きな方針を策定し、監査基準や公認会計士制度

関連等の企業会計基準委員会が作成しないものについて検討するようになっている。 

※２ 企業会計基準委員会の指針名称 

① 企業会計基準適用指針：基準の解釈や基準を実務に適用するときの指針 

② 実務対応報告：基準がない分野についての当面の取扱いや緊急性のある分野につ

いての実務上の取扱い 

※３ 会計制度委員会：会計の理論及び実務（国際会計基準に関する事頄を含む。）に関す

る研究調査を行う。日本の会計基準設定主体は平成 13年に発足した企業会計基準委員

会に移ったことから、会計制度委員会は過去の会計制度委員会報告の改正の検討や研

究報告の作成が主な職務となっている。 

資 2
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表１：設定主体と策定ルールの変遷 

 

 

日本公認会計士協会　

会計制度委員会

昭和24年
任意団体として日本公認会計士
協会発足

昭和27年
企業会計審議会令施行、
発足

昭和29年 企業会計原則・注解

昭和37年 原価計算基準

昭和41年
日本公認会計士協会が特殊法人
化する。会計制度委員会設定

昭和54年
外貨建取引等会計処理基
準

昭和63年
セグメント情報等の開示
に関する会計基準

（改正に伴い移管）

平成5年
リース取引に関する会計
基準

（改正に伴い移管）

平成8年
外貨建取引等の会計処理に関す
る実務指針

平成10年
研究開発費に係る会計基
準

個別財務諸表における税効果会
計に関する実務指針

税効果会計に係る会計基準

退職給付に係る会計基準

平成11年
金融商品に関する会計基
準

（改正に伴い移管）
退職給付会計に関する実務指針
（中間報告）

研究開発費及びソフトウエアの
会計処理に関する実務指針

平成12年 金融商品会計に関する実務指針

特別目的会社を活用した不動産
の流動化に係る譲渡人の会計処
理に関する実務指針

平成13年7月
財団法人財務会計基準機
構設立。その中に企業会
計基準委員会を設立

平成14年
固定資産の減損に係る会
計基準

一株当たり当期純利益に
関する会計基準

平成15年
企業結合に関する会計基
準

（改正に伴い移管）

平成17年
貸借対照表の純資産の部
の表示に関する会計基準

株主資本等変動計算書に
関する会計基準

平成18年
棚卸資産の評価に関する
会計基準

関連当事者の開示に関す
る会計基準

平成19年
四半期財務諸表に関する
会計基準

工事契約に関する会計基
準

平成20年
連結財務諸表に関する会
計基準
資産除去債務に関する会
計基準

平成21年

平成22年
包括利益に関する会計基
準

企業会計審議会 企業会計基準委員会
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Ⅱ－２．「公正なる会計慣行」の法的側面 

図１：公正なる会計慣行の設定主体と法の委任関係 

 

 

（会社法の規定） 

●会社法 第四百三十一条  

 株式会社の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。 

●会社計算規則 第三条 

 この省令の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会

計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。   

 

（金融商品取引法の規定） 

●金融商品取引法 第百九十三条 

 この法律の規定により提出される貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書

類は、内閣総理大臣が一般に公正妥当であると認められるところに従つて内閣府令で定め

る用語、様式及び作成方法により、これを作成しなければならない。 

●財務諸表等規則 第一条 

１  金融商品取引法（昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。）第五条、第七条、

第九条第一頄、第十条第一頄、第二十四条第一頄若しくは第三頄…又は同条第六頄…の規

定により提出される財務計算に関する書類（以下「財務書類」という。）のうち、財務諸表

（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書並びに

附属明細表又は第百二十七条第二頄の規定により指定国際会計基準（連結財務諸表の用語、

様式及び作成方法に関する規則（昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下「連結財務諸表

規則」という。）第九十三条に規定する指定国際会計基準をいう。以下同じ。）により作成

 

国会 

 

金融商品取引法 

 

内閣府 

金融庁 

企業会計

審議会 

公益財団法

人財務会計

基準機構 

企業会計 

基準委員会 

日本公認

会計士 

協会 

会計制度

委員会等 

会計基準 会計基準 実務指針 

企業会計基準

適用指針 

委員会研究報告 

（会計に関するもの） 実務対応報告 

 

Ｑ＆Ａ 

 

制定 策定 策定 策定 

委任 

指定 
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する場合において当該指定国際会計基準により作成が求められる貸借対照表、損益計算書、

株主資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書に相当するものをいう。以下同じ。）

の用語、様式及び作成方法は、第一条の三を除き、この章から第七章までの定めるところ

によるものとし、この規則において定めのない事頄については、一般に公正妥当と認めら

れる企業会計の基準に従うものとする。(ガイドライン 1-1) 

２  金融庁組織令（平成十年政令第三百九十二号）第二十四条第一頄に規定する企業会計審議

会により公表された企業会計の基準は、前頄に規定する一般に公正妥当と認められる企業

会計の基準に該当するものとする。 

３  企業会計の基準についての調査研究及び作成を業として行う団体であつて次に掲げる要

件のすべてを満たすものが作成及び公表を行つた企業会計の基準のうち、公正かつ適正な

手続の下に作成及び公表が行われたものと認められ、一般に公正妥当な企業会計の基準と

して認められることが見込まれるものとして金融庁長官が定めるものは、第一頄に規定す

る一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。(ガイドライン 1-3) 

一 利害関係を有する者から独立した民間の団体であること。(ガイドライン 1-3-1) 

二 特定の者に偏ることなく多数の者から継続的に資金の提供を受けていること。 

三 高い専門的見地から企業会計の基準を作成する能力を有する者による合議制の機関（次

号及び第五号において「基準委員会」という。）を設けていること。(ガイドライン 1-3-3) 

四 基準委員会が公正かつ誠実に業務を行うものであること。 

五 基準委員会が会社等（会社、指定法人、組合その他これらに準ずる事業体（外国におけ

るこれらに相当するものを含む。）をいう。以下同じ。）を取り巻く経営環境及び会社等の

実務の変化への適確な対応並びに国際的収れん（企業会計の基準について国際的に共通化

を図ることをいう。）の観点から継続して検討を加えるものであること。 

４  金融庁長官が、法の規定により提出される財務諸表に関する特定の事頄について、その作

成方法の基準として特に公表したものがある場合には、当該基準は、この規則の規定に準

ずるものとして、第一頄に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先し

て適用されるものとする。 

 

（法人税法の規定） 

●法人税法 第二十二条 

１  内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金

の額を控除した金額とする。 

２  内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額

は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の

提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の

収益の額とする。 

３ … 

４  第二頄に規定する当該事業年度の収益の額及び前頄各号に掲げる額は、一般に公正妥当と

認められる会計処理の基準に従つて計算されるものとする。  
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Ⅱ－３．全ての会社が「公正なる会計慣行」を適用する必要があること 

（１）会社法会計、金融商品取引法会計および税務会計（いわゆる「トライアングル体制」） 

 

  図２：トライアングル体制 

 

 

（２）「公正なる会計慣行」の「適用対象」 

ア 会社法、金融商品取引法、法人税法の「適用対象」 

適用対象 

※ 内国法人である株式会社に限定している。 

会社法 

会計 

金商法 

会計 

税務 

会計 

中小企業、非上場大会社等の、金融商品取引法非適用会社 ○ × ○ 

上場会社などの、金融商品取引法適用会社 ○ ○ ○ 

 

イ 「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」の範囲 

 

  図３：各法における「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」 

 

「監査基準委員会報告書第 24 号 監査報告」付録 2 号で例示された 

「わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」 

金融商品取引法における 

「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
．．

」 

会社法における「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
．．

」 

会社法における「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
．．

」では

ないが、「一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行
．．

」にあたるもの 

法人税法における 

「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」 

会社法会計 

金融商品取引法会計 税務会計 

一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行（会社法４３１条） 

一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の
．．．．

企業会計の慣行（会社法計算規３） 

一般に公正妥当と認められる 

企業会計の基準（財務規 1 条 1 頄） 

一般に公正妥当と認められる 

会計処理の基準（法人税 22 条 4 頄） 
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Ⅱ－４．「公正なる会計慣行」には事実上の強制力があること 

 

図４ 会社の規模とステイクホルダー 
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Ⅱ－５．「公正なる会計慣行」を補足するほかの条件 

①会計公準 

 企業実体の公準……企業は会計単位として出資者から独立したものとして捉えて

企業の取引のみを会計の対象とするという前提（=会計を行なう「場所」の特定） 

 貨幣的評価の公準……会計がその記録・測定・表示の単位を貨幣数値に求めると

いう前提（=会計を行なう「手段」の特定） 

 継続企業の公準……いったん設立された企業が解散や倒産を想定せずに半永久的

に事業活動を行なうという前提（=会計を行なう「時間」の特定） 

 

会計公準のうち継続企業の公準が認められることにより、取得原価主義による資産評価

が可能となり、売上原価の算定や減価償却など、資産の評価額を当期の費用と翌期以降の

費用（＝資産）に配分する（費用配分）ことが認められる。つまり清算基準による評価は、

「企業会計の慣行」においては認められないことになる。 

なお、会社法では「企業会計の慣行」に従う旨を明記したことから、企業会計の前提と

なる会計公準は、法の相違にかかわらず適用されるものと推定される。 

 

②継続性の原則、重要性の原則 

 企業会計原則（企業会計審議会） 第一 一般原則 

●真実性の原則 

一 企業会計は、企業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供するものでなければ

ならない。 

○真実性の原則 

真実な財務諸表の報告を要求する原則である（略）。今日の会計では、会計処理の選択

適用が認められている場合が多いため、絶対的な真実性を追求することは不可能である。

（略）この原則にいう真実性とは相対的真実性であるといわれる（出典：ゼミナール現

代会計入門 伊藤邦雄）。 

●正規の簿記の原則 

二 企業会計は、すべての取引につき、正規の簿記の原則に従つて、正確な会計帳簿を作成しな

ければならない。（注 1） 

●資本取引・損益取引区分の原則 

三 資本取引と損益取引とを明瞭に区別し、特に資本剰余金と利益剰余金とを混同してはならな

い。 

●明瞭性の原則 

四 企業会計は、財務諸表によつて、利害関係者に対し必要な会計事実を明瞭に表示し、企業の

状況に関する判断を誤らせないようにしなければならない。（注 1） 

●継続性の原則 

五 企業会計は、その処理の原則及び手続を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更してはな

らない。 
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〔注 3〕 継続性の原則について（一般原則五） 

企業会計上継続性が問題とされるのは、一つの会計事実について二つ以上の会計処理の

原則又は手続の選択適用が認められている場合である。 

このような場合に、企業が選択した会計処理の原則及び手続を毎期継続して適用しない

ときは、同一の会計事実について異なる利益額が算出されることになり、財務諸表の期

間比較を困難ならしめ、この結果、企業の財務内容に関する利害関係者の判断を誤らし

めることになる。 

従って、いったん採用した会計処理の原則又は手続は、正当な理由により変更を行う場

合を除き、財務諸表を作成する各時期を通じて継続して適用しなければならない。 

なお、正当な理由によって、会計処理の原則又は手続に重要な変更を加えたときは、こ

れを当該財務諸表に注記しなければならない。 

●保守主義（安全性）の原則 

六 企業の財政に不利な影響を及ぼす可能性がある場合には、これに備えて適当に健全な会計処

理をしなければならない。 

●単一性の原則 

七 株主総会提出のため、信用目的のため、租税目的のため等種々の目的のために異なる形式の

財務諸表を作成する必要がある場合、それらの内容は、信頼しうる会計記録に基づいて作成され

たものであつて、政策の考慮のために事実の真実な表示をゆがめてはならない。 

 

〔注 1〕 重要性の原則の適用について（一般原則二、四及び貸借対照表原則一） 

企業会計は、定められた会計処理の方法に従って正確な計算を行うべきものであるが、企業会

計が目的とするところは、企業の財務内容を明らかにし、企業の状況に関する利害関係者の判断

を誤らせないようにすることにあるから、重要性の乏しいものについては、本来の厳密な会計処

理によらないで他の簡便な方法によることも正規の簿記の原則に従った処理として認められる。 

重要性の原則は、財務諸表の表示に関しても適用される。 

重要性の原則の適用例としては、次のようなものがある。 

(1) 消耗品、消耗工具器具備品その他の貯蔵品等のうち、重要性の乏しいものについては、

その買入時又は払出時に費用として処理する方法を採用することができる。 

(2) 前払費用、未収収益、未払費用及び前受収益のうち、重要性の乏しいものについては、

経過勘定頄目として処理しないことができる。 

(3) 引当金のうち、重要性の乏しいものについては、これを計上しないことができる。 

(4) たな卸資産の取得原価に含められる引取費用、関税、買入事務費、移管費、保管費等の

付随費用のうち、重要性の乏しいものについては、取得原価に算入しないことができる。 

(5) 分割返済の定めのある長期の債権又は債務のうち、期限が一年以内に到来するもので重

要性の乏しいものについては、固定資産又は固定負債として表示することができる。 
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○企業会計原則の生い立ち 

わが国会計慣行の拠処としての「企業会計原則」の意義 

「企業会計原則は、企業会計の実務の中に慣習として発達したもののなかから、一般に公正妥当

と認められたところを要約したものであつて、必ずしも法令によって強制されないでも、すべて

の企業がその会計を処理するに当って従わなければならない基準である」 

［特徴］実践性、周知性、公正妥当性、規範性 

わが国最初の会計規範である「企業会計原則」は、1949 年に企業会計制度対策調査会（大蔵省）

により、主として会計・監査で先行するアメリカの会計基準をもとに機能的に策定・公表された。

つまり、公的機関が諸外国の実務及び基準を参考にして、統一的に作成したものとしてスタート

している。 

 ［特徴］との関係?? 

現在は、中立の会計基準設定機関である企業会計基準委員会の「財務会計概念フレームワーク」

に基づき演繹的な基準設定も取り入れられている。 

 

わが国が範としたアメリカにおいては、1929 年大恐慌後に証券取引委員会(SEC)の承認のもとに

民間の会計士協会(AIA)が会計基準を策定していたが、後に中立の機関である財務会計基準審議

会(FASB)に会計基準設定権限が移行された。 

 

会計公準（貨幣的評価の公準・企業実体の公準・継続企業の公準）・
保守主義・重要性・発生主義等

財務会計審議会(FASB)基
準書・FASB解釈指針

アメリカ公認会計士協会
(AICPA)の会計基準審議会

(APB)意見書
AICPA会計研究公報

AICPAの業種別監査実務
指針

AICPAの業種別会計実務指
針

FASBの専門公報 AICPAの会計に関する解釈 広く行き渡った業界の実務

APB報告書 AICPAの論点書
他の専門的な見

解
FASBの概念報

告書
教科書及び論

文

GAAPの家

4階

3階

2階

1階

土台
（前提）

AICPAの意見書正
当
性

(autho
ritativeness)

 

Rubin, S. (1984), “Professional Notes: The House of GAAP,” Journal of Accountancy, June. 

FASB (2008), Statement of Financial Accounting Standards No. 162, The Hierarchy of Generally 

Accepted Accounting Principles. 
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③原則法と簡便法、四半期特有の会計処理の例 

●原則法による退職給付債務計算 

・退職給付に係る会計基準（企業会計審議会） 

二 負債 

１．負債の計上額 

退職給付債務に未認識過去勤務債務及び未認識数理計算上の差異を加減した額から年金資

産の額を控除した額を退職給付に係る負債として計上する。 

（中略） 

2 退職給付債務の計算 

(1) 退職給付債務は、退職時に見込まれる退職給付の総額（以下「退職給付見込額」とい

う。）のうち、期末までに発生していると認められる額を一定の割引率及び予想される退

職時から現在までの期間（以下「残存勤務期間」という。）に基づき割り引いて計算する。

(注 2) 

(2) 退職給付見込額は、合理的に見込まれる退職給付の変動要因を考慮して見積らなけれ

ばならない。(注 3)(注 4) 

(3) 退職給付見込額のうち当期までに発生したと認められる額は、退職給付見込額につい

て全勤務期間で除した額を各期の発生額とする方法その他従業員の労働の対価を合理的に

反映する方法を用いて計算しなければならない。 (注 5) 

(4) 退職給付債務の計算における割引率は、安全性の高い長期の債券の利回りを基礎とし

て決定しなければならない。(注 6) 

 

●簡便法による退職給付債務計算 

・退職給付会計に関する実務指針（中間報告）（会計制度委員会報告第 13 号） 

（小規模企業等の範囲及び原則法と簡便法の適用関係） 

34. 退職給付会計基準の適用に当たり、従業員が比較的尐ない小規模企業等にあっては、

原則法を適用することが相当の事務負担になることも考えられる。また、小規模企業等に

あっては、高い信頼性をもって数理計算上の見積りを行うことが困難である場合や退職給

付の重要性が乏しい場合が考えられる。このような場合には、原則法による計算によらず

簡便法により計算した退職給付債務を用いて、退職給付引当金及び退職給付費用を計上す

ることができる。 

簡便法を適用できる小規模企業等とは、原則として従業員数 300人未満の企業をいうが、

従業員数が 300人以上の企業であっても年齢や勤務期間に偏りがあるなどにより、原則法

による計算の結果に一定の高い水準の信頼性が得られないと判断される場合には、費用対

効果の観点から簡便法によることができる。なお、この場合の従業員数とは退職給付債務

の計算対象となる従業員数を意味し、複数の退職給付制度を有する事業主にあっては制度

ごとに判定する。 

従業員数は毎期変動することが一般的であるので、簡便法の適用は一定期間の従業員規模

の予測を踏まえて決定することになる。 
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（簡便法による退職給付債務の計算方法） 

36. 小規模企業等において簡便法を適用する場合、下記の方法のうち、各事業主の実態か

ら合理的と判断される方法を選択し、いったん選択した方法は、原則法に変更する場合又

はより合理的と判断される方法に変更する場合を除き、継続して適用する。 

（退職一時金制度） 

（中略） 

③ 退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法 

 

●四半期特有の会計処理 

・四半期財務諸表に関する会計基準（企業会計基準第 12 号） 

（会計方針） 

9. 四半期連結財務諸表の作成のために採用する会計方針は、四半期特有の会計処理を除

き、原則として年度の連結財務諸表の作成にあたって採用する会計方針に準拠しなければ

ならない。ただし、当該四半期連結財務諸表の開示対象期間に係る企業集団の財政状態、

経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する財務諸表利用者の判断を誤らせない限り、

簡便的な会計処理によることができる。 

四半期特有の会計処理 

11. 四半期連結財務諸表作成のための特有の会計処理は、原価差異の繰延処理及び税金費

用の計算とする。 

 

（税金費用の計算） 

14. 親会社及び連結子会社の法人税その他利益に関連する金額を課税標準とする税金（以

下「法人税等」という。）については、四半期会計期間を含む年度の法人税等の計算に適

用される税率に基づき、原則として年度決算と同様の方法により計算し、繰延税金資産及

び繰延税金負債については、回収可能性等を検討した上で、四半期貸借対照表に計上する。 

ただし、税金費用については、四半期会計期間を含む年度の税引前当期純利益に対する税

効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を

乗じて計算することができる。この場合には、四半期貸借対照表計上額は未払法人税等そ

の他適当な科目により、流動負債又は流動資産として表示し、前年度末の繰延税金資産及

び繰延税金負債については、回収可能性等を検討した上で、四半期貸借対照表に計上する

こととする。 
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Ⅱ－６．会計士による会計監査 

表２：法定監査の一覧 

法 律 会計監査の根拠条文 

金融商品取引法 83 条の 2、193 条の 2 第 1、2 頄 

会社法 328 条 

労働金庫法 41 条の 2 

信用金庫法 38 条の 2 

協同組合による金融事業に関する法律 5 条の 8 

農林中央金庫法 24 条の 2 

私立学校振興助成法及び学校法人の寄付行為の認可

申請 

14 条 3 頄 

政党助成法 19 条 3 頄 

資産の流動化に関する法律 67 条 

投資事業有限責任組合契約に関する法律 8 条 

投資信託及び投資法人に関する法律 95 条 

独立行政法人通則法 39 条 

信託法 248 条 2 頄 

地方独立行政法人法 35 条 

国立大学法人法 35 条 

放送大学学園法 10 条 

農業信用保証保険法 42 条 

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 62 条 

公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律 5 条十二、23 条 

医療法 51 条 

中小企業等協同組合法 40 条の 2 

消費生活協同組合法 31 条の 8 

中小漁業融資保証法 33 条の 2 

健康保険法 7 条の 29 

有限責任監査法人に対する監査に係る公認会計士法

の規定 

公認会計士法 34 条の 32 

放送法 76 条 

地方公共団体金融機構法 36 条 

日本年金機構法及び総合法律支援法に基づく監査並

びに地方自治法に基づく包括又は個別外部監査 

42 条、48 条、252 条の 27 
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Ⅲ．「公正なる会計慣行」を取り扱った判例事例 

Ⅲ－１．長銀・日債銀事件 

改正後の決算経理基準改正前の決算経理基準

日本長期信用銀行

日本債権信用銀行

平成6年 平成10年3月期

平成9年3月期

平成7年1月
阪神大震災

平成9年11月
拓銀破たん、
山一自主廃業

平成7年3月
大阪銀行、福
徳銀行破綻

平成10年12月
日債銀国有化

平成10年10月
長銀国有化

平成11年3月期

平成11年6月
前頭取逮捕

平成10年12月
前頭取逮捕

 

 

●長銀事件の違反容疑 

① 長銀の平成 9 年 4 月から平成 10 年までの事業年度決算（平成 10 年 3 月期決算）に、

5,846 億 8,400 万円の当期未処理損失があったのに、取立不能のおそれがあって取立不

能と見込まれる貸出金合計 3,130 億 6,900 万円の償却又は引当をしないことにより、上

記当期未処理損失を過尐の 2,716 億 1,500 万円に圧縮して計上した貸借対照表、損益計

算書および利益処分計算書を掲載するなどした平成 9 年度の有価証券報告書を平成 10

年 6 月に大蔵省財務局長に提出した。このような重要な事頄につき虚偽の記載のある有

価証券報告書を提出したことは証券取引法 198 条 5 頄違反である。 

② 5,846 億 8,400 万円の当期未処理損失があって株主に配当すべき剰余金は皆無であった

のに、平成 10 年 6 月 25 日長銀本店で開催された同社の定時株主総会において上記当期

未処理損失 2,716 億 1,500 万円を基に任意積立金を取り崩し、一株 3 円の割合による総

額 71 億 7,846 万 7,455 円の利益配当を行う旨の利益処分案を提出して可決承認させ、

同社の株主に対し配当金合計 71 億 6,600 万 2,360 円を支払い、もって法令に違反して

利益の配当をした。この行為は商法 489 条違反の犯罪である。 

 

 

 

図５ 長銀事件と日債銀事件年表 

資 14



15 

 

●日債銀事件の違反容疑 

平成 9 年 4 月から平成 10 年までの事業年度決算（平成 10 年度 3 月期決算）に 2205 億 700

万円の当期未処理損失があったのに、取立不能のおそれがあって取立不能と見込まれる貸

出金 1592 億 3300 万円の償却又は引当てをしないことにより、これを同額過尐の 612 億

7400 万円に圧縮して計上した貸借対照表、損益計算書および利益処分計算書を掲載するな

どした同事業年度の有価証券報告書を提出した。このような重要な事頄につき虚偽の記載

のある有価証券報告書を提出したことは、証券取引法 197 条 1 号違反による。 

 

 

 

 

 

 

 

●長銀・日債銀事件における「公正なる会計慣行」に関連する基準のまとめ 

（１）改正前の決算経理基準 

基準の名称 本資料中の該当頁 

基本事頄通達 ３７頁 

改正前の決算経理基準 ３７頁 

法人税基本通達（特に、同通達９－６－４） ３８頁 

不良債権償却証明制度、不良債権償却証明制度等実施要領 ３８頁 

   →これらの基準の関係については、図６を参照 

 

（２）資産査定通達等によって補充された「改正後の決算経理基準」 

基準の名称 本資料中の該当頁 

基本事頄通達 ３７頁 

改正後の決算経理基準 ３９頁 

早期是正措置制度 ３８頁 

資産査定通達 ３８～３９頁 

４号実務指針 ３９頁 

   →これらの基準の関係については、図７を参照 
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図６ 「改正前の決算経理基準」と「税法基準」のイメージ 

 

 

 

図７ 資産査定通達等によって補充された「改正後の決算経理基準」のイメージ 

 

  

 

「税法基準」（慣行） 

 

【大蔵省】 

①「普通銀行の業務経営に関す

る基本事頄等について」と題す

る通達（基本事頄通達） 

 

 

① 早期是正措置制度 

② 「早期是正措置制度導入後

の金融検査における資産査定

について」と題する通達（資産

査定通達） 

【国税庁】法人税基本通達９－６－４ 

【大蔵省・国税庁】 

不良債権償却証明制度 

【大蔵省】 

不良債権償却証明制度等実施要領 

銀行法 

 

【日本公認会計士協会】 

「銀行等金融機関の資産の自己

査定に係る内部統制の検証並び

に貸倒償却及び貸倒引当金の監

査に関する実務指針」（４号実務

指針） 

【大蔵省】 

「普通銀行の業務経営に関する

基本事頄等について」と題する

通達（基本事頄通達） 

 
改正後

．
の決算経理基準 

 

【大蔵省】 

「普通銀行の業務経営に関する

基本事頄等について」と題する

通達（基本事頄通達） 

 
改正前

．
の決算経理基準 

 

 

【国税庁】法人税基本通達９－６－４ 

【大蔵省・国税庁】 

不良債権償却証明制度 

【大蔵省】 

不良債権償却証明制度等実施要領 

「税法基準」（慣行） 

 

銀行法 
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Ⅲ－２．三洋電機粉飾決算事件 

金融商品会計基準
（平成12年4月1日以後開始事業年度）

訂正対象期間
（平成13年3月～平成19年3月）

三洋電機

平成16年

平成20年3月

平成19年2月

平成16年10

月新潟中越沖
地震

平成19年12月

証券取引等監
視委員会指摘

平成19年3月期

臨時株主総会

課徴金納付

平成13年3月

平成18年ﾘﾁ
ｳﾑｲｵﾝ電池
発熱事故

平成19年洗
濯乾燥機
発火事故

平成21年12月パナ
ソニック子会社化

●金融商品会計基準（企業会計基準 第10号）から抜粋 

Ⅳ．金融資産及び金融負債の貸借対照表価額等 

2．有価証券 

 (3)子会社株式及び関連会社株式 

17. 子会社株式及び関連会社株式は、取得原価をもって貸借対照表価額とする。 

（中略） 

 (6)時価が著しく下落した場合 

20. 満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式並びにその他有価証券のうち、時

価を把握することが極めて困難と認められる金融商品以外のものについて時価が著しく下

落したときは、回復する見込があると認められる場合を除き、時価をもって貸借対照表価

額とし、評価差額は当期の損失として処理しなければならない。 

21. 時価を把握することが極めて困難と認められる株式については、発行会社の財政状態

の悪化により実質価額が著しく低下したときは、相当の減額をなし、評価差額は当期の損

失として処理しなければならない。 

22. 第 20頄及び第 21 頄の場合には、当該時価及び実質価額を翌期首の取得原価とする。 

 

 

 

図８ 三菱電機粉飾事件年表 
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●金融商品会計に関する実務指針（会計制度委員会報告第14号）から抜粋 

時価を把握することが極めて困難と認められる株式の減損処理 

92. 時価を把握することが極めて困難と認められる株式は取得原価をもって貸借対照表

価額とするとされている（金融商品会計基準第 19 頄(2)）が、当該株式の発行会社の財政

状態の悪化により実質価額が著しく低下したときは、相当の減額を行い、評価差額は当期

の損失として処理（減損処理）しなければならない（金融商品会計基準第 21頄）。 

財政状態とは、一般に公正妥当と認められる会計基準に準拠して作成した財務諸表を基礎

に、原則として資産等の時価評価に基づく評価差額等を加味して算定した 1 株当たりの純

資産額をいい、財政状態の悪化とは、この 1 株当たりの純資産額が、当該株式を取得した

ときのそれと比較して相当程度下回っている場合をいう。なお、この際に基礎とする財務

諸表は、決算日までに入手し得る直近のものを使用し、その後の状況で財政状態に重要な

影響を及ぼす事頄が判明していればその事頄も加味する。通常は、この 1 株当たりの純資

産額に所有株式数を乗じた金額が当該株式の実質価額であるが、会社の超過収益力や経営

権等を反映して、1株当たりの純資産額を基礎とした金額に比べて相当高い価額が実質価額

として評価される場合もある。 

また、時価を把握することが極めて困難と認められる株式の実質価額が「著しく低下した

とき」とは、尐なくとも株式の実質価額が取得原価に比べて 50％程度以上低下した場合を

いう。ただし、時価を把握することが極めて困難と認められる株式の実質価額について、

回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合には、期末において相当の減額をしな

いことも認められる。 
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●三洋減損ルール 

図９ 三洋減損ルールのイメージ 

５年後

取
得
価
額

実
質
価
額

累損解消計画

A.累損解
消不足額

B.計画未達額

実績の利益数値

平成13年
3月期

50%

平成14年
3月期

平成15年
3月期

改正前実務指針
適用年度

改正後実務指針
適用年度

（14年3月期）
B’.計画未達額

平成17年
3月期

（13年3月期）

 

（当初）①減損検討対象を債務超過１０億円以上の子会社等１１社に限定する（＝その他

の関係会社は減損検討対象にしない）②減損１１社については次のような会計処理を行う。

Ａ：三洋電機が作成した「５年累損解消計画」に基づき、初年度は５年経過しても累積損

失を解消できない額（＝累損解消不足額）を減損する。 

Ｂ：翌期以降は「５年累損解消計画」と実績との差異となる同計画が達成できなかったこ

とにより累積損失を解消できなかった額を当期に減損する。 

 

（第二弾）平成１４年３月期には三洋電機は上記のＢのルールを「５年累損解消計画」が

達成できなかったことにより累積損失を解消できなかった額を当期に減損するのではなく、

Ｂ’：５年後に「５年累損解消計画」が達成できなかったことにより累積損失を解消できな

かった額を全額減損する、というルールに修正した。 

三洋電機は平成１３年３月期から平成１６年３月期までは三洋減損ルールに従った減損処

理を行った。 

 

（最終）平成１７年３月期には三洋減損ルールを廃止し、減損検討対象を減損１１社から

実質価額が投資簿価の５０％以下となっている全ての関係会社へ拡大した。また、平成１

８年３月期には「金融商品に係る会計基準」及び「金融商品会計に関する実務指針」に厳

格に準拠した関係会社株式減損処理を行った。  
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Ⅲ－３．ビックカメラ課徴金審判事件 

金商法監査・会社法監査対象期間会社法監査対象期間

不動産流動化

平成20年6月期

平成18年8月期

平成12年8月1日

ｼﾞｬｽﾀﾞｯｸ市場上場

決算訂正期間

平成14年8月

会計制度委員会報告15号「特別目的
会社を活用した不動産の流動会に係る
譲渡人の会計処理に関する実務指針」
の適用開始時期

東証1部上場

平成20年12月
証券取引等監視
委員会調査

  図１１ 全体のスキーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１０ ビックカメラ課徴金審判事件年表 

ビックカメラ 

豊島企画 

（3 名の取締役） 

信託銀行 

ケイマン SPC 

有限会社三山マネジメント 三山コーポレーショ

ン 

20M 出資 

100%出資 

10M 

100%出資 

① 信託譲渡 

② 信託受益権 

③
信
託
受
益
権
譲
渡 

（290 億円） 

180 億円 

借入 

75 億 50M 

優先組合出資 

BK 

30 億円 

14 億 50M 

务後匿名 

組合出資 

10M 出資 

東京計画 

（元社長出資会社） 

75 億 50M 

BK 借入 
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図１２ 匿名組合に関する子会社・関連会社分析（持株比率基準 vs支配力基準） 

 

 

 

●特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針（会

計制度委員会報告第 15号）から抜粋 

特別目的会社が譲渡人の子会社に該当する場合の取扱い 

12． 不動産の流動化が、譲渡人の子会社に該当する特別目的会社を譲受人として行われ

ている場合には、譲渡人は売却処理を行うことができない。 

リスクと経済価値の移転についての具体的な判断基準 

13． 流動化された不動産のリスクと経済価値のほとんどすべてが、譲受人である特別目

的会社を通じて他の者に移転していることを売却の認識の要件としたが、流動化スキーム

の構成上重要でない一部のリスクが譲渡人に残ることが避けられない場合にまで、売却取

引として会計処理することを妨げることは実務上適切ではない。 

リスクと経済価値の移転についての判断に当たっては、リスク負担を流動化する不動産が

その価値のすべてを失った場合に生ずる損失であるとして、以下に示したリスク負担割合

によって判定し、流動化する不動産の譲渡時の適正な価額（時価）に対するリスク負担の

金額の割合がおおむね 5％の範囲内であれば、リスクと経済価値のほとんどすべてが他の者

に移転しているものとして取り扱う。 

リスク負担割合 ＝ リスク負担の金額/流動化する不動産の譲渡時の適正な価額（時価） 

 

財務諸表等規則 第八条 

１ この規則において「一年内」とは、貸借対照表日の翌日から起算して一年以内の日をいう。

(ガイドライン 8-4)(ガイドライン 8-14) 

東京計画 

 
手元流動性等 

計 10 億 

 

 

信託受益権 

290 億 

借入（社債） 

180 億 

借入 30 億 

匿名組合出資 

75.5 億 

匿名組合出資 

14.5 億 

日本政策投資銀行 

ビック 

カメラ 

直接出資 

豊島企画 

代表 

取締役 

出資 

1,000 万 ①みずほコーポレート

35 億 

②大和 15.5 億 

③北陸 15 億 

④三井住友 10 億 

担保 

提供 

融資 

75.5 億 

出資 

(75.5+14.5)/
290=31% 

持株比率

16.1% 

14.5/290

=5% 

三山コーポレーション 

匿名組合 
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２ この規則において「通常の取引」とは、財務諸表提出会社の事業目的のための営業活動にお

いて、経常的に又は短期間に循環して発生する取引をいう。 

３ この規則において「親会社」とは、他の会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機

関（株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下「意思決定機関」という。）を支配して

いる会社等をいい、「子会社」とは、当該他の会社等をいう。親会社及び子会社又は子会社

が、他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等も、その親会

社の子会社とみなす。 

４ 前頄に規定する他の会社等の意思決定機関を支配している会社等とは、次の各号に掲げる会

社等をいう。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の意思

決定機関を支配していないことが明らかであると認められる会社等は、この限りでない。 

一 他の会社等（民事再生法（平成十一年法律第二百二十五号）の規定による再生手続開

始の決定を受けた会社等、会社更生法（平成十四年法律第百五十四号）の規定による更

生手続開始の決定を受けた株式会社、破産法（平成十六年法律第七十五号）の規定によ

る破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であつて、かつ、有

効な支配従属関係が存在しないと認められる会社等を除く。以下この頄において同じ。）

の議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等 

二 他の会社等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有し

ている会社等であつて、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する会社等 

イ 自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において

緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及

び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権

とを合わせて、他の会社等の議決権の過半数を占めていること。 

ロ 役員（法第二十一条第一頄第一号（法第二十七条において準用する場合を含む。）に規定する

役員をいう。以下同じ。）若しくは使用人である者、又はこれらであつた者で自己が他の会社

等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該他の会

社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。 

ハ 他の会社等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。 

ニ 他の会社等の資金調達額（貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。）の総額の過

半について融資（債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び第六頄第二号ロにおいて

同じ。）を行つていること（自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のあ

る者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。）。 

ホ その他他の会社等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。 

三 自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等に

おいて緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認め

られる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有

している議決権とを合わせた場合（自己の計算において議決権を所有していない場合を

含む。）に他の会社等の議決権の過半数を占めている会社等であつて、かつ、前号ロから

ホまでに掲げるいずれかの要件に該当する会社等  
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Ⅲ－４．キャッツ株価操縦事件   

図１３ キャッツ事件の開示状況推移 

平成14年6月 平成14年12月 平成15年6月 平成15年12月

平成16年3月

ｷｬｯﾂ民事再生
手続開始決定

半期報告書 有価証券報告書 半期報告書 有価証券報告書

（単体）表
示

預け金（投資その他の
資産）表示

6､000,000千円

関係会社株式（投資そ
の他の資産）表示

7,342,473千円

関係会社株式（投資その
他の資産）表示

6､566,039千円

関係会社株式評価損

6,856,931千円

（連結）表
示

預け金（投資その他の
資産）表示

6､000,000千円

連結調整勘定（無形固
定資産表示）

6,297,405千円

連結調整勘定（無形固定
資産表示）

5,741,017千円

連結調整勘定償却額

5,861,582千円

関連する
オフバラン
ス情報

※7 重要な資産の内容
預け金 6,000,000千円

消費寄託契約に基づく
企業買収ファンド事業会
社への資金の寄託であ
ります。

※連結CF関係
流動資産 711,296千円
固定資産 36,659千円
連結調整勘定 5,938,983千円
流動負債 △686,939千円
株式取得価額 6,000,000千円
現金及び同党物△156,589千円
差引：支出額 5,843,410千円

－ － GC注記あり GC注記あり

（重要な後発事象）

前代表取締役社長に対
する貸付が平成15年9月
26日開催の取締役会で
承認。

（関連当事者）
左記に関連するもの
（重要な後発事象）
平成16年2月23日取締

役会で民事再生申立
決議

 

図１４ 全体のスキーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その子会社 仕手筋 

（キャッツ株式保有） 

キャッツ 

（代表取締役 B） 

60 億円 

60 億円 

B 振出 

ﾊﾟｰｿﾅﾙﾁｪｯｸ 

C の匿名組

合など 

60 億円 

ｷｬｯﾂ株式買取 
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表３ キャッツ株価操縦事件の各判決判旨一覧 

虚偽記載の有無 半期報告書 有価証券報告書 

原判決(H18. 3.24) 60億円はaからBへの貸付金にもかかわらずjへ

の預け金として計上された点が虚偽記載。 

株の取得価額は多くとも6億5千万円であ

るにもかかわらず、60億円と計上された点

が虚偽記載。 

控訴審(H19. 7.11) パーソナルチェックは無価値の紙切れ。寄託は

認められない。60億円はB個人の資金不足を補

うために交付されたものであり、返済期限や利

息等が定められていなくてもその性質は貸付

金。Bの保有株のほとんどは担保に入っており、

Bに財産はなかった。消費寄託契約は虚偽表示

であることを前提に締結。第三者である監査法

人に確認状を出したことによって虚偽表示の

主張は妨げられない。60億円プラスアルファの

返還が期待される預け金と返還されることが

ほとんど期待できない貸付金とでは全く異な

る。 

パーソナルチェックが無価値である以上

60億円の記載は虚偽記載。aから何らの出

損がないため、取得価額を観念することは

困難であるが、敢えて評価すれば1株25万

円、2,600株で6億5千万円。6億5千万円と

60億円では連結調整勘定の額が異なり、収

益に影響することは明らかである。 

上告審(H22. 5.31) 消費寄託契約は仮装されたものであり、パーソ

ナルチェックは60億円を運用するために交付

されたものではない。 

パーソナルチェックは支払呈示をしない

ことを前提に交付されたものであり、株式

買収の代金支払い手段とされたものとは

認められない。m株式はBの資金を用いて1

株25万円で買収されたもの。 

補足(検察側) 6億5千万円の根拠は、金融商品会計実務指

針第243頄(当初認識時の測定)。 

補足(弁護側) 原判決はパーソナルチェックの資産性と即時

換金性を混同している。6月末時点では、買付

けた200万株の時価50億円とB個人の純資産196

億円により資産性は裏付けられている。消費寄

託契約はCにとってきわめて経済合理性の高い

取引。Cは監査法人の確認書に無条件確認を行

っている。収益に影響しないため、粉飾に当た

らない。 

特定債権との交換取引で取得された非上

場株式の取得原価に該当。取得原価は交換

に供された特定資産の簿価により自動決

定される(連続意見書及び児島意見書)。実

務指針は解釈指針であり、金融商品会計基

準において子会社株式は取得原価とされ

ている。6億5千万円は税務上の直近の売買

事例に該当、金融商品会計基準上の時価に

該当しない。6億5千万円との差額53億5千

万円の損失を認定していないので収益へ

の影響を認定しておらず、粉飾には当たら

ない。 
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Ⅳ．パネルディスカッション・メモ 

Ⅳ－１．各事例における「公正なる会計慣行」の論点整理 

 論点１ 

「公正なる会計慣行」と判断する事象 

論点２ 

会計事実か 

会計処理か 

長銀・日債銀事件 平成 10 年 3 月期で適用すべきルール以外に

公正なる会計慣行を認定したこと 

会計処理 

三洋電機事件 適用初年度のルールの適用状況 会計処理 

ビックカメラ事件 連結の範囲と会社法会計 会計処理 

キャッツ事件 会計処理が争点にならなかったこと 会計事実 

 

 

Ⅳ－２．パネルディスカッションの論点 

（１）「公正なる会計慣行」にいう「慣行」について 

   ・慣行そのもの 

   ・長銀、日債銀事件 

   ・三洋電機粉飾決算事件 

・慣行を判断する主体について－第三者委員会の構成メンバー－ 

（２）「公正なる会計慣行」は唯一無二か 

・長銀、日債銀事件 

・特に新ルール導入 

・見積もり頄目の評価（特に金融商品の減損検討） 

・ビックカメラ事件 

（３）「公正なる会計慣行である」ことを判断するのは誰か 

・裁判所である 

・公認会計士である 

・証券取引等監視委員会である 

（４）行政処分について 

・ビックカメラ事件 

・三洋電機粉飾決算事件 

（５）他の３つと毛並みの違う事件 

・キャッツ事件 

（６）今後の争点について 

・第三者委員会構成メンバーについて 

・IFRS 導入に際して 

・中小企業の会計に関するルール 

（７）最後に 
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Ⅴ．参考資料 

 

Ⅴ－１．長銀事件 最小二判平成 20年 7月 18 日刑集第 62巻 7号 2101 頁 

 

事件番号 平成17(あ)1716 

事件名 証券取引法違反，商法違反被告事件 

裁判年月日 平成20年07月18日 

法廷名 最高裁判所第二小法廷 

裁判種別 判決 

結果 破棄自判 

判例集等巻・号・頁 刑集 第62巻7号2101頁 

原審裁判所名 東京高等裁判所 

原審事件番号 平成15(う)1244 

原審裁判年月日 平成17年06月21日 

判示事頄 旧株式会社日本長期信用銀行の平成１０年３月期に係る有価証券

報告書の提出及び配当に関する決算処理につき，これまで「公正ナ

ル会計慣行」として行われていた税法基準の考え方によったことが

違法とはいえないとして，同銀行の頭取らに対する虚偽記載有価証

券報告書提出罪及び違法配当罪の成立が否定された事例 

裁判要旨 旧株式会社日本長期信用銀行の平成１０年３月期に係る有価証券

報告書の提出及び配当に関する決算処理について，資産査定通達等

によって補充される改正後の決算経理基準（判文参照）は，関連ノ

ンバンク等に対する貸出金の資産査定に関しては，新たな基準とし

て直ちに適用するには明確性に乏しく，従来のいわゆる税法基準の

考え方による処理を排除して厳格に上記改正後の決算経理基準に

従うべきことも必ずしも明確であったとはいえず，そのような過渡

的な状況のもとでは，これまで「公正ナル会計慣行」として行われ

ていた税法基準の考え方によったことは違法ではなく，同銀行の頭

取らに対する虚偽記載有価証券報告書提出罪及び違法配当罪は成

立しない。  

（補足意見がある。） 

参照法条 証券取引法（平成10年法律第107号による改正前のもの）197条1号，

証券取引法（平成12年法律第96号による改正前のもの）207条1頄1

号，商法（平成17年法律第87号による改正前のもの）32条2頄，商

法（平成17年法律第87号による改正前のもの）489条3号，商法（平

成11年法律第125号による改正前のもの）285条の4第2頄 
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主文 

原判決及び第１審判決を破棄する。 

被告人らはいずれも無罪。 

理由 

被告人Ａの弁護人Kurほかの上告趣意は，憲法違反，判例違反をいう点を含め，実質は事

実誤認，単なる法令違反の主張であり，被告人Ｂの弁護人Kunほかの上告趣意は，憲法違反

をいう点を含め，実質は事実誤認，単なる法令違反の主張であり，被告人Ｃの弁護人Saほ

かの上告趣意は，憲法違反，判例違反をいう点を含め，実質は事実誤認，単なる法令違反

の主張であって，いずれも刑訴法４０５条の上告理由に当たらない。 

しかしながら，所論にかんがみ，職権をもって調査すると，原判決及び第１審判決は，

刑訴法４１１条１号，３号により破棄を免れない。その理由は，以下のとおりである。 

１ 本件公訴事実の要旨は，「被告人Ａは，平成７年４月２８日から平成１０年９月２８

日までの間，東京都千代田区内に本店を置き長期信用銀行業務等を目的とする長期信用銀

行で，発行する株式が東京証券取引所第１部等に上場されている株式会社日本長期信用銀

行（以下「長銀」という。）の代表取締役頭取であった者，被告人Ｂは，平成９年１０月

１日から平成１０年８月２１日までの間，長銀の代表取締役副頭取であった者，被告人Ｃ

は，平成９年１０月１日から平成１０年３月３１日までの間，長銀の代表取締役副頭取で

あった者であるが，被告人３名は共謀の上， 

第１ 長銀の業務に関し，平成１０年６月２９日，大蔵省関東財務局長に対し，長銀の平

成９年４月１日から平成１０年３月３１日までの事業年度（以下「平成１０年３月期」と

もいう。）の決算には５８４６億８４００万円の当期未処理損失があったのに，取立不能

のおそれがあって取立不能と見込まれる貸出金合計３１３０億６９００万円の償却又は引

当をしないことにより，これを過尐の２７１６億１５００万円に圧縮して計上した貸借対

照表，損益計算書及び利益処分計算書を掲載するなどした上記事業年度の有価証券報告書

を提出し，もって，重要な事頄につき虚偽の記載のある有価証券報告書を提出し， 

第２ 長銀の上記事業年度の決算には，上記のとおり，５８４６億８４００万円の当期未

処理損失があって株主に配当すべき剰余金は皆無であったのに，平成１０年６月２５日，

長銀本店で開催された同社の定時株主総会において，上記当期未処理損失２７１６億１５

００万円を基に，任意積立金を取り崩し，１株３円の割合による総額７１億７８６４万７

４５５円の利益配当を行う旨の利益処分案を提出して可決承認させ，そのころ，同社の株

主に対し，配当金合計７１億６６６０万２３６０円を支払い，もって，法令に違反して利

益の配当をした」というものである。 

上記の当期未処理損失は専ら関連ノンバンク及びこれと密接な関連のある会社で長銀の

関連親密先とされるものに対する貸出金に係るものであるところ，検察官は，商法（平成

１７年法律第８７号による改正前のもの）３２条２頄にいう「公正ナル会計慣行」として

は，後記資産査定通達等によって補充される改正後の決算経理基準のみがこれに該当し，

これによれば長銀には平成１０年３月期に公訴事実記載の未処理損失がある旨を主張した。

そして，第１審は，公訴事実どおりの事実を認定して，被告人Ａに対し懲役３年，４年間
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執行猶予，同Ｂに対し懲役２年，３年間執行猶予，同Ｃに対し懲役２年，３年間執行猶予

の各判決を言い渡し，原審は，事実誤認，法令適用の誤り等を理由とする各被告人の控訴

をいずれも棄却した。 

２ 原判決の認定及び記録によれば，本件の事実経過は以下のとおりである。 

(1) 大蔵省（当時。以下同じ。）は，銀行法（昭和５６年法律第５９号）の施行に伴い，

昭和５７年４月に「普通銀行の業務運営に関する基本事頄等について」と題する通達（い

わゆる「基本事頄通達」。昭和５７年４月１日付け蔵銀第９０１号）を発出したが，その

中に経理関係として，普通銀行の会計処理の基準となるべき「決算経理基準」を定めてお

り，この通達の発出以降，普通銀行は，当該経理基準のもとで，いわゆる税法基準（銀行

の貸出金については，回収不能又は回収不能見込みとして，法人税法上，損金算入が認め

られる額（昭和４４年５月１日付け直審（法）２５「法人税基本通達」（平成１０年課法

２－７による改正前のもの）９－６－４等参照）につき，当期に貸倒償却・引当をする義

務があるとされていたところ，銀行の関連ノンバンク等関連会社（以下「関連ノンバンク

等」という。）に対する貸出金は，銀行がこれらに対し追加的な支援を予定している場合

には，原則として回収不能見込み等とすることはできないが，銀行による金融支援が一定

の要件を満たす場合には，上記「法人税基本通達」（平成１０年課法２－６による改正前

のもの）９－４－２に基づき当期における債権放棄などの確定支援損の限度で，寄附金と

しての処理をしないで，支援損として損金算入することが認められていたことに依拠して，

銀行が関連ノンバンク等に対する金融支援を継続する限りは，毎期において確定支援損と

して損金算入が認められる範囲で段階的な処理を行うことができるというもの）に従った

会計処理を行い，長期信用銀行においても，この基本事頄通達を準用する取扱いにより，

同様の会計処理を行っていた。したがって，銀行の関連ノンバンク等に対する貸出金につ

いては，一般取引先に対する貸出金とは異なり，銀行が関連ノンバンク等に対する金融支

援を継続する限りは，償却・引当はほとんど行われていなかった。 

(2) 平成６年，平成７年における金融機関の経営破綻を契機として，大蔵大臣の諮問機関

である金融制度調査会は，金融システム安定化委員会を設置し，同年１２月２２日，金融

機関経営の健全性の確保のための方策として「ディスクロージャーの推進」と「早期是正

措置の導入」等の提言を内容とする「金融システム安定化のための諸施策」を大蔵大臣に

答申した。また，大蔵省の金融検査・監督等に関する委員会も，同月２６日，「今後の金

融検査・監督等のあり方と具体的改善策について」と題する報告書を作成し，公表した。 

(3) これらの提言等を受けて，平成８年６月２１日，「金融機関等の経営の健全性確保の

ための関係法律の整備に関する法律」など，いわゆる金融３法が成立し公布され，これに

より銀行法及び長期信用銀行法等の一部が改正され，銀行経営の健全性を確保するための

金融行政当局による監督手法として，平成１０年４月１日以降「早期是正措置制度」が導

入されることとなった。 
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(4) 平成８年９月，金融３法の成立を受けて，大蔵省銀行局長の私的研究会として，「早

期是正措置に関する検討会」が発足し，同検討会は，同年１２月２６日，自己査定ガイド

ラインの原案などを内容とする「中間とりまとめ」を作成し，公表した。 

(5) 大蔵省大臣官房金融検査部長は，「早期是正措置に関する検討会」における検討を踏

まえ，平成９年３月５日付けで，各財務（支）局長，沖縄総合事務局長及び金融証券検査

官あてに「早期是正措置制度導入後の金融検査における資産査定について」と題する通達

（以下「資産査定通達」という。）を発出した。この通達には，金融機関が行う資産の自

己査定は，金融機関が適正な償却・引当を行うための準備作業として重要な役割を果たす

ことになること，早期是正措置制度は平成１０年４月から導入され，導入後の金融検査に

おいては，金融機関の自己査定の基準が明確かどうか，その枠組みがこの通達で示される

枠組みに沿っているかどうかについて把握し，当該基準に従って適切に自己査定が行われ

ているかどうかチェックすることとなるが，導入されるまでの間における金融検査におい

ても，金融機関の自己査定のための体制整備の進展状況等について把握するよう努められ

たい旨の記載がある。資産査定通達は，金融証券検査官が各銀行の実施した自己査定に対

する検査を適切かつ統一的に行い得るよう作成されたものであり，金融機関にも公表され

ていた。 

(6) 資産査定通達が発出されたことを受けて，全国銀行協会連合会の融資業務専門委員会

は，各銀行が自己査定をする際の参考となるよう，資産査定通達の内容についての一般的

な考え方を「『資産査定について』に関するＱ＆Ａ」（以下「資産査定Ｑ＆Ａ」という。）

にまとめ，平成９年３月１２日付けで，全国の金融機関に送付した。 

(7) 日本公認会計士協会は，資産査定通達の考え方を踏まえて，平成９年４月１５日付け

で，銀行等監査特別委員会報告第４号「銀行等金融機関の資産の自己査定に係る内部統制

の検証並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」（以下「４号実務指針」

という。）を作成し，公表した。これは，自己査定制度の整備状況の妥当性及び査定作業

の査定基準への準拠性を確かめるための実務指針を示すとともに，貸倒償却及び貸倒引当

金の計上に関する監査を実施する際の取扱いをまとめたものであった。この指針は，平成

９年４月１日以降開始する事業年度に係る監査から適用するものとされた。 

(8) 大蔵省大臣官房金融検査部管理課長は，平成９年４月２１日付けで，金融証券検査官

等にあてて，「金融機関等の関連ノンバンクに対する貸出金の査定の考え方について」と

題する事務連絡（以下「９年事務連絡」という。）を発出した。これは，関連ノンバンク

に対する貸出金について，関連ノンバンクの体力の有無，親金融機関等の再建意思の有無，

関連ノンバンクの再建計画の合理性の有無等を総合的に勘案して査定することを内容とし

ていたが，金融機関一般には公表されていなかった。 

資 29



30 

 

(9) ９年事務連絡の発出を受けて，全国銀行協会連合会の融資業務専門委員会は，いわゆ

る関連ノンバンク向け貸出金についての資産査定に関して，９年事務連絡の内容について

の一般的な考え方を「『資産査定について』に関するＱ＆Ａの追加について」（以下「追

加Ｑ＆Ａ」という。）としてとりまとめ，平成９年７月２８日付けで，全国の金融機関に

送付した。 

(10) 大蔵省銀行局長は，長銀の代表取締役頭取にあてて，平成９年７月３１日付けで，

「『普通銀行の業務運営に関する基本事頄等について』通達の一部改正について」（蔵銀

第１７１４号）及び「長期信用銀行の業務運営に関する基本事頄等について」（蔵銀第１

７２９号）と題する各通達を発出し，基本事頄通達の一部を改正することとした旨及び長

期信用銀行の業務運営については一部の事頄を除き改正された基本事頄通達によるものと

する旨を通達した。基本事頄通達の改正においては，決算経理基準の中の「貸出金の償却」

及び「貸倒引当金」の規定などが改正された（以下，改正された決算経理基準を「改正後

の決算経理基準」という。）。そこでは，回収不能と判定される貸出金等については債権

額から担保処分可能見込額及び保証による回収可能額を減算した残額を償却・引当するこ

と，最終の回収に重大な懸念があり損失の発生が見込まれる貸出金等については債権額か

ら担保処分可能見込額及び保証による回収可能額を減算した残額のうち必要額について引

当すること，これら以外の貸出金等について，貸倒実績率に基づき算定した貸倒見込額の

引当をすることなどを定めていた。この定めは，本営業年度（平成９年に係る営業年度）

の年度決算から適用することとされた。 

(11) 長銀では，事業推進部が関連ノンバンクを含む長銀の関連親密先とされる会社に対

する貸出金に関する自己査定基準の策定を担当した。事業推進部では，自己資本比率（Ｂ

ＩＳ比率）の維持を図るなどのため，償却・引当の財源を見据え，平成９年６月３０日を

基準日として実施された自己査定トライアル及び同年１２月３１日を基準日として実施さ

れた自己査定本番における各査定状況等を踏まえて，当初策定した基準案に償却・引当が

緩和されることとなる数度の修正を加え，平成１０年３月３０日，それ以外の「一般先」

とは異なる査定基準を内容とする「特定関連親密先自己査定運用細則」及び「関連ノンバ

ンクにかかる自己査定運用規則」を確定させた。 

(12) 長銀は，平成１０年３月期決算について，上記運用細則ないし運用規則に従って，

関連ノンバンクを含む長銀の関連親密先とされる会社に対する貸出金の資産分類，償却・

引当の実施の有無を査定したが，その自己査定は(1)で述べた改正前の決算経理基準のもとで

のいわゆる税法基準によれば，これを逸脱した違法なものとは直ちには認められないが，

資産査定通達，４号実務指針及び９年事務連絡（以下，これらを「資産査定通達等」とい

う。）によって補充される改正後の決算経理基準の方向性からは逸脱する内容となってい
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た。 

(13) 長銀では，上記自己査定の結果に基づいて策定された平成１０年３月期決算の基本

方針を同年３月３１日の常務会で承認し，同期決算案を同年４月２８日の取締役会などで

承認した。そして，同年６月２５日に開催された定時株主総会において，同期営業報告書，

貸借対照表，損益計算書を報告するとともに，当期未処理損失が２７１６億円余りである

ことを前提に任意積立金を取り崩し，１株当たり３円の割合による利益配当を行う旨の利

益処分計算書案を議案として提出し，可決承認された。そして，これに基づき，そのころ，

長銀の株主に対し，合計７１億円余りの配当が支払われた。 

(14) その後，長銀は，平成１０年３月期に係る有価証券報告書を完成させ，平成１０年

６月２９日，大蔵省関東財務局長あてにこれを提出した。 

３ 事実経過は以上のとおりであるところ，原判決は第１審判決を是認して被告人らに対

し虚偽記載有価証券報告書提出罪及び違法配当罪の成立を認めたものであるが，その理由

の要旨は，次のとおりである。 

(1) 資産査定通達等及び改正後の決算経理基準は，金融機関の健全性を確保する目的で，

平成１０年４月１日から導入される早期是正措置制度を有効に機能させるために必要な金

融機関の資産内容の査定方法や適正な償却・引当の方法を明らかにし，それにより資産内

容の実態を正確かつ客観的に反映した財務諸表を作成することを目指して策定されたもの

といえ，しかも全国銀行協会連合会等を通じて金融機関にその内容が公表・送付され，周

知徹底が図られてきた。資産査定通達等が示す資産査定の方法，償却・引当の方法等は，

金融機関の貸出金等の償却・引当に関する合理的な基準であり，基準としても明確なもの

であり，同様の趣旨・目的のもとに発せられた基本事頄通達の一部改正通達における改正

後の決算経理基準の内容を補充するものとみることができる。 

(2) 資産査定通達等は，本件当時（平成１０年３月期決算時）における「公正ナル会計慣

行」そのものではなく，これを推知するための有力な判断資料ともいうべき性格のものと

考えられるが，金融検査官は資産査定通達，９年事務連絡に従って検査をし，会計監査法

人は４号実務指針に従って監査をし，金融機関側でも，「資産査定Ｑ＆Ａ」，「追加Ｑ＆

Ａ」を作成してその周知を図っており，資産査定通達等の発出から平成１０年３月の決算

時までに約１年あって周知の期間も確保されていること，本件当時，金融機関においては，

従来に比してより透明性の高い明確な資産査定等による会計処理が求められるに至ってい

たことに照らすと，本件当時においては，資産査定通達等の定める基準に基本的に従うこ

とが「公正ナル会計慣行」となっており，資産査定通達等の趣旨に反し，その定める基準

から大きく逸脱する会計処理は，「公正ナル会計慣行」に従ったものとはいえない。従前

「公正ナル会計慣行」として容認されていた税法基準による会計処理や，関連ノンバンク

等についての段階的処理等を容認していた従来の会計処理はもはや「公正ナル会計慣行」
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に従ったものではなくなった。言い換えると，資産査定通達等の示す基準に基本的に従う

ことが唯一の「公正ナル会計慣行」である。 

(3) 長銀の作成した自己査定基準は，「関連親密先に係る債務者区分」，「長銀のみが取

引銀行である関連ノンバンクに対する資産査定」，「『特定先』に当たる関連親密先とそ

の債務者区分」，「関連ノンバンク等の関係会社向け貸出金の査定」，「関連ノンバンク

に対する賃貸借型貸付有価証券の査定」の各点において，資産査定通達等の趣旨に反し，

その定める基準を大きく逸脱したもので，許されないものである。 

(4) 資産査定通達等の示す基準に従えば，長銀においては，平成１０年３月期の決算につ

いて５８４６億円余りの当期未処理損失があったと認められるところ，被告人らは，いま

だ数千億円にも上る未処理損失があることを認識しながら，上記の自己査定基準に基づき，

当期未処理損失を過尐の２７１６億円余りとする平成１０年３月期決算を策定して取締役

会等で承認しており，本件虚偽記載有価証券報告書提出罪に関する故意の存在及びその共

謀の成立を認めることができ，また圧縮した数千億円にも上る未処理損失を考慮すると，

株主に配当することができる剰余金は存在しないのに，被告人らはこのような事情を認識

しながら，虚偽の内容を記載した財務諸表及び利益処分計算書等を取締役会等で承認した

上で，株主総会に提出して承認可決させ，株主への配当を実施しているから，違法配当罪

に関する故意の存在及びその共謀の成立を認めることができる。 

４ しかしながら，原判決の上記判断は是認することができない。その理由は，次のとお

りである。 

(1) 原判決は，前記３のとおり，平成１０年３月期の決算の当時においては，資産査定通

達等によって補充される改正後の決算経理基準に基本的に従うことが唯一の公正なる会計

慣行となっており，改正前の決算経理基準のもとでのいわゆる税法基準による会計処理で

は公正なる会計慣行に従ったことにはならないというものである。 

しかしながら，資産査定通達等によって補充される改正後の決算経理基準は，金融機関

がその判断において的確な資産査定を行うべきことが強調されたこともあって，以下に述

べるとおり，大枠の指針を示す定性的なもので，その具体的適用は必ずしも明確となって

おらず，取り分け，別途９年事務連絡が発出されたことなどからもうかがえるように，い

わゆる母体行主義を背景として，一般取引先とは異なる会計処理が認められていた関連ノ

ンバンク等に対する貸出金についての資産査定に関しては，具体性や定量性に乏しく，実

際の資産査定が容易ではないと認められる上，資産査定通達等によって補充される改正後

の決算経理基準が関連ノンバンク等に対する貸出金についてまで同基準に従った資産査定

を厳格に求めるものであるか否か自体も明確ではなかったことが認められる。 

すなわち，記録によれば， 

ア 改正後の決算経理基準は，前記２(10)記載のとおり，回収不能と判定される貸出金等
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に関する償却ないし引当，最終の回収に重大な懸念があり損失の発生が見込まれる貸出金

等に関する必要額の引当，これら以外の貸出金等に関する貸倒実績率に基づき算定した貸

倒見込額の引当などについて定めているが，それ自体は具体的かつ定量的な基準とはなっ

ていなかった。 

イ 資産査定通達についても，定性的かつガイドライン的なものである上，同通達にお

いて初めて導入された債務者区分の概念は，例えば「破綻懸念先」の定義において，「（中

略）自行（庫・組）としても消極ないし撤退方針としており，今後，経営破綻に陥る可能

性が大きいと認められる先をいう」として，母体行主義のもとにおける関連ノンバンク等

に対する貸出金についてこれまで採られていた資産査定方法を前提とするような表現が含

まれているなど，関連ノンバンク等に対する貸出金についての資産査定に関してまで資産

内容の実態を客観的に反映させるという資産査定通達の趣旨を徹底させるものか否かが不

明確であった。また，９年事務連絡は，一般取引先とは異なる関連ノンバンクに対する貸

出金についての資産査定の考え方を取りまとめたものであるが，その内容も具体的かつ定

量的な基準を示したものとはいえない上，前記追加Ｑ＆Ａに反映はされていたものの，金

融機関一般には公表されていなかった。 

ウ ４号実務指針については，具体的な計算の規定と計算例がないなど，これに基づい

た償却・引当額の計算が容易ではなく，また，資産分類（分類Ⅰ～Ⅳ）について触れた規

定がなく，債務者区分，資産分類，引当金算定の関係が必ずしも明確でないなど，結局，

定性的な内容を示すにとどまり，資産査定に当たって定量的な償却・引当の基準として機

能し得るものとなっていなかった上，銀行の関連ノンバンク等に対する貸出金についてま

でその対象とするものであれば，それまでの取扱いからして，明確とされていてしかるべ

きところの，将来発生が見込まれる支援損（支援に要する費用）につき引当を要するのか

否かが明確にされていないなど（平成１１年４月の金融検査マニュアルにおいては，支援

に伴い発生が見込まれる損失見込額に相当する額を特定債務者支援引当金として計上する

ことなどが定められるとともに，これを受けて４号実務指針も改正され，上記部分が明確

にされた。），関連ノンバンク等に対する貸出金についての資産査定に関してまで４号実

務指針の対象とすることを徹底して求めるものか否か必ずしも明らかでなかった。 

エ 加えて，資産査定通達等の目指す決算処理のために必要な措置と考えられていた税

効果会計（企業会計上の資産又は負債の金額と課税所得計算上の資産又は負債の金額との

間に差違がある場合において，当該差違に係る法人税等の金額を適切に期間配分すること

により，法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させ

ることを目的とする会計処理）が導入されていなかった本件当時においては，資産査定通

達等によって補充される改正後の決算経理基準に従って有税による貸出金の償却・引当を

実施すると，その償却・引当額につき当期利益が減尐し，自己資本比率（ＢＩＳ比率）の

低下に直結して市場の信認を失い，銀行経営が危たいにひんする可能性が多分にあった。 

オ 以上のようなことから，平成１０年３月期の決算に関して，多くの銀行では，尐な

くとも関連ノンバンク等に対する貸出金についての資産査定に関して，厳格に資産査定通

達等によって補充される改正後の決算経理基準によるべきものとは認識しておらず，現に
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長銀以外の同期の各銀行の会計処理の状況をみても，大手行１８行のうち１４行は，長銀

と同様，関連ノンバンク等に対する将来の支援予定額については，引当金を計上しておら

ず，これを引当金として計上した銀行は４行に過ぎなかった。また，長銀及び株式会社Ｄ

銀行の２行は要償却・引当額についての自己査定結果と金融監督庁の金融検査結果とのか

い離が特に大きかったものの，他の大手行１７行に関しても，総額１兆円以上にのぼる償

却・引当不足が指摘されていたことなどからすると，当時において，資産査定通達等によ

って補充される改正後の決算経理基準は，その解釈，適用に相当の幅が生じるものであっ

たといわざるを得ない。 

(2) このように，資産査定通達等によって補充される改正後の決算経理基準は，特に関連

ノンバンク等に対する貸出金についての資産査定に関しては，新たな基準として直ちに適

用するには，明確性に乏しかったと認められる上，本件当時，関連ノンバンク等に対する

貸出金についての資産査定に関し，従来のいわゆる税法基準の考え方による処理を排除し

て厳格に前記改正後の決算経理基準に従うべきことも必ずしも明確であったとはいえず，

過渡的な状況にあったといえ，そのような状況のもとでは，これまで「公正ナル会計慣行」

として行われていた税法基準の考え方によって関連ノンバンク等に対する貸出金について

の資産査定を行うことをもって，これが資産査定通達等の示す方向性から逸脱するもので

あったとしても，直ちに違法であったということはできない。 

５ そうすると，長銀の本件決算処理は「公正ナル会計慣行」に反する違法なものとはい

えないから，本件有価証券報告書の提出及び配当につき，被告人らに対し，虚偽記載有価

証券報告書提出罪及び違法配当罪の成立を認めた第１審判決及びこれを是認した原判決は，

事実を誤認して法令の解釈適用を誤ったものであって，破棄しなければ著しく正義に反す

るものと認められる。 

よって，刑訴法４１１条１号，３号により原判決及び第１審判決を破棄し，同法４１３

条ただし書，４１４条，４０４条，３３６条により被告人３名に対しいずれも無罪の言渡

しをすることとし，裁判官全員一致の意見で，主文のとおり判決する。なお，裁判官古田

佑紀の補足意見がある。   

裁判官古田佑紀の補足意見は，次のとおりである。 

私は，平成１０年３月期における長銀の本件決算処理が，当時の会計処理の基準からし

て直ちに違法とすることはできないとする法廷意見に与するものであるが，以下の点を補

足して述べておきたい。 

本件は，当時，銀行の財務状態を悪化させる原因であるいわゆる不良債権の相当部分を

占めていた関連ノンバンク及びその不良担保の受皿となっていた会社など関連ノンバンク

と密接な業務上の関係を有する企業グループに対する貸付金等の評価に関する事案である。 

関連ノンバンクについては，母体行主義が存在していたため，母体行である銀行は，自

行の関連ノンバンクに対し，原則として積極的支援をすることが求められる立場にあった

と認められるところ，税法基準においては，積極的支援先に対する貸付金には原則として

回収不能と評価することはできないという考え方が取られており，この考え方からは，関
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連ノンバンクに対する貸付金を回収不能とすることは困難であったと思われる。 

本件当時，関連ノンバンクに対する貸付金の評価については，関連ノンバンクの体力の

有無，母体行責任を負う意思の有無等によって区分して評価することとした９年事務連絡

が発出され，これを反映した全国銀行協会連合会作成の追加Ｑ＆Ａが発表されているもの

の，同事務連絡自体は公表されておらず，内部文書にとどまっていることからすれば，こ

れに金融機関を義務付けるような効果を認めることは困難であり，また，その適用におい

ても金融機関において相当の幅が生じることが予想されるものであったと考えられる。 

そうすると，本件における長銀の関連ノンバンク等に対する貸付金の査定基準は，貸付

先の客観的な財務状態を重視する資産査定通達の基本的な方向には合致しないものである

としても，法廷意見も指摘するとおり，母体行主義のもとにおける関連ノンバンク等に対

する貸出金についてこれまで採られていた資産査定方法を前提とするような表現があるな

ど，尐なくとも関連ノンバンクに関しては，同通達上，税法基準の考え方による評価が許

容されていると認められる余地がある以上，当時として，その枠組みを直ちに違法とする

ことには困難がある。 

もっとも，業績の深刻な悪化が続いている関連ノンバンクについて，積極的支援先であ

ることを理由として税法基準の考え方により貸付金を評価すれば，実態とのかい離が大き

くなることは明らかであると考えられ，長銀の本件決算は，その抱える不良債権の実態と

大きくかい離していたものと推認される。このような決算処理は，当時において，それが，

直ちに違法とはいえず，また，バブル期以降の様々な問題が集約して現れたものであった

としても，企業の財務状態をできる限り客観的に表すべき企業会計の原則や企業の財務状

態の透明性を確保することを目的とする証券取引法における企業会計の開示制度の観点か

ら見れば，大きな問題があったものであることは明らかと思われる。 

検察官大鶴基成 公判出席 

（裁判長裁判官 中川了滋 裁判官 津野 修 裁判官 今井 功 裁判官 古田佑紀） 
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Ⅴ－２．日債銀事件 最二小判平成 21年 12月 7日刑集第 63巻 11号 2165 頁 

 

事件番号 平成19(あ)818 

事件名 証券取引法違反被告事件 

裁判年月日 平成21年12月07日 

法廷名 最高裁判所第二小法廷 

裁判種別 判決 

結果 破棄差戻し 

判例集等巻・号・頁 刑集 第63巻11号2165頁 

原審裁判所名 東京高等裁判所 

原審事件番号 平成16(う)2800 

原審裁判年月日 平成19年03月14日 

判示事頄 旧株式会社日本債券信用銀行の平成１０年３月期の決算処理にお

ける支援先等に対する貸出金の査定に関して，これまで「公正ナル

会計慣行」として行われていた税法基準の考え方によることも許容

されるとして，資産査定通達等によって補充される平成９年７月３

１日改正後の決算経理基準を唯一の基準とした原判決が破棄され

た事例 

裁判要旨 旧株式会社日本債券信用銀行の平成１０年３月期の決算処理にお

ける支援先等に対する貸出金の査定に関して，資産査定通達等によ

って補充される平成９年７月３１日改正後の決算経理基準は，新た

な基準として直ちに適用するには明確性に乏しく，従来の税法基準

の考え方による処理を排除して厳格に上記改正後の決算経理基準

に従うべきことも必ずしも明確であったとはいえないという過渡

的な状況のもとでは，これまで「公正ナル会計慣行」として行われ

ていた税法基準の考え方によることも許容され，これと異なり上記

改正後の決算経理基準が唯一の基準であったとした原判決は，刑訴

法４１１条１号，３号により破棄を免れない。  

（補足意見がある。） 

参照法条 証券取引法（平成10年法律第107号による改正前のもの）197条1号，

証券取引法（平成12年法律第96号による改正前のもの）207条1頄1

号，商法（平成17年法律第87号による改正前のもの）32条2頄，商

法（平成11年法律第125号による改正前のもの）285条の4第2頄 
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主文 

原判決を破棄する。 

本件を東京高等裁判所に差し戻す。 

理由 

被告人Ａの弁護人Ko，同Mo，同Yoの上告趣意は，憲法違反，判例違反をいう点を含め，

実質は事実誤認，単なる法令違反の主張であり，被告人Ｂの弁護人Oz，同Yaの上告趣意は，

判例違反をいう点を含め，実質は事実誤認，単なる法令違反の主張であり，被告人Ｃの弁

護人Ari，同Omuの上告趣意は，憲法違反，判例違反をいう点を含め，実質は事実誤認，単

なる法令違反の主張であって，いずれも刑訴法４０５条の上告理由に当たらない。 

しかしながら，所論にかんがみ，職権をもって調査すると，原判決は，刑訴法４１１条

１号，３号により破棄を免れない。その理由は，以下のとおりである。 

１ 本件公訴事実の要旨は，「被告人Ａは株式会社日本債券信用銀行（以下「日債銀」と

いう。）の代表取締役会長であった者，被告人Ｂは日債銀の代表取締役頭取であった者，

被告人Ｃは日債銀の代表取締役副頭取であった者であるが，被告人３名は，共謀の上，日

債銀の業務に関し，平成１０年６月２９日，大蔵省関東財務局長に対し，日債銀の平成９

年４月１日から平成１０年３月３１日までの事業年度（以下「平成１０年３月期」という。）

の決算には２２０５億７００万円の当期未処理損失があったのに，取立不能のおそれがあ

って取立不能と見込まれる貸出金合計１５９２億３３００万円の償却又は引当をしないこ

とにより，当期未処理損失を６１２億７４００万円に圧縮して計上した貸借対照表，損益

計算書及び損失処理計算書を掲載するなどした同事業年度の有価証券報告書を提出し，も

って，重要な事頄につき虚偽の記載のある有価証券報告書を提出した」というものである。 

検察官は，後記資産査定通達等によって補充される改正後の決算経理基準が，商法（平

成１７年法律第８７号による改正前のもの）３２条２頄にいう「公正ナル会計慣行」とし

ては唯一のものであって，これによれば日債銀には平成１０年３月期には公訴事実記載の

未処理損失がある旨主張した。 

第１審は，公訴事実どおりの事実を認定して，被告人Ａに対し懲役１年４月，３年間執

行猶予，被告人Ｂに対し懲役１年，３年間執行猶予，被告人Ｃに対し懲役１年，３年間執

行猶予の各判決を言い渡し，原審は，事実誤認，法令適用の誤り等を理由とする各被告人

の控訴をいずれも棄却した。 

２ 原判決の認定及び記録によれば，本件の事実関係は以下のとおりである。 

(1) 銀行法が昭和５７年４月１日から施行されたことなどに伴い，大蔵省銀行局長が同省

の監督権限に基づいて発出した「普通銀行の業務運営に関する基本事頄等について」と題

する通達（いわゆる「基本事頄通達」。昭和５７年４月１日付け蔵銀第９０１号）の中に

決算経理基準（以下「改正前の決算経理基準」という。）が定められており，これが長期

信用銀行である日債銀にも適用され，日債銀等の銀行においては，これに従った決算処理

を行ってきた。 

銀行の貸出金の貸倒れとしての損金額算入又は損金経理による債権償却特別勘定への繰
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入れについては，法人税基本通達（平成１０年課法２－７による改正前のもの）９－６－

４等が定めており，特に，９－６－４（１）においては，債務者につき債務超過の状態が

相当期間継続し，事業好転の見通しがないこと等の事由が生じたため，当該貸金等の額の

相当部分の金額につき回収の見込みがない場合に，その回収の見込みがない部分の金額を

債権償却特別勘定に繰り入れることができるとされていた。 

そして，大蔵省と国税庁の協議に基づく不良債権償却証明制度により，金融証券検査官

が回収不可能又は無価値と判定した債権（Ⅳ分類）及びこれに準ずる債権として証明した

不良債権の金額は，原則として法人税法上損金として容認される扱いとなっており，大蔵

省金融検査部長が同省の監督権限に基づき発出した不良債権償却証明制度等実施要領がそ

の方針や審査の手続・基準等を定め，「合理的な合併計画や再建計画が作成中あるいは進

行中である場合」や「債務者に対して追加的な支援（融資，増資・社債の引受，債務引受，

債務保証等）を予定している場合」に当たる取引先（以下「支援先等」という。）につい

ては，法人税基本通達９－６－４（１）において債権償却特別勘定に繰り入れることがで

きる場合とされている「事業好転の見通しがない」と判断することは原則として適当では

ないとされていた。 

また，上記実施要領において，有税引当等については，金融機関等の自主判断により行

われるものであるとされていた。 

このような決算経理基準の下においては，金融機関は，税法において，無税償却・引当

が認められる要件を充足した貸出金については，償却証明を得て償却・引当を行うが，そ

れ以外の貸出金については，金融機関の自主判断により有税償却・引当を行うのが一般的

となっており，銀行等金融機関の支援先等は，原則として償却・引当をしないとする慣行

があった（以下，このような扱いを「税法基準」という。）。 

(2) いわゆるバブル経済崩壊後の金融機関の不良債権の増大を受けて，金融機関経営の健

全性の確保や金融システムの安定化等のため，平成８年６月２１日，「金融機関等の経営

の健全性確保のための関係法律の整備に関する法律」など，いわゆる金融３法が成立し，

銀行法及び長期信用銀行法等も一部改正され，銀行経営の健全性を確保するための金融行

政当局による新たな監督手法として，平成１０年４月１日から，同年３月期以降の決算を

対象として早期是正措置制度が導入されることになった。 

大蔵省銀行局長の私的研究会である「早期是正措置に関する検討会」は，平成８年１２

月２６日，自己査定ガイドラインの原案などを内容とする「中間とりまとめ」を公表した。 

(3) 大蔵省金融検査部長は，平成９年３月５日，上記検討会における検討を踏まえ，金融

証券検査官等あてに「早期是正措置制度導入後の金融検査における資産査定について」と

題する通達（以下「資産査定通達」という。）を発出し，金融業界に公開された。この通

達は，早期是正措置制度導入後の金融検査における資産査定が金融機関による自己査定等

を前提としてより適切かつ統一的に行い得るよう作成されたもので，金融証券検査官は，

検査においては，金融機関の行う自己査定について，その基準が明確かどうか，その枠組
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みが資産査定通達の枠組みに沿っているか等を把握し，さらに，当該基準に沿って適切に

自己査定が行われているかどうかをチェックするとしている。この通達においては，貸出

金の査定に当たっては，まず，①債務者の財務状況，資金繰り，収益力等により返済能力

を判定して，債務者について，その状況等により，「正常先」「要注意先」「破綻懸念先」

「実質破綻先」「破綻先」の５つに区分し（いわゆる「債務者区分」），②次に，資金使

途先等の内容を個別に検討し，③さらに，各区分ごとに担保や保証等の状況を勘案の上，

貸出金の分類（Ⅰ分類からⅣ分類まで）を行うとした。 

(4) 全国銀行協会連合会は，その融資業務専門委員会が，大蔵省金融検査部とも相談の上，

資産査定についての一般的な考え方をまとめた「『資産査定について』に関するＱ＆Ａ」

を，平成９年３月１２日付けで，全国の金融機関に送付した。また，日本公認会計士協会

は，同年４月１５日付けで，資産査定通達の考え方を踏まえて，「銀行等金融機関の資産

の自己査定に係る内部統制の検証並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」

（いわゆる「４号実務指針」）を公表した。 

(5) 平成９年７月３１日，基本事頄通達で定められた決算経理基準の中の「貸出金の償却」

及び「貸倒引当金」の規定などが改正され（以下「改正後の決算経理基準」という。），

大蔵省銀行局長から日債銀代表取締役頭取あてに，平成１０年３月期の決算から適用する

ことが通知された。改正後の決算経理基準は，「資産の評価は，自己査定結果を踏まえ，

商法，企業会計原則等及び下記に定める方法に基づき各行が定める償却及び引当金の計上

基準に従って実施するものとする」とした上で，①回収不能と判定される貸出金等につい

ては，債権額から担保処分可能見込額及び保証による回収可能額を減算した残額を償却す

ること，②回収不能と判定される貸出金等のうち上記①により償却するもの以外の貸出金

等については回収不能額を，最終の回収に重大な懸念があり損失の発生が見込まれる貸出

金等については債権額から担保処分可能見込額及び保証による回収可能額を減算した残額

のうち必要額を，それぞれ債権償却特別勘定に繰り入れるものとすること，③これら以外

の貸出金等について，合理的な方法により算出された貸倒実績率に基づき算定した貸倒見

込額を引き当てることなどを定めていた。 

大蔵省は，平成９年７月に，決算経理基準の改正に先立って不良債権償却証明制度等実

施要領を廃止した。 

(6) 日債銀は，資産査定通達に基づく査定基準として自己査定基準を作成し，これに従っ

て行われた自己査定の結果に基づいて，平成１０年３月期決算案を策定し，常務会，取締

役会及び株主総会での承認を経て，同期に係る有価証券報告書を完成させ，平成１０年６

月２９日，大蔵省関東財務局長あてにこれを提出した。 

上記自己査定結果によると，Ｄ（メインバンクであるＥ銀行のほか，日債銀等３行を含

めた主力４行から融資を受けて業務を営んでいた独立系ノンバンクで，平成７年４月から

主力４行により３年間の予定で事業計画に基づく支援が開始されていた。）及びＦ（メイ
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ンバンクであるＧ銀行や準メインバンクである日債銀等から融資を受けて事業を営んでい

た独立系ノンバンクである。）の債務者区分は破綻懸念先とされ，Ｈ等１３社及びＩ等５

社の債務者区分は要注意先又は破綻懸念先とされた。 

３ 以上の事実関係を前提にして，原判決は，第１審判決を是認して被告人らに対し虚偽

記載有価証券報告書提出罪の成立を認めた。その理由の要旨は，次のとおりである。 

(1) 早期是正措置制度の導入に至る経緯，その導入決定と資産査定通達の発出，決算経理

基準の改正の経緯や内容等からすると，資産査定通達等は，早期是正措置制度を有効に機

能させることを目的として策定されたもので，会計処理の基準として内容的な妥当性や合

理性を有しており，その周知も十分に図られ，実施に必要な準備期間も確保されるなどし

ていることから，平成１０年３月期決算当時においては，資産査定通達等の示す基準に従

って会計処理をすることが，商法（平成１７年法律第８７号による改正前のもの）３２条

２頄の定める唯一の「公正ナル会計慣行」になっていた。これと両立し得ない関係にある

改正前の決算経理基準のもとでの税法基準に基づく会計処理は，決算経理基準の改正によ

り明示的に否定されたものとみるのが相当である。 

(2) 資産査定通達等の基準に従えば，日債銀の平成１０年３月期におけるＤ，Ｆ，Ｈ等１

３社及びＩ等５社の債務者区分はいずれも実質破綻先に当たり，次のとおりの償却・引当

不足額等が認められる。 

ア Ｄ 

平成７年４月からは主力４行により３年間の予定で事業計画に基づく支援が開始された

が，支援体制が崩壊し，平成９年９月，メインバンクであるＥ銀行は，平成１０年１月に

特別清算予定のプレス発表を行い，同年４月以降に特別清算を申し立てる旨のスケジュー

ルを他の主力３行に提案したが，日債銀は，平成１０年３月期の償却・引当を先送りする

方針の下に，上記プレス発表の時期の延期を求めて動くなどし，その時期を平成１０年４

月上旪に変更させた上，上記経緯等を監査法人に知らせなかった。 

Ｄは，当期純損益ベースで，平成６年３月期から５年連続で赤字を計上し，平成９年３

月期までは，簿価上は債務超過ではなかったが，平成１０年３月期には，貸出金約１９３

０億円を債権償却特別勘定に繰り入れ，資産が一挙に減って約２６７４億円の債務超過に

陥っており，現状は，経営破綻の状況にはないが，単に，法的・形式的な経営破綻の事実

は発生していないというだけで，深刻な経営難の状態にあり，再建の見通しがない状態に

あるといえ，実質破綻先に当たる。平成１０年３月期における日債銀の貸出金残高３８９

億７８９２万９６３６円のうち，２９０億９３０万２３４８円がⅣ分類に当たるのに対し，

日債銀は，約８０億５６８７万円を債権償却特別勘定に繰り入れただけであるから，その

差額である２０９億５２００万円（１００万円未満切捨て）が償却・引当不足額となる。 

イ Ｆ 

業況の悪化から，Ｇ銀行及び日債銀に支援を求め，再建計画を策定したが頓挫するなど

した。メインバンクであるＧ銀行は，平成９年１０月ころ，Ｆとの間で任意整理案を合意
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したが，日債銀が強く反対したため，平成１０年３月期の整理・清算を断念した。日債銀

は，上記任意整理案に関する経緯等を監査法人に知らせなかった。 

Ｆは，新規の貸付けは行っておらず，リースや割賦金の回収作業を行っているのみとい

う状況で，その収益力も全くなく，資金繰りにも窮し，その財務状況も，６期連続で赤字

を計上し，５期連続で簿価上でも債務超過に陥っており，返済能力は全くないといえるな

ど，実質破綻先に当たる。平成１０年３月期における日債銀の貸出金残高６４７億２９４

万６６３４円のうち，２２２億５９０６万１５９７円がⅣ分類に当たるのに対し，日債銀

は，約１４億７１８０万円を債権償却特別勘定に繰り入れただけであるから，その差額で

ある２０７億８７００万円（１００万円未満切捨て）が償却・引当不足額となる。 

ウ Ｈ等１３社 

Ｈ等１３社は，もともと日債銀の関連ノンバンクの不良資産の受皿会社であり，平成９

年４月の大蔵省の金融検査の際のⅣ分類査定を回避する目的で，日債銀において，急きょ，

上記関連ノンバンクの破産管財人から買い取り，再建支援を約束することになったもので，

平成１０年１月ころ，Ｊグループを形成させることになった。Ｈ等１３社は，大幅な債務

超過に陥っており，独立企業としての実態はなく，財務状況，資金繰り，収益力等のいか

なる点を考慮しても，返済能力がないことは明らかである。 

日債銀は，平成９年１１月，Ｊグループにつき合計７００億円規模の新規事業の構想を

立て，再建計画を策定したが，償却・引当を回避するための形ばかりのもので，支援意思

が真意のものであるか疑念を抱かせるものである上，再建計画の合理性や再建の見通しも

なく，実質破綻先に当たる。平成１０年３月期における日債銀の貸出金合計１８４３億４

９６９万９５９２円のうち，６１８億６１４８万９３５０円（１００万円未満切捨ての計

算で６１８億５４００万円）がⅣ分類に当たるのに対し，日債銀は，全く償却・引当を行

っていないから，６１８億５４００万円（１００万円未満切捨て）が償却・引当不足額と

なる。 

エ Ｉ等５社 

Ｉ等５社が属するＫグループは，日債銀等の不良資産である担保不動産を取得させる目

的で設立された受皿会社等であって，保有する物件で事業化を進めて債権の極大回収を図

る目的であったが，予定した事業は頓挫した状態にあり，Ｉ等５社も，独立企業としての

実態はなく，その財務状況も赤字及び債務超過の状態が継続し，収益力はなく，利息支払

さえ自力でできずに日債銀からの資金の追加融資を受けて賄っている状況にあり，返済能

力がないことは明らかである。 

日債銀は，Ｋグループにつき，平成１０年４月の常務会で支援の機関決定をしたが，主

たる目的が監査法人向けのものであり，支援意思が真意のものか疑念を抱かせるものであ

る上，再建計画についても，時期や金額が不明確であるなど，将来，事業が進展し，元本

返済を含めた収益をあげることを相当程度にうかがわせるものはなく，再建の見通しがな

いものとして，実質破綻先に当たる。平成１０年３月期における日債銀のＩ等５社に対す

る貸出金合計６９４億９４８６万９４円のうち，５６１億９１５０万２７３５円（１００

万円未満切捨ての計算で５６１億８９００万円）がⅣ分類に当たるのに対し，日債銀は，
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全く償却・引当を行っていないから，５６１億８９００万円（１００万円未満切捨て）が

償却・引当不足額となる。 

(3) したがって，日債銀の平成１０年３月期決算における当期未処理損失額は，上記各社

に対する償却・引当不足額の合計金額１５９７億８２００万円から，債務者区分の変動に

伴う一般貸倒引当金の過大評価額５億２９００万円，及び有税債権償却特別勘定への繰入

額変動に伴う税効果相当取崩額２０００万円を減算した１５９２億３３００万円に，公表

の当期未処理損失額６１２億７４００万円を加算した２２０５億７００万円であったと認

められる。そうであるにもかかわらず，１５９２億３３００万円の償却又は引当をしない

ことにより，当期未処理損失を過尐に計上して作成された本件有価証券報告書には重要な

事頄につき虚偽の記載があるといえ，虚偽記載有価証券報告書提出罪に関する被告人らの

故意及びその共謀も認めることができる。 

４ しかしながら，原判決の上記判断は是認することができない。その理由は，次のとお

りである。 

(1) 原判決は，前記３のとおり，平成１０年３月期決算の当時において，資産査定通達等

によって補充される改正後の決算経理基準に従うことが唯一の公正なる会計慣行であって，

改正前の決算経理基準のもとでの税法基準に基づく会計処理は，公正性を失っており，も

はやこれによる会計処理は許されないことになったとするものである。 

しかしながら，資産査定通達等によって補充される改正後の決算経理基準は，償却・引

当については，有税・無税にかかわらず，同基準の定める額を引き当てることを求めるも

のであるが，その前提となる貸出金の評価については，金融機関がその判断において的確

な資産査定を行うべきことが強調されたこともあって，大枠の指針を示す定性的なもので，

その具体的適用は必ずしも明確となっておらず，また，資産査定通達等によって補充され

る改正後の決算経理基準が，合理的な再建計画や追加的な支援の予定があるような支援先

等に対する貸出金についてまでも同基準に従った資産査定を厳格に求めるものであるか否

か自体も明確ではなかったことが認められる。すなわち，記録によれば， 

ア 資産査定通達において債務者区分の概念が初めて導入され，債務者の区分に応じて

貸出金の分類がされることとなった。その結果，実質破綻先と査定されれば貸出金の無担

保無保証部分がⅣ分類（回収不可能又は無価値と判定される貸出金）となり償却しなけれ

ばならなくなるのに対し，破綻懸念先と査定されれば貸出金の無担保無保証部分はⅢ分類

（最終の回収又は価値について重大な懸念が存し，従って損失の発生の可能性が高いが，

その損失額について合理的な推計が困難な貸出金）となり必要額を債権償却特別勘定に繰

り入れることで足りるという大きな違いが生ずることとなった。しかしながら，その定義

を見ると，破綻懸念先は「現状，経営破綻の状況にはないが，経営難の状態にあり，経営

改善計画等の進捗状況が芳しくなく，今後，経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる

債務者をいう。具体的には，現状，事業を継続しているが，実質債務超過の状態に陥って

おり，業況が著しく低調で貸出金が延滞状態にあるなど事業好転の見通しがほとんどない
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状況で，自行（庫・組）としても消極ないし撤退方針としており，今後，経営破綻に陥る

可能性が大きいと認められる先をいう」とされ，実質破綻先は「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況に

あると認められるなど実質的に経営破綻に陥っている債務者をいう。具体的には，事業を

形式的には継続しているが，財務内容において多額の不良資産を内包し，あるいは債務者

の返済能力に比して明らかに過大な借入金が残存し，実質的に大幅な債務超過の状態に相

当期間陥っており，事業好転の見通しがない状況（中略）で，元金又は利息について実質

的に長期間延滞している先などをいう」とされているだけで，例えば，「実質債務超過の

状態」（破綻懸念先）と「実質的に大幅な債務超過の状態」（実質破綻先），「事業好転

の見通しがほとんどない状況」（破綻懸念先）と「事業好転の見通しがない状況」（実質

破綻先）のように，その具体的適用の違いが必ずしも明確ではないなど，資産査定通達は，

全体的に，定性的かつガイドライン的なものでしかなかった。 

イ また，破綻懸念先の定義において，「自行（庫・組）としても消極ないし撤退方針

としており，今後，経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる先をいう」とあるように，

税法基準におけると同様に，支援先等に対する特別の考慮を許容する表現が含まれており，

消極ないし撤退方針とするまでに至っていない支援先等は破綻懸念先にすら含まれないと

の解釈の余地もあるなど，合理的な再建計画や追加的な支援の予定があるような支援先等

に対する貸出金の査定に関してまで資産内容の実態を客観的に反映させるという資産査定

通達の趣旨を徹底させるものか否かが不明確であった。 

ウ 実際に，本件当時を含め長年金融機関の償却・引当の実務に携わりこれに関する著

作もある証人が，資産査定通達における債務者区分で一番苦労したのは支援先をどこに区

分するかという問題であり，消極ないし撤退方針にしていない支援先については破綻懸念

先にしなくてもよいとの解釈がかなり強く，大多数の問題先が結果的に要注意先にとどま

った旨を述べている。また，日債銀のみならず，他の大手行についても，貸出金分類額及

び要償却・引当額につき，自己査定と金融監督庁の金融検査結果とのかい離が指摘されて

いた。 

エ 以上からすると，平成１０年３月期の決算に関して，多くの銀行では，支援先等に

対する貸出金についての資産査定に関して，厳格に資産査定通達等によって補充される改

正後の決算経理基準によるべきものとは認識しておらず，当時において，資産査定通達等

によって補充される改正後の決算経理基準は，その解釈，適用に相当の幅が生じるもので

あり，将来的に実務を積み重ねることで自己査定の具体的な判断内容の精度や整合性を高

めていくという性質を内包したものといわざるを得ない。 

(2) このように，資産査定通達等によって補充される改正後の決算経理基準は，特に支援

先等に対する貸出金の査定に関しては，幅のある解釈の余地があり，新たな基準として直

ちに適用するには，明確性に乏しかったと認められる上，本件当時，従来の税法基準の考

え方による処理を排除して厳格に前記改正後の決算経理基準に従うべきことも必ずしも明

確であったとはいえず，過渡的な状況にあったといえ，そのような状況のもとでは，これ
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まで「公正ナル会計慣行」として行われていた税法基準の考え方によって支援先等に対す

る貸出金についての資産査定を行うことも許容されるものといえる。 

５ そうすると，本件当時，資産査定通達等によって補充される改正後の決算経理基準に

従うことが唯一の公正なる会計慣行であったとし，税法基準の考え方に基づく会計処理を

排斥し，資産査定通達等によって補充される改正後の決算経理基準の定める基準に従って

日債銀の貸出金の評価をし，平成１０年３月期決算において日債銀に２２０５億７００万

円の当期未処理損失があったとした原判決は，その点において事実を誤認して法令の解釈

適用を誤ったものであって，破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる。 

ところで，税法基準による貸出金の評価は，債務者区分という概念を介在させることな

く個別にⅣ分類かどうかを判断するものといえるが，合理的な再建計画や追加的な支援の

予定があるような支援先等については「事業好転の見通しがない」とすることは原則とし

て適当でないとする処理を前提に，貸出先が上記のような支援先等に当たる場合には，原

則としてこれらに対する貸出金等を回収不能と評価せず，償却・引当をしないという考え

方に基づくものといえ，これからすれば，母体行主義の下において原則として支援が求め

られる関連ノンバンクなど，上記のような貸出先に当たる取引先については「事業好転の

見通しがない」とはいえず，これに対する貸出金につき償却・引当をしなくても直ちに違

法とまではいえないことになる。しかしながら，本件貸出先は上記のような関連ノンバン

クではなく，原則として支援が求められる貸出先ということはできない。また，原判決に

よれば，前記３(2)記載のとおり，Ｄ及びＦについては，日債銀において現に支援している状

況にあるとはいえず，平成９年には各社及び日債銀を含む主力関係金融機関においていず

れも整理せざるを得ないことが共通の認識となってはいたものの，平成１０年３月期にお

ける多額の償却・引当を避けようとする日債銀の意向から特別清算申立て予定の公表が延

期されるなどしたというのであり，Ｈ等１３社及びＩ等５社については，不良資産の受皿

会社であって，独立企業としての実態はなく，再建計画や支援の機関決定はあるにしても，

償却回避のための形ばかりのものであったり，主たる目的が監査法人向けのものであるな

ど，支援意思や再建計画が真意かどうか疑念を抱かせるものであったというのである。こ

れらの原判決が認定した本件決算処理の経緯等によると，上記の貸出先が前記の税法基準

の考え方により「事業好転の見通しがない」とすることが適当でない取引先に当たると直

ちにいうことには疑問があるところ，原判決は，あくまで資産査定通達等によって補充さ

れた改正後の決算経理基準が唯一の基準であるとして債務者区分を行い，貸出金を査定し

ているものであって，従来採られていた税法基準の考え方に従って適切に評価した場合に，

これらの貸出先が「事業好転の見通しがない」とすることが適当でない取引先に当たるか

どうか，これらに対する本件貸出金が回収不能又は無価値と評価すべきものかどうかにつ

いては必ずしも明らかとはいえず，その点について，その当時行われていた貸出金の評価

や他の大手銀行における処理の状況をも踏まえて，更に審理，判断する必要がある。 

よって，刑訴法４１１条１号，３号，４１３条本文により原判決を破棄し，更に審理を

尽くさせるため，本件を原裁判所に差し戻すこととし，裁判官全員一致の意見で，主文の
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とおり判決する。なお，裁判官古田佑紀の補足意見がある。 

裁判官古田佑紀の補足意見は，次のとおりである。 

有価証券報告書の虚偽記載を処罰する趣旨は，これが，証券取引市場において，会社の

財務状態に関し，投資者等の判断を誤らせるおそれがあることにある。そうすると，有価

証券報告書の一部をなす決算書類に虚偽があるかどうかは決算処理に用いたとする会計基

準によって判断されるべきところ，金融機関の決算処理は決算経理基準に従って行われる

ことが求められており，本件日債銀の決算書類においても，銀行業の決算経理基準に基づ

く償却・引当基準に従った旨が記載されている。そこにいう決算経理基準は改正後の決算

経理基準であることは明らかであるから，本件決算についてはこれに従って判断すべきこ

とになる。しかしながら，貸付金の評価については，同基準において回収の可能性に関す

る具体的な判断方法が示されておらず，これを補充するものとして位置付けられていた資

産査定通達においても税法基準の考え方によって評価をすることが許容されていたといえ

るという意味において，これを唯一の基準ということはできないと考える。なお，税法基

準の考え方によって評価することが許容されていたとしても，その方法等が税法基準の趣

旨に沿った適切なものでなければならないことはもとよりである。 

検察官大鶴基成，同井上宏 公判出席 

（裁判長裁判官 古田佑紀 裁判官 今井 功 裁判官 中川了滋 裁判官 竹内行夫） 
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Ⅴ－３．三洋電機株式会社 過年度決算調査委員会 調査報告書（要約）について 

 

当社は、本年５月９日付｢過年度決算の訂正について｣において公表させて頂きましたと

おり、過年度決算訂正の原因究明と再発防止のために、本年５月１２日に土肥弁護士（元

検事総長）を委員長とする過年度決算調査委員会（第三者委員会）を設置いたしました。 

今般、当委員会による調査が終了し、当社は、本日開催の取締役会において、過年度決

算調査委員会より調査結果の報告がなされ、その報告書を受領いたしました。 

なお、過年度決算調査委員会の調査報告書は、個人情報が入っており、公表を予定して

おりませんので、その報告を要約したものを開示いたします。 

以 上 

 

第１ 過年度決算調査委員会の調査目的等 

１ 調査目的 

当委員会は、三洋電機株式会社（以下「三洋電機」という。）から要請を受け、三洋電

機の平成１３年３月期から平成１８年３月期までの過年度決算について関係会社株式の減

損を中心として訂正報告書を提出することを決定したことを前提として、①訂正報告書を

提出すべき重大な過誤の有無に関する調査によりその存在を検証し、②かかる重大な過誤

を惹起させた原因の調査・検討、③今後同様の過誤が発生することを防止するための方策

の策定・提案を行うべく、調査を行った。 

 

２ 調査委員会の構成 

委員長  土肥孝治（弁護士） 

委員   河本一郎（弁護士） 

委員   古賀智敏（神戸大学大学院経営学研究科教授） 

事務局長 與三野禎倫（神戸大学大学院経営学研究科准教授）ほか事務局３名 

 

３ 調査対象 

(1) 調査範囲 平成１３年３月期から同１８年３月期まで６期間（以下「対象期間」とい

う。） 

(2) 調査事頄 

ⅰ 平成１３年３月期決算において、三洋減損ルール（後記○～○頁）（引用者注；５２

～５３頁）が策定された経緯。 

ⅱ 三洋減損ルールと金融商品に係る会計基準・金融商品会計に関する実務指針（以下「金

融商品会計基準」「実務指針」という。）との適合性。 
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ⅲ 減損検討対象会社を減損１１社（後記○頁）（引用者注；５２頁）に限定した経緯。 

ⅳ ５年累損解消計画（後記○頁）（引用者注；５２～５３頁）の実現可能性ないし根拠

資料の存否。 

ⅴ ５年累損解消計画と実績値との差額（計画未達分）のみ減損することとなった経緯。 

ⅵ 当時の同業他社における関係会社株式の減損処理状況。 

ⅶ 平成１４年３月期以降、５年累損解消計画の利益数値と実績値に大きな乖離が顕在化

していったにもかかわらず、５年累損解消計画を変更せず、全額減損しなかった経緯。 

ⅷ 三洋電機における関係会社株式の減損処理の決定プロセスと関係者の関与。 

ⅸ 中央青山監査法人（以下「中央青山」という。）が三洋電機の関係会社株式減損を含

む決算につき適正意見を出してきた経緯。 

ⅹ 三洋電機において、金融商品会計基準･実務指針に適合しない不適切な関係会社株式

減損処理が行われ、それを防止できなかった原因。 

Xi 再発防止のための方策。 

(3) 調査手法 

三洋電機が収集もしくは作成した資料・当委員会において必要と判断した当時の資料も

しくは新たに三洋電機に作成を依頼した資料を調査検討するとともに、聴取が必要と判断

した関係者合計２１名、会計専門家１名および太陽ＡＳＧ監査法人から聞き取り調査を実

施した。 

(4) 留意事頄 

① 対象期間における三洋電機の関係会社株式減損にかかる処理方針と適用結果との整

合性、三洋電機による自主訂正後の関係会社株式の減損を中心とする会計処理の適正性に

ついては、調査対象としていない。 

② 三洋電機から提供を受けた資料、当委員会が必要と判断した資料を調査したが、網羅

的に三洋電機に存在する全資料を調査したわけではない。また、５年累損解消計画の根拠

資料、減損１１社以外の関係会社株式の減損検討資料など重要と思われる資料については、

その一部の提供を受けたのみである。 

③ 最も重要な関与者と思われる中央青山の対象期間中の担当公認会計士に対し、複数回

にわたり聞き取り調査への協力を要請したが、これを拒否されたため、同人らからの事情

聴取は全くできていない。ただし、中央青山と三洋電機関係者との打ち合わせ・協議の内

容については、比較的多くの資料が残されており、これらの記載内容から当時中央青山が

三洋電機に対してどのような指導・要求を行っていたかを調査することができた。 

 

第２ 金融商品に係る会計基準および金融商品会計に関する実務指針 

１ 金融商品に係る会計基準 

「金融商品に係る会計基準」（企業会計審議会）は、平成１１年１月２２日に公表され
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平成１２年４月１日以降開始する事業年度から実施されている。 

第三、二３「子会社株式および関連会社株式は、取得原価をもって貸借対照表価額とす

る。」 

第三、二６「市場価格のない株式については、発行会社の財政状態の悪化により実質価

額が著しく低下したときは、相当の減額をなし、評価差額は当期の損失として処理し

なければならない。なお、これらの場合には、当該時価および実質価額を翌期首の取

得原価とする。」 

 

２ 金融商品会計に関する実務指針 

(1) 平成１２年１月３１日公表の実務指針 

「金融商品会計に関する実務指針（中間報告）」（日本公認会計士協会）は、日本公認

会計士協会に所属する公認会計士が、金融商品会計基準を適用して監査等の業務を遂行す

るに際し、実務上の指針となるべき解釈基準を定めたものである。 

第９２頄「（頭略）また、市場価格のない株式の実質価額が『著しく低下したとき』と

は、尐なくとも株式の実質価額が取得原価に比べて５０％程度以上低下した場合をいう。」 

第２８５頄「（頭略）市場価格のない株式について実質価額が著しく低下したときには、

一般には回復可能性はないものと判断されるが、回復可能性が十分な証拠によって裏付け

られるのであれば、期末において相当の減額をしないことも認められる。」 

(2) 平成１３年７月３日改正の実務指針 

改正実務指針は、平成１３年４月１日以降開始する事業年度より適用された。 

第９２頄 「（頭略）また、市場価格のない株式の実質価額が『著しく低下したとき』と

は、尐なくとも株式の実質価額が取得原価に比べて５０％程度以上低下した場合をいう。

ただし、市場価格のない株式の実質価額について、回復可能性が十分な証拠によって裏付

けられる場合には、期末において相当の減額をしないことも認められる。」 

第２８５頄 「（頭略）市場価格のない株式であっても、子会社や関連会社等・・・の株

式については、実質価額が著しく低下したとしても、事業計画等を入手して回復可能性を

判定できることもあるため、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合には、期

末において相当の減額をしないことも認められるとした。ただし、事業計画等は実行可能

で合理的なものでなければならず、回復可能性の判定は、特定のプロジェクトのために設

立された会社で、当初の事業計画等において、開業当初の累積損失が５年を超えた期間経

過後に解消されることが合理的に見込まれる場合を除き、おおむね５年以内に回復すると

見込まれる金額を上限として行うものとする。また、回復可能性は毎期見直すことが必要

であり、その後の実績が事業計画等を下回った場合など、事業計画等に基づく業績回復が

予定どおり進まないことが判明したときは、その期末において減損処理の要否を検討しな

ければならない。」 

資 48



49 

 

３ 金融商品会計基準および実務指針に関する解釈と実務上の運用 

当委員会は、金融商品会計基準・実務指針に関する解釈および実務上の運用に関する事

頄について、実務指針策定に関与した会計専門家から聞き取り調査を行った。その概要は

以下のとおりである。 

① 株式の実質価額が５０％程度以上低下した場合は、一般的には、回復可能性がないも

のと判断して、市場価格のない株式の実質価額が著しく低下したものと評価して相当額を

減損することになる。しかし、子会社・関連会社の場合は、財務諸表を実質価額で作成し

たり事業計画等を入手することが可能であるため、実務指針では、回復可能性が十分な証

拠によって裏付けられるのであれば期末において相当の減額をしないことを認めたもので

ある。 

② ５年後の経営計画による回復可能性の判断としては、実務慣行上、取得価格の７０％

（～８０％）程度まで回復していれば回復可能性があると判断できると解釈されている。

これは、「市場価格又は合理的に算定された価額のある有価証券」（実務指針第９１頄）

について著しく低下したかどうかは、３０％以上の毀損というのが形式基準になっている

ことによるものであると考えられる。 

③ 改正実務指針は、回復可能性は毎期見直すことが必要であると定めているが、その趣

旨は、経営計画を策定した時点から５年間という期間は固定し、最初策定した経営計画を

実績と比較して回復可能性があるかどうかを見直すことである。最初策定した経営計画と

実績を比較して、未達が大きすぎると判断した場合、回復可能性がないと判断し、当該関

係会社株式を減損する必要がある。その場合の減損額は、未達分のみの減損ではなく、実

質価額まで落とすことになるというのが一般的な理解である。 

④ 減損対象会社について、すべて５０％減損ルールを適用するのではなく、一定の重要

性の判断によって関係会社から減損対象会社を選定することは、重要性を考えて会計処理

をしていくということが一般に認められた方向であるから十分有り得る。小規模子会社す

べてに対して５０％減損ルールを適用することは実務上の制約もあり、重要性の基準を適

用することは会計慣行上、許容されると考えられる。 

⑤ 回復可能性が十分な証拠によって裏付けられるかどうかは主観的判断であるが、そこ

にいう十分な証拠というのは客観的な資料に基づいて合理的な説明が付けられているかど

うか、他の人が見てもなるほどと思えるかどうかによって判断することになる。その場合、

重要なことは経営者として真実それが実現可能だと考えているかどうかである。また、十

分な証拠といえるためには、文書化しておく必要がある。経営者が、必要なデータを集め

て事業計画を策定しており、そのデータに基づいて判断している場合には、仮にその後結

果が事業計画と違っていたとしても、それだけで経営者の判断は誤っていたとはいえない

ことになる。実績と経営計画が離れたときには、公認会計士は、企業側に指摘し、従前の

経営者の回復可能性に関する判断が本当に合理的だったかを見直すよう求めることになる。 

⑥ ５年間の事業計画に基づいて回復可能性があると判断したところ、翌年の実績と事業

計画で相当額の差異が生じた場合、未達分のみを減損することではなく、実質価額まで落

とすことになるというのが一般的な理解である。これは、関係会社株式の減損については、

資 49



50 

 

減損するかしないかという判断であって、未達額のみ減損するという解釈はないと考えら

れてきたことによる。但し、実務指針の文言では、そこまで明確に記載していないため、

その処理については関与している公認会計士の指導が重要となる。このため、実務的にす

べてこのような解釈で処理されてきたかどうかは必ずしも明確ではなく、未達分のみ又は

一部のみ減損していた例もあるかと思われるが、一般的には回復可能性がないと判断して

実質価額まで減損する考え方が大勢と思われる 

⑦ 平成１３年３月期において金融商品会計基準が公正な会計慣行になっていたかどう

かという点については、経過期間の設定、公開草案による意見聴取、実務指針の完成など

の周知徹底措置からみて、これを認める考え方が一般的であるが、適用初年度、２年目は

その解釈について公認会計士の誤解や混乱があった可能性も否定できない。 

 

４ 電機業界における関係会社株式減損の実績と運用に関するルール 

当委員会は、電機業界における平成１３年３月期から平成１９年３月期の金融商品会計

基準・実務指針に基づく関係会社株式減損処理について、各社の有価証券報告書からこれ

に関係すると思われる勘定科目を抜き出して三洋電機の関係会社株式減損と比較検討した。

その結果は、①関係会社株式評価損、関係会社株式等評価損、関係会社株式および出資金

評価損など関係会社株式減損と推定される勘定科目が計上されている会社もあるが、三洋

電機のように、営業外費用など他の勘定科目で計上されている会社もあると考えられるた

め、有価証券報告書だけでは、同業他社の関係会社株式減損の実態を正確に把握すること

はできないこと、②有価証券報告書の記載では、平成１３年３月期から継続して関係会社

株式評価損を計上してきた会社と、平成１８年３月期以降になってから関係会社株式評価

損を計上している会社とがあり、そこに一定の傾向や法則性を見出すことはできない。 

 

５ 当委員会の会計的判断 

当委員会は、本件調査にあたり、金融商品会計基準･実務指針が「公正な会計慣行」（旧

商法３２条２頄）に該当するとの立場に立ち、実務指針策定に関与した会計専門家が金融

商品会計基準･実務指針の趣旨を最もよく理解していると考え、その意見を参考にしつつ、

本件事案に則して総合的な見地から会計的な判断を行った。 

 

第３ 本件決算訂正にかかる認定事実 

１ 事実認定の概要 

三洋電機は、平成１３年３月期決算において関係会社株式減損を含む金融商品会計基

準・実務指針の適用を受けることとなったことから、平成１２年後半から、中央青山との

間で関係会社株式減損ルールの策定について協議を行ってきた。中央青山は、回復可能性

が疑われる多額の累積損失を有する関係会社株式についてしかるべき減損をすべきである

と主張し、これに対し、三洋電機は、すべての関係会社株式について回復可能性があり減

損の必要がないと主張し、両者の意見が対立した。その過程で、三洋電機と中央青山との
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協議により、①減損検討対象を原則債務超過１０億円以上の子会社等１１社

1（以下「減損１１社」という。）に限定したうえ、中央青山から、②減損１１社につき

三洋電機が作成した５年間の累損解消計画（以下「５年累損解消計画」という。）に基づ

いて、初年度は５年後の累損解消不足額を減損し、③翌期以降は５年累損解消計画と実績

との差異（計画未達額）を減損していくというルールが発案され、両者協議の結果、上記

①②③を内容とする関係会社株式減損に関する会計処理ルール（以下「三洋減損ルール」

という。）が策定された。 

翌平成１４年３月期において、三洋電機は、三洋減損ルールのうち③の翌期以降は５年

累損解消計画の各期の未達額を減損するというルールを、各期の未達額を減損するのでは

なく、未達が生じた結果、５年後に累損解消不足額が発生した場合に当該解消不足額を減

損するというルールに修正した。そして平成１４年３月期以降平成１６年３月期まで、三

洋電機は、中央青山の承認の下、修正後の三洋減損ルールに従って減損１１社の関係会社

株式減損を行うとともに、５年累損解消計画の未達額の大きな三洋ＬＣＤなどについては

未達額以外に追加減損を行い、さらに減損１１社以外の多額の累積損失を有する三洋電機

クリーンエナジーシステム（以下「クリーンエナジーシステム」という。）外４社の関係

会社株式についても減損を行った（以下これらの関係会社５社を「追加減損会社」という。）。 

その後三洋電機は、平成１７年３月期には三洋減損ルールを廃止して実質価額が投資簿

価の５０％以下となっているすべての関係会社を減損検討対象とし、さらに平成１８年３

月期には金融商品会計基準・実務指針に厳格に準拠した関係会社株式減損処理を行った。

その結果、平成１８年３月期において、三洋電機の関係会社株式減損処理は完了した。 

三洋減損ルールは、金融商品会計基準・実務指針に準拠したものではなく、これにした

がって行われた平成１３年３月期から平成１６年３月期にかけての関係会社株式減損は、

不適切な会計処理であったといわざるを得ない。 

かかる三洋減損ルールを策定しその後の関係会社株式減損に関する会計処理方針を事実

上決定していたのは、平成１６年３月末まで三洋電機の財務担当であった元取締役（以下

「元財務担当取締役」という。）であり、元財務担当取締役の上位者である歴代の会長、

社長および副社長は、これらの会計処理に積極的に関与したものとは認められない。 

平成１３年３月期において、元財務担当取締役を中心とする三洋電機関係者が、金融商

品会計基準･実務指針に準拠していないことを知りながら、あえて三洋減損ルールを策定し

て関係会社株式減損に関して不適切な会計処理を行ったとの事実は認められなかった。ま

た、平成１４年３月期から平成１６年３月期において、元財務担当取締役を中心とする三

洋電機関係者が、配当を実施するため又は損失を先送りする目的で、あえて三洋減損ルー

ルを適用して不適切な会計処理を行ったことを認定するに足る証拠は認められなかった。 

三洋電機の監査役は、こと関係会社株式減損処理に関して有効かつ適切な監査をしてい

たとは認められず、さらに、会計監査人であった中央青山も、三洋電機に対して金融商品

                                                   
1  株式会社三洋エル・シー・ディ・エンジニアリング（三洋ＬＣＤ）、新潟三洋電子株式

会社（新潟三洋電子）、岐阜三洋電子株式会社（岐阜三洋電子）ほか８社をいう。なお、平

成１４年３月期に３社を「債務超過でない」として減損検討対象から除いている。 
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会計基準・実務指針に適合する会計処理を行うよう適切な指導をしたと認められる証拠は

ない。 

 

２ 平成１３年３月期における三洋減損ルールの策定 

２．１ 三洋減損ルールの内容 

三洋電機は、平成１３年３月期決算において、三洋減損ルールを策定したが、その内容

は次のとおりである。 

① 減損検討対象会社の限定（三洋減損ルール①） 

減損検討対象会社を、原則債務超過１０億円以上の子会社等減損１１社に限定した。 

② 回復可能性についての５年累損解消計画の策定と５年後の累損解消不足額の減損（三

洋減損ルール②） 

減損１１社につき、三洋電機が毎年作成している３ヶ年事業計画（以下「３年事業計画」

という。）とは異なる５年累損解消計画を作成し、初年度は５年間で累積損失を解消でき

ない額（５年後の累損解消不足額）につき減損処理を行う。 

③ 翌期以降未達額の減損（三洋減損ルール③） 

翌期以降は、５年累損解消計画の計画利益数値に対し、実績の利益数値がこれを下回っ

た場合は、その差額（計画未達額）のみを当期において減損する。 

２．２ 平成１３年３月期において減損検討対象会社を減損１１社に限定した経緯 

(1) 関係者からのヒアリングでは、減損１１社以外には減損要否検討作業を行っていない

との意見と、減損１１社以外の株式の実質価額が投資額の５０％以下になっているすべて

の関係会社につき減損要否検討作業を行っていたとの意見が対立した。しかし、当委員会

としては、減損１１社に限定したことを窺わせる複数の資料と複数の関係者のヒアリング

結果から、三洋電機は、平成１３年３月期において、減損検討対象を減損１１社に限定し

たと認定した。 

(2) 元財務担当取締役、元社長、元会長らは、減損１１社以外の全関係会社についても、

カンパニー2が回復可能性を検討し、本社は事業検討会3においてカンパニーからのヒアリン

グによってそれを確認していたなどとして、減損検討対象を減損１１社に限定していない

                                                   
2  三洋電機が平成１１年４月１日から導入した企業組織制度で、本社および関係会社を事

業分野ごとにセミコンダクター、ソフトエナジー、ホームアプライアンス、マルチメディ

ア、産機システムの５つのカンパニーに分け、各カンパニーを１単位として連結経営を行

っていた。各カンパニーはいずれも法人格をもたないバーチャルカンパニー（仮想企業体）

であり、各カンパニー以外に本社部門と７つの独立会社があった。 
3  三洋電機が毎年２月および８月の年２回開催していた社内会議で、本社から社長・副社

長・財務担当役員らの幹部役員と各カンパニーからカンパニー社長以下の幹部社員とが出

席し、各カンパニーの事業について、予算・設備投資を含む事業計画（通常３年の事業計

画）や関係会社を含む事業の継続・清算などを検討していた。 
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と主張するが、減損１１社以外の関係会社につき「十分な証拠」に基づき回復可能性4を判

断していたとは認められず、元財務担当取締役らの主張は採用できない。 

(3) 三洋電機側から中央青山に対し、減損検討対象会社を減損１１社に限定するよう求め

たと認定できる証拠は認められなかった。 

 

２．３ ３年事業計画とは別に５年累損解消計画を作成した経緯 

(1) 減損１１社のうち、７社につき５年累損解消計画が策定された。５年累損解消計画は、

三洋電機において毎年作成される事業計画である３年事業計画の利益数値よりも高い利益

が上がる計画内容となっている。 

(2) ５年累損解消計画は、元財務担当取締役が部下に最大限努力した５年計画をカンパニ

ーに作成させるよう命じ、その部下がカンパニーにその作成を指示して作成された。５年

累損解消計画は、３年事業計画策定時に織り込まれてない条件（例えば三洋ＬＣＤについ

ての有機ＥＬ事業による収益・他社に対する技術供与に関する基本合意に基づく将来にわ

たる技術供与料収入）を織り込んだり、３年事業計画作成時の各ファクター5を高めに設定

して作成したため、３年事業計画よりも利益が高く設定されている。中央青山は、各カン

パニーから５年累損解消計画の実現可能性につきヒアリングを行ってそれを認めた。しか

し、当委員会は、５年累損解消計画策定に際しての具体的な根拠資料・基礎データを十分

に入手することはできなかった。 

(3) 中央青山の発案により、５年間で累損が全額解消されなければならないことを前提と

して、初年度は５年後の累損解消不足額を減損することが考案された。初年度は、これに

従い５年後の累損解消不足が生じる三洋ＬＣＤにつき１４億円を減損した。 

 

２．４ 翌期以降未達分のみ減損するという処理に至った経緯 

① ５年累損解消計画については、中央青山の要請により毎期見直すことはせず、５年間

固定することとされた。なお、実務的にも、回復可能性の判定に使用する事業計画につい

ては当該期間固定するというのが通例である。 

② 未達が生じても回復可能性があるので実質価額まで減損しなくてもよいという三洋

電機側の主張に対し、未達が生じた場合には然るべき会計処理をすべきであると主張する

                                                   
4  市場価格のない株式の実質価額について、取得原価に比べて５０％程度以上低下した場

合であっても回復可能性が十分な証拠によって裏付けられるときは、おおむね５年以内に

回復すると見込まれる金額を上限として、期末において相当の減額をしないことも認めら

れるとする実務指針の定める回復可能性をいう。 
5  単価、市場占有率、市場伸び率、粗利、人件費などのコスト下落率等をいう。 
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中央青山との間で意見対立が生じるという状況において、翌期以降未達分のみ減損すると

いうルールを中央青山が発案したものである。 

 

２．５ 三洋減損ルールに関するまとめ 

三洋減損ルールは、金融商品会計基準･実務指針に基づく関係会社株式減損会計の導入初

年度である平成１３年３月期において、かねてから課題であった多額の累積損失を抱える

関係会社に対する投融資に関する会計処理ルールを設定するため、三洋電機と中央青山と

が協議した結果、中央青山から発案され、両者で協議して策定されたものである。 

三洋減損ルールは、①当初５０％ルール6を無視して減損１１社のみを減損検討対象とし

ていること、②回復可能性の判断について、減損１１社につき通常の３年事業計画ではな

く、回復可能性を裏付ける十分な証拠とはいえない５年累損解消計画を作成して判断して

いること、③翌期以降は５年累損解消計画の未達額のみを減損していることからみて、金

融商品会計基準･実務指針に準拠しない不適切な会計処理であった。 

しかし、①当時、金融商品会計基準･実務指針による関係会社株式減損会計の導入初年度

で、実務指針の平成１３年７月改正も公表されておらず、回復可能性の判断につき実務上

明確な基準もなく混乱や誤解もあったと考えられる時期であること、②中央青山も、関係

会社株式減損について、当初から５０％ルールの厳格な適用を求めず、重要性の原則によ

り債務超過１０億円以上の関係会社につき関係会社株式減損を検討するよう指示し、かつ

５年累損解消計画による回復可能性についてもカンパニー幹部からのヒアリングによりこ

れを承認するなど、必ずしも明確かつ適切な基準を示して三洋電機を指導していたとは認

められないこと、③三洋電機は、減損１１社を含めて多額の累積損失をかかえる関係会社

について、事業検討会などで累積損失の解消可能性を検討し、半導体事業につき当時半導

体バブルといわれた時期であり、かつ半導体事業はボラティリティの高い事業であること、

液晶事業につき有機ＥＬ事業の早期出荷を予定しその旨公表していたことなどから、いず

れも回復可能と判断していたこと、④当時、三洋電機は、平成１３年３月期において十分

な配当可能利益を有していたこと、以上からみて、元財務担当取締役を中心とする三洋電

機関係者が金融商品会計基準･実務指針に準拠していないことを知りながらあえて三洋減

損ルールを策定して関係会社株式減損を含む会計処理を行ったとまでは認められない。 

 

３ 平成１４年３月期から平成１６年３月期までの減損処理 

３．１ 平成１４年３月期の減損処理 

５年累損解消計画の計画利益数値を達成しているのは２社のみであった。三洋電機は、

平成１３年７月の実務指針改正により、「おおむね５年以内」と規定されたことから、単

年度で未達分を減損するのではなく、計画未達発生により生じる５年後の累損解消不足額

                                                   
6  株式の実質価額が取得原価に比べて５０％程度以上低下した場合は、相当の減額をなし、

評価差額は当期の損失として処理しなければならないとする金融商品会計基準・実務指針

の定める関係会社株式の減損にかかる基準をいう。 
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を減損することを主張し、中央青山はこれを了承した。その結果、当期は、修正された三

洋減損ルールに基づき、三洋ＬＣＤにつき３１億０４百万円、岐阜三洋電子・新潟三洋電

子につき５４億５５百万円の合計８５億５９百万円を減損した。 

 

３．２ 平成１５年３月期の減損処理 

減損１１社のうち、特に三洋ＬＣＤ、岐阜三洋電子・新潟三洋電子は計画利益数値の大

幅な未達であった。中央青山は、減損検討対象会社の範囲を拡大するため、減損１１社以

外にも５ヶ年計画を作成して減損要否を検討するよう三洋電機に要求した。これに対し三

洋電機は、当初減損１１社以外については、事業検討会におけるヒアリングで事業の回復

可能性を判断しているとして５ヶ年計画の作成を拒否するなど、関係会社株式減損に関し

て中央青山と三洋電機との間で意見が対立するようになったが、中央青山は、最終的には

三洋電機の処理を容認した。当期は、①三洋減損ルールに基づき合計８５億８１百万円の

減損を行い、②あわせて三洋ＬＣＤにつき１３３億６６百万円の追加減損を行った。③ま

た、減損１１社以外にも、追加減損会社５社のうち２社につき合計６０億円の減損を行い、

当期の関係会社株式減損額は合計２７９億４７百万円となった。 

 

３．３ 平成１６年３月期の減損処理 

減損１１社のうち、特に三洋ＬＣＤ、岐阜三洋電子・新潟三洋電子は計画利益数値の大

幅な未達であった。中央青山は、減損１１社につき未達分の忠実な減損と追加減損会社に

ついての減損を要求していた。当期は、①三洋減損ルールに基づき合計２２３億６９百万

円の減損を行い、②あわせて清算が決定していた三洋ＬＣＤにつき未達分以外に追加で１

４５億７５百万円を、岐阜三洋電子・新潟三洋電子につき追加で５０億円の減損を行った。

③さらに、追加減損会社５社につき合計２０８億３８百万円の減損を行い、当期における

関係会社株式減損額は合計６２７億８２百万円となった。 

 

３．４ 平成１４年３月期から平成１６年３月期までの三洋減損ルールの運用について 

三洋電機は、平成１４年３月期以降、減損１１社につき三洋減損ルールに従って未達分

について減損処理を行なうとともに、減損１１社のうち未達額が特に大きな関係会社につ

いて未達額以外に追加減損を行った。また、平成１５年３月期以降、減損１１社以外の追

加減損会社５社についても関係会社株式減損を行っている。しかし、減損１１社および追

加減損会社５社以外の関係会社について５０％ルールに基づく厳格な減損要否の検討を行

っておらず、また、減損１１社のうち５年累損解消計画と実績とが大幅に乖離している子

会社等について５年累損解消計画を見直して実質価額への減額を行っていない。この間、

中央青山は、三洋電機に対し、平成１５年３月期以降、減損１１社以外の重要な欠損子会

社についても５年事業計画を作成して減損要否を検討するよう強く要求していたが、５年
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累損解消計画が未達となった減損１１社につき実質価額への減損を要請した様子はなく、

三洋電機の行った未達額の減損を容認していた。 

元財務担当取締役の説明によれば、①減損１１社以外の関係会社についてもカンパニー

との事業検討会でのヒアリング等を通じて累積損失の解消可能性を確認しており、多額の

累積損失を抱える追加減損会社については、中央青山の指示に従って減損を行っていたこ

と、②減損１１社のうち、大幅な未達が生じている岐阜三洋電子・新潟三洋電子などにつ

いては、カンパニーとの事業検討会等を通じて累積損失の解消可能性を確認しているうえ、

未達分の減損に加えて保守的に追加減損を行っているところ、未達分のみを減損すること

は中央青山との間で合意したルールに基づく処理であるから、金融商品会計基準・実務指

針に準拠しているとのことである。 

しかし、①投資額の５０％以上毀損している関係会社株式については、重要性の原則に

よる合理的な基準に基づき減損検討対象外とされる場合を除き、実現可能性のある合理的

な事業計画を策定して回復可能性の判断を行い、それに基づいて減損処理を行うべきであ

って、事業検討会でのヒアリング等による簡便な方法で回復可能性を判断することは、金 

融商品会計基準・実務指針の趣旨に適合していない。また、②減損１１社や追加で５年事

業計画を作成した多額の累損を有する関係会社のうち、大幅な未達が生じている関係会社

については、５年累損計画の実現可能性に重大な疑義が生じていたのであるから、５年累

損解消計画・５年事業計画を見直して残存期間につき実現可能性のある合理的な事業計画

を策定し、尐なくとも投資額の７０～８０％まで回復する見込みがなければ、その時点で

実質価額まで減額すべきである。したがって、三洋電機が行った５年累損解消計画の未達

分の減損または合理的な基準によらない追加減損をするだけでは、金融商品会計基準・実

務指針の趣旨に適合していないことは明らかである。 

しかしながら、当時、元財務担当取締役は、三洋減損ルールに基づく関係会社株式減損

処理が金融商品会計基準・実務指針に適合していると確信しており、この確信は上記のと

おり誤ったものではあるが、元財務担当取締役を中心とする三洋電機関係者が、配当可能

利益を確保して配当を実施するため又は関係会社株式減損による損失を先送りする目的で、

三洋減損ルールを適用したことまで認定するに足る証拠は認められない。 

 

４ 平成１７年３月期における減損処理 

４．１ 減損ルールの変更 

中央青山は、平成１６年４月以降、三洋電機に対し、５０％ルールに基づく減損検討対

象会社の範囲拡大を提案し、三洋電機側もこれを前向きに検討した結果、平成１７年３月

期決算において、三洋減損ルールは以下のとおり大きく変更された（以下「平成１７年ル

ール」という。）。 

①純資産持分額が投資額に比して５０％下落しているすべての関係会社について減損の

要否を検討する。 

②当該関係会社について５ヶ年計画（平成１７年３月期の３年事業計画の３年目の計画

利益を５年目まで延長したもの。）を作成し、５ヶ年計画を適用した場合の５年後の累損
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解消不足があれば、当該不足分のみ減損する。 

③ただし、債務超過会社については、５年間の利益計画にかかわらず、まずその投資額

を減損処理する。 

 

４．２ 平成１７年ルールへ変更した理由 

平成１７年３月期において、当初の三洋減損ルールが廃止され、ルールが大幅に変更さ

れたのは、中央青山が、三洋減損ルールを軌道修正すべきであると考え、財務担当役員が

元財務担当取締役から他の役員に変更したことを契機に、三洋電機にこれを強く要請した

ことによるものである。その背景には、中央青山は、①三洋電機の監査について米国監査

法人プライス・ウォーターハウス・クーパースの承認を得なければならないこととなった

が、その承認を得るためには従来の会計方針を見直す必要があり、その一つが関係会社株

式減損であると考えていたこと、②中央青山の担当公認会計士が交代し、従来三洋電機を

担当していなかった公認会計士から三洋減損ルールを軌道修正すべきであるとの提案がな

されたこと等の事情があったと考えられる。これに対し、三洋電機側も、平成１６年４月

に行われた中央青山からの提案を踏まえて、５０％ルールの適用を前向きに検討していた

ところ、中央青山の担当公認会計士と審査会との間で平成１７年３月期決算において５

０％ルールを適用することで意見が統一されたことから、三洋減損ルールを廃止し平成１

７年ルールを採用したものである。 

 

４．３ 平成１７年ルールに三洋減損ルールが一部残っている経緯および理由 

平成１７年ルールには、５ヶ年計画を適用した場合の５年後の累損解消不足額を減損す

る点において三洋減損ルールの考え方が一部残っている（三洋減損ルール②参照）。その

経緯および理由は、中央青山の担当公認会計士が漸次軌道修正をすればよいとの意見を持

っており、まず５ヶ年計画を適用した場合の５年後の累損解消不足額のみ減損処理するこ

とにし、次のステップは来期以降に検討することにすることになったものである。 

 

４．４ 平成１７年３月期における減損処理 

平成１７年ルール適用の結果、平成１７年３月期においては、欠損子会社等１８社で合

計５０３億６４百万円の減損処理を行うこととなった。 

 

４．５ 平成１６年９月中間期にルール変更しなかった理由 

三洋電機が平成１６年９月中間期にルールを変更しなかった理由については、当時中央

青山でも担当公認会計士および審議会内部で意見が統一されておらず、ルールの変更を強

くは求めていなかったようである。 
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５ 平成１８年３月期における減損処理 

５．１ 再度のルール変更 

平成１７年度に入り、新潟県中越地震による新潟三洋電子被災の影響などもあり三洋電

機の経営悪化が深刻となり、平成１７年１０月以降急激な信用収縮が発生した。そのよう

な状況のもと、中央青山の監査態度が一段と厳格となり、減損ルールの厳格化を三洋電機

に要請した。その結果、平成１７年９月中間期からはさらに厳しい以下の内容に変更され

た（以下「平成１８年ルール」という。）。 

①純資産持分額が投資額に比して５０％下落しているすべての関係会社について減損要

否を検討する。 

②当該関係会社について５ヶ年計画（平成１８年３月期の３年事業計画の1 年目の計画利

益を４年後まで延長したもの。）を作成し、５ヶ年計画を適用した場合の５年後（平成１

８年３月期から４年後）の累損解消不足があれば、不足分のみ減損するのではなく、当期

において含み損失額を一気に減損し、実質価額に引き下げる。 

③ただし、債務超過会社については、５年間の利益計画にかかわらず、まずその投資額

を減損処理する。 

平成１８年ルールは、金融商品会計基準・実務指針を非常に厳格に解釈しこれを適用し

たものである。とりわけ、５年後の累損解消不足があればその程度にかかわらず実質価額

に引き下げるのは、５年後に７０％ないし８０％程度回復すれば減損を行わないとする実

務慣行からみても極めて厳しい処理方法と評価される。 

このような極めて厳しい平成１８年ルールを策定した経緯および理由については、①中

央青山において、カネボウ粉飾決算に関与した公認会計士が逮捕・起訴されるなどの不祥

事を起こしたことと、②三洋電機の財務状況が悪化し、平成１７年９月中間期において、

三洋電機の財務諸表に関する監査報告書に中央青山が「継続企業の前提に重大な疑義を生

じさせる事象又は状況」が発生したことの注記を記載するに至ったことから、２～３年か

けて軌道修正していけばよいという平成１７年ルール導入時の方針を変更し、中央青山が

三洋電機に対しほぼ一方的にきわめて厳格な平成１８年ルールの適用を要求してきたこと

によるものである。 

 

５．２ 平成１８年３月期における減損処理 

このルール変更により、平成１７年９月中間期において１０６４億０５百万円の減損を

実施し、さらに平成１８年３月期において９２６億１１百万円の減損を実施し、三洋電機

における関係会社株式の減損処理はこの時点で完全に処理された。 

 

５．３ 平成１７年９月中間期と１８年３月期のルールが同一であったにもかかわらず、

１８年３月期に再度巨額の減損が発生している理由 

三洋電機は、平成１７年９月中間期に１０００億円を超える減損処理を行ったうえ、さ
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らに平成１８年３月期に９００億円を超える減損処理を追加で行っている。その理由につ

いて、財務担当役員から、中間期決算以降下期に生じた事象（構造改革、下期期初に見込

めなかった損失発生）について会計処理を適切に行ったためであり、平成１７年９月中間

期に減損処理すべきものを平成１８年３月期に処理したということはないとの説明を受け

た。当委員会は、この説明内容を検証するため、平成１８年３月期に行った関係会社株式

減損処理のうち５０億円以上の５件合計６１７億円について調査したところ、これら５件

に関する上記説明内容はいずれも合理的なものであり納得しうるものであった。 

 

５．４ 平成１８年３月期における過年度決算の訂正 

三洋電機が関係会社株式減損処理を完了した平成１８年３月期において決算訂正を行う

べきであったかどうか、なぜそれがなされなかったかを調査検討した。 

まず、三洋電機が対象期間の過年度決算について自主訂正を行っていることからみて、

平成１８年３月期決算においてその事実を把握していたのであれば、その時点において対

象期間の過年度決算について自主訂正を行うべきであったと考えるのが自然かつ合理的で

ある。中央青山は、平成１７年９月中間期および平成１８年３月期の各決算において厳格

な平成１８年ルールの導入を強く要求し、その時点で会計処理すべきものはすべて処理す

るよう指示していたが、対象年度の過年度決算の訂正まで要求もしくは指導したことはな

かった。このため、三洋電機としては、中央青山の指示に従って、平成１７年９月中間期

および平成１８年３月期の各決算において平成１８年ルールに基づいて関係会社株式減損

の処理を行うことを認識し実施していたものの、それ以前の対象期間の過年度決算につい

てまで訂正すべきであるとの認識は持っていなかったものと認められる。 

次に、三洋電機は、関係会社株式減損に関する会計処理ルールについて、中央青山から

の指導に従って、平成１７年ルールに変更し、さらに平成１８年ルールに変更して、それ

ぞれ会計処理を行っている。その際、従前の三洋減損ルールによる関係会社株式減損の処

理につき５０％ルールに沿っていないなどの問題があることは一応認識しており、したが

って、平成１８年３月期決算において対象期間の過年度決算を訂正する必要があるという

事実を認識することが全く不可能であったとまではいえない。しかし他方、①日本の企業

会計基準に基づく会計処理では、当年度に判明した過年度の事象についても、原則として

当年度の会計処理とすることが認められており、国際財務報告基準および米国会計基準と

異なり、必ずしも過年度決算の訂正を要しないとされており、②実際にも、三洋電機は平

成１６年３月期・平成１７年３月期における決算の訂正で単体決算の訂正を行わなかった

ことと、③中央青山は、平成１８年ルールに基づく厳格な関係会社株式減損を指示するだ

けで過年度決算の訂正に関する指導・意見を全く述べていなかった。以上からみて、平成

１８年３月期決算において対象期間の過年度決算訂正の必要性を認識した上で、これを実

施することは実際上極めて困難であり、さらに中央青山が自ら適正意見を表明した過年度

決算つき、その訂正を承認したかは甚だ疑問であって、事実上ほとんど不可能ではなかっ

たかと思われる。 
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６ 自主訂正 

三洋電機は、主に対象期間の単体決算について自主訂正を行い、太陽ＡＳＧ監査法人を

会計監査人に選任して過年度決算に関する財務諸表の監査を委嘱し、平成１９年１２月２

５日、関東財務局に対し訂正報告書を提出した。 

 

７ 三洋電機における関係会社株式減損処理に対する関係者の関与 

７．１ 取締役について 

７．１．１ 元財務担当取締役について 

元財務担当取締役は、三洋減損ルールが策定された平成１３年３月期から平成１６年３

月期まで、財務担当取締役として、三洋減損ルールの策定、その後の減損処理の方針・減

損額等につき決定を行ったものと認められる。 

なお、元財務担当取締役は平成１６年３月末日で財務担当を外れ、同年４月１日から他

の役員が財務担当となっているため、平成１６年３月期決算における関係会社株式減損処

理を実質的に決定したのは誰かを調査検討した。ヒアリングの結果および資料（平成１６

年３月１９日公表の平成１６年３月期の業績予想修正数値と平成１６年４月２７日付の平

成１６年３月期の決算公表数値がほぼ同一であること。）からみて、平成１６年３月１９

日までに、元財務担当取締役が率いる財務部門が平成１６年３月期における関係会社株式

減損を含む決算内容をほぼ決定していたことが窺えることから、平成１６年３月期の関係

会社株式減損処理についても、元財務担当取締役が実質的に決定したと考えられる。 

 

７．１．２ 元社長について 

元社長は、平成１２年１１月に三洋電機の社長に就任し、平成１７年６月まで社長の地

位にあった。ヒアリング結果によれば、元社長は、決算取締役会までに個別に元財務担当

取締役から関係会社株式減損の概要を含む決算内容の報告を受けていたものの、減損処理

のルールの策定やそれに基づく個々の関係会社の減損処理につき自ら決定して元財務担当

取締役に指示する等の積極的関与を認定しうる証拠は認められなかった。 

しかしながら、元社長は、元セミコンダクターカンパニー社長および三洋電機の社長と

して、関係会社が多額の累積損失を抱えていることを熟知しており、その後も事業検討会

などでその業績の推移は十分理解していたはずである。また、中間決算および期末決算に

おいて、決算取締役会前に元財務担当取締役から関係会社株式減損の内容の説明を受けて

いたにもかかわらず、元財務担当取締役による不適切な会計処理を是正することなく、そ

の結果、不適正な財務諸表が市場に開示された。 

 

７．１．３ 元副社長Ａについて 

元副社長Ａは、平成１０年６月代表取締役副社長に就任し、平成１４年６月取締役を退
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任しているが、財務担当として決算を担当していたのは平成８年までであり、その後はＣ

ＦＯになっているものの、決算に直接は関与しておらず、尐なくとも三洋減損ルールの策

定およびその運用に直接関与したことを認定しうる証拠は認められなかった。 

 

７．１．４ 元副社長Ｂについて 

元副社長Ｂは、平成１４年６月に代表取締役副社長に就任し、平成１７年１０月取締役

を辞任しているが、平成１５年４月までは戦略、管理担当であって決算には関与しておら

ず、その後副社長兹ＣＦＯとなったものの、元財務担当取締役が実質的に決算内容を決定

した平成１６年３月期まで三洋電機の決算に直接関与することはなかったと認められる。

したがって、元副社長Ｂについては、尐なくとも三洋減損ルールの策定およびその運用に

直接関与したことを認定しうる証拠は認められなかった。 

 

７．１．５ 前社長について 

前社長は、平成１４年６月に代表取締役副社長、平成１７年６月に代表取締役社長とな

り、平成１９年４月社長を辞任したが、平成１７年６月に社長に就任するまでは、決算に

直接関与しておらず、三洋減損ルールの策定やその運用に関与していたことを認定しうる

証拠は認められない。 

 

７．１．６ 元会長について 

元会長は、平成４年１２月に代表取締役会長に就任し、平成１８年２月取締役を辞任し

たが、決算取締役会前に個別に元財務担当取締役から関係会社株式減損を含む決算内容の

報告を受けるものの、決算については財務のトップである元財務担当取締役を信頼して任

せていたようであり、尐なくとも、三洋減損ルールの策定やその運用および個別の関係会

社株式減損処理につき自ら決定して元財務担当取締役に指示したことを認定しうる証拠は

認められなかった。 

しかしながら、元会長は、三洋電機の会長として、関係会社が多額の累積損失を抱えて

いることを熟知しており、その後も元財務担当取締役から報告をうける等して、その業績

の推移は十分理解していたはずである。また、元会長は、中間決算および期末決算におい

て、決算取締役会前に元財務担当取締役から関係会社株式減損の内容の説明を受けていた

にもかかわらず、元財務担当取締役による不適切な会計処理を是正することなく、その結

果、不適正な財務諸表が市場に開示された。 

 

７．１．７ 三洋電機における関係会社株式減損処理の実質的決定者 

以上のとおり、三洋電機において、関係会社株式減損につき三洋減損ルールを策定しそ
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の後の減損処理についても実質的な最終決定を行っていたのは元財務担当取締役であり、

本件会計処理を行った中心人物であると認められる。 

元財務担当取締役の上位者である元副社長らは対象期間において決算にはほとんど関与

しておらず、元会長および元社長は決算取締役会前に元財務担当取締役から決算報告を受

けるなかで関係会社株式減損について個別に説明を受けていたものの、決算については元

財務担当取締役を信頼して任せていたようであり、関係会社株式減損につき積極的な関与

まで認定できる証拠は認められなかった。 

 

７．２ 監査役について 

当委員会は、三洋電機の常勤監査役２名および社外監査役１名に対しヒアリングを行っ

た。監査役はいずれも、中央青山と十分連携をとらず、自ら積極的に情報収集を行うこと

なく、執行部と中央青山との間で行われていた関係会社株式減損に関するやりとりについ

てもほとんど情報を得ておらず、その結果、関係会社株式減損処理について執行部・カン

パニー・中央青山の処理を受動的に信頼して受け入れるのみであった。 

 

７．３ 中央青山について 

中央青山は、金融商品会計基準・実務指針の定める５０％ルールを厳格に適用すること

なく、三洋電機と協議して減損検討対象会社を原則債務超過１０億円以上の減損１１社に

限定し、減損１１社につき三洋電機が作成した３年事業計画と乖離した５年累損解消計画

の実現可能性を肯定したうえ、初年度は５年後の累損解消不足額を減損し、翌期以降は毎

年５年累損解消計画と実績との差額（計画未達額）を減損するという処理ルールを発案し、

三洋電機と協議して金融商品会計基準・実務指針に適合しない三洋減損ルールを策定した。 

このような三洋減損ルールは、回復可能性が疑われる多額の累積損失を有する関係会社

株式についてしかるべき減損をすべきであると主張する中央青山と、すべての関係会社に

ついて回復可能性があると主張する三洋電機側との間で意見対立が生じ、中央青山が発案

して両者協議して策定されたものであると思われる。この点については、関係会社株式減

損導入初年度においては、実務指針も回復可能性の判断基準について具体的に定めておら

ず、当然減損処理方針も確立したものがなく、実務上の混乱が生じていたということがそ

の背景にあると推測され、ある程度やむを得ない側面もあったと思われる。 

しかし、平成１３年７月には実務指針が改正され、回復可能性の判断方法も具体的に定

められたのであるから、中央青山は、三洋電機に対し、三洋減損ルールは、金融商品会計

基準・実務指針に適合していないことを十分に説明・指導して、早期にルール変更を指示

すべきであった。 

しかるに、中央青山は、減損１１社のうち大部分で５年累損解消計画の未達が発生し続

けていたにもかかわらず、減損１１社については「５年累損解消計画と実績との差額の減

損処理の忠実な実施」を三洋電機に指示するのみで、５年累損解消計画の見直しを求めた
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り、あるいは原則どおり実質価額まで減損することを三洋電機に指導したことを示す明確

な証拠は認められない。また、中央青山は、各期の減損処理において減損不足を認識しな

がらも、三洋電機側から事前に十分な資料の提供を受けることなく、適正意見を表明する

こともあったものと認められる。 
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第４ 会計的評価 

１ 概要 

  三洋減損ルールの金融商品会計基準及び実務指針への準拠性   

 

「スタート」 

子会社等株式の減損要否の判定 

減損検討対象の範囲の選定基準 

「重要性の原則」 

企業の財政状態及び経営成績を適

正に表示する観点から、量的側面と

質的側面の両面で本来の厳密な会

計処理を適用せずに、他の簡便な方

法を適用することが認められるか 

「第一次的フィルター」（原則規定） 

子会社等の実質純資産持分額が投

資簿価に比べて５０％程度以上低

下していたどうか 

「第二次的フィルター」（例外規定） 

子会社等の投資簿価の回復可能性

が合理的な根拠によって裏付けら

れているかどうか 

「減損処理」 

子会社等の実質純資産持分類（ただ

し、子会社等の実質純資産額がマイ

ナスの場合には、ゼロ）まで一括切

捨て処理をする 

２．１ 重要性の判断による減損検討対象の選定の評価 

減損要否判定対象会社を「重要性の原則」によって当初債務超過１０億円以上

の１１社に限定したが、１１社に限定した会計的な処理は適切ではなかった 

（三洋減損ルール①の会計的評価） 

２．３ ５０％ルールを無視した減損検討対象会社の選定 

判定対象会社選定の焦点は５０％フィルターよりも債務超過会社かどうかに

あったと推察される 

２．２ 債務超過、累積損失の解消と減損要否判定の混同 

関係者は、債務超過、累積損失の解消と減損要否の判定を混同していたと推察

される 

５０％ルールではなく、’第１次的フィルターを債務超過または資本欠損におい

た会計的な判断は適切ではなかった 

３．１ 減損１１社と追加減損会社について５年累積解消計画を作成 

５年計画は、累積解消のためのチャレンジ目標（「晴天計画」）として位置づけ

られている 

３．２ ５年累積解消計画と実現可能性の評価 

５年計画の実現可能性には大きな不確実性を伴うと判断される 

減損１１社と追加減損会社の５年累損解消計画は合理的な根拠に裏付けられて

いなかった 

（三洋減損ルール②の会計的評価） 

４．１ 減損１１社と追加減損会社以外について管理会計的アプローチによる減

損要否の判定 

管理会計目的のカンパニー単位で減損要否を検討していたと推察される 

４．２ 投資簿価の回復可能性の判定と事業の回復可能性の判定の混同 

事業の継続や清算を検討する事業検討会において回復可能性があると判断した

事業については、減損不要と判定していたと推察される 

減損１１社と追加減損会社以外についてはカンパニー単位で事業の回復可能性

によって減損要否を検討しており、会計上の適切な判断ではなかった 

５ 「引当金」概念による減損処理 

計画利益と実績の乖離を適切にモニタリングせずに平成１７年３月期まで、将

来の収益性低下の回復可能性を想定した部分的損失計上の「引当金」概念によ

り減損処理しており、不適切な会計処理であった 

（三桜減損ルール③の会計的評価） 

フィルター① 

５０％減損ルール 

フィルター② 

投資簿価の回復可能性

の合理的な根拠 

厳密な会計処理をせ

ずに、他の簡便な会計

処理を適用する 

取得原価で評価する 

取得原価で評価する 

Ｎｏ 

Ｙｅｓ 

Ｙｅｓ 

Ｙｅｓ 

Ｎｏ 

Ｎｏ 
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２ 減損検討対象会社の決定プロセスと評価 

平成１３年３月期において、減損要否検討対象を、原則１０億円以上の債務超過会社に

絞った点につき、元財務担当取締役の説明を前提とする元会長の陳述から以下の２点が指

摘される。 

(1) 債務超過１０億円以上の減損１１社を減損要否検討対象としたのは、企業会計におけ

る重要性の原則による。 

(2) それ以外の関係会社の株式については、事業計画のヒアリングなど、「簡便的な手続

き」により回復可能性の検討を行った。 

 

２．１ 重要性の判断による減損検討対象の選定の評価 

重要性の原則は、量的側面と質的側面の両面で並行的に判断されるべきであるが、損益

頄目の量的側面については、利益の３～５％を目安とするのが一般である。 

三洋電機の過去５年間の経常利益の平均の５％は約１０億円となるので、詳細な減損要

否検討対象を１０億円以上の債務超過会社としたことは実務的にはあながち妥当性を欠く

とはいえないかもしれない。しかし、重要性が乏しいと判定された個別頄目の合計金額が

重要性を持つこともありえるので、その場合は重要性の基準を引き下げることも検討すべ

きであったであろう。 

そこで当委員会は、減損１１社以外の必要減損検討額7を調査した。平成１３年３月期の

関係会社のうち、実質価額が投資簿価に比べて５０％以上低下したのは５２社である。こ

のうち、減損１１社以外の必要減損検討額の合計は５１８億円（過去５年間の経常益平均

額の２．３６倍）にのぼり、この金額は企業の財政状態および経営成績に関する合理的な

判断を妨げない程度に重要性が乏しいとはいえない。減損１１社の減損検討額は、関係会

社全体の必要減損検討額の６０％程度しかカバーできていない。 

したがって当委員会は、債務超過１０億円による「重要性の原則」に基づいて減損１１

社以外に簡便的な方法を選択したことは適切な会計上の判断ではなかったと結論付けた。 

 

２．２ 債務超過、累積損失の解消と減損要否検討の混同 

(1) 債務超過と資本欠損の混同 

本件のヒアリング調査においては、減損要否検討の対象会社の選定プロセスにおける債

務超過概念と資本欠損概念との混同が認められ、これが結果的に平成１３年３月期以降の

                                                   
7  ５０％以上低下している関係会社について、次の減損検討額の合計を必要減損検討額と

する。 

減損検討額＝三洋電機の投資簿価－三洋電機持分比率×関係会社の実質純資産額。ただし、

関係会社の実質純資産額がマイナスの場合は、三洋電機の投資簿価。 
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減損要否の検討対象会社の選定にあたって微妙な影響を及ぼしたであろうと予想される。 

(2) 債務超過の解消と減損要否の検討の混同 

会社側は、平成１４年３月期に減損１１社のうち３社は「債務超過ではないので対象か

ら外す。」と主張するとともに、追加減損会社のうち１社についても資本注入による債務

超過の解消によって減損処理は不要と判断し、中央青山もこれを容認している。したがっ

て、債務超過の解消と減損要否の検討を混同していたと推察せざるを得ない。 

(3) 減資等による累積損失の解消と減損要否の検討の混同 

三洋電機は平成１３年３月期に減損１１社のうち１社について、減資と今後の５年間の

年度損益によって累積損失は解消される予定として、減損処理は不要と判断している。企

業会計上は、減資または法定準備金の減尐の手続きをとることにより、関係会社における

累積損失を資本金又は法定準備金の減尐額と相殺することが可能である。しかしながら、

当該処理による関係会社の累積損失の減尐は、親会社である三洋電機における関係会社の

減損検討額の減尐を意味しない。 

 

２．３ ５０％ルールを無視した減損検討対象会社の選定 

減損すべきか否かの第一次的フィルターは関係会社の実質価額が投資簿価に比べて５

０％程度以上低下していたかどうかである。しかしながら、当委員会のヒアリング調査の

結果、減損１１社以外の相当数の累積損失会社に対して５０％ルールを適用したとする明

確なエビデンスを得ることはできなかった（５０％ルールの適用は平成１７年３月期から）。 

そこで当委員会は、５０％ルールを適用していたか否かを判断するために、平成１３年

３月期の関係会社のうち、実質価額が投資簿価に比べて５０％以上低下した関係会社５２

社について、３年事業計画の３年目の計画利益が４年目および５年目にも継続すると仮定

することにより、関係会社の実質価額が投資簿価まで５年以内に回復するか否かを調査し

た。調査結果によると、投資簿価の７０％の回復も認められない関係会社は３４社にのぼ

った。 

以上から当委員会は、減損検討対象会社の選定を５０％ルールではなく、第一次的フィ

ルターとして債務超過または資本欠損においた会計的な判断は適切ではなかったと結論付

けた。 

 

３ 減損１１社の回復可能性の決定プロセスと評価 

減損すべきか否かの第二次的フィルターは、関係会社の投資簿価の回復可能性が合理的

な根拠によって裏付けられるかどうかである。本件では、減損１１社については３年事業

計画とは別途に所轄カンパニーの責任の下で５年累損解消計画を作成し、５年間にわたっ

て累損を解消しようとしている。ここでは、３年事業計画が、初年度については来期の予
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算として取締役会で承認する事業の必達目標であるのに対して、５年累損解消計画は、累

損解消のためのチャレンジ目標（「晴天計画」）として位置づけられている。すなわち５

年累損解消計画は、３年事業計画のファクターを高めに設定したり、３年事業計画には織

り込まれていない条件をプラスアルファで考慮して作成されていた。したがって、本件の

減損処理が妥当性をもつかどうかは、５年累損解消計画の合理性ないし実現可能性にかか

っているといえる。 

 

３．１ ３年事業計画と５年累損解消計画との関係 

３年事業計画と５年累損解消計画とは、理論的には将来事象が発生する期待の確実性の

程度の違いとして位置づけることができる。このうち３年事業計画と３年事業計画のファ

クターを高めに設定して作成された５年累損解消計画は、期待される情報が一定の確率に

よって予測される「確率期待」の状況に該当する。３年事業計画には織り込まれていない

条件をプラスアルファで考慮して作成された５年累損解消計画（例えば三洋ＬＣＤ）は、

まだ事業化されていない有機ＥＬ等その時点で入手可能なすべての定性的な根拠を加味し

て作成されたものであるため、将来の事象がただ主観的に予測される「信頼期待」（主観

的不確実期待）の状況に相当する。 

 

３．２ ５年累損解消計画と実現可能性の評価 

当委員会は、つぎの通り５年累損解消計画の実現可能性には大きな不確実性を伴うとい

え、これが回復可能性を裏付ける合理性な証拠を示すといえるかどうかは疑問であると判

断した。 

(1) ３年事業計画のファクターを高めに設定した５年累損解消計画は、「確率期待」の状

況には該当するものの、最も実現する確率が高い中央値ではなく上方の値で設定されてお

り、その実現可能性に困難を伴うと考えられる。 

(2) ３年事業計画には織り込まれていない条件をプラスアルファで考慮して作成された

５年累損解消計画（例えば三洋ＬＣＤ）は、「信頼期待」（主観的不確実期待）の状況に

該当する。信頼期待分布のすべてを主観的にも決定できないときには予測数値の設定には

困難を伴うと考えられるとともに、たとえ主観的に予測分布が決定できた場合でも制度会

計の健全的処理として保守的な数値を設定することが望まれた。 

さらに当委員会は、５年累損解消計画の策定に当たったカンパニー関係者に根拠資料の

提出を依頼したが、一部を除いてはデータの所在を確認できなかった。このようにルーテ

ィンで作成されていなかった５年累損解消計画が、「実務指針」第９２頄に規定される「回

復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合」に該当するかどうかは大きな疑問であ

る。 
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３．３ 制度会計的アプローチと管理会計的アプローチ 

本件において「晴天計画」である５年累損解消計画を設けたのは、マキシマムの財務目

標達成を各グループ責任者に強く意識させ、グループ単位での目標達成と業績評価を目指

そうとする管理会計的な発想によるものと考えられる。外部ステークホルダーを意識した

財務会計（制度会計）と内部経営管理目的に焦点を置く管理会計とは、本来、会計的基礎

を異にするものであり、明確に区別されるべきところであるが、両者を混同しグループ単

位での回復可能性を考えてきた点に、本件の問題原因の１つがあったといえる。 

 

４ 減損１１社と追加減損会社以外の回復可能性の決定プロセスと評価 

三洋電機は、減損１１社以外にも中央青山の指摘により追加されたクリーンエナジーシ

ステム等追加減損会社についてはカンパニー単位で５ヶ年計画を作成して回復可能性を評

価していたと推定されるが、これら以外の関係会社については簡便的なヒアリング等によ

る手続きによって業績の回復可能性を判断していた。 

 

４．１ 管理会計目的のカンパニー単位での減損要否の検討 

簡便的なヒアリング等による手続きによって業績の回復可能性を判断し、これらを減損

不要として検討対象会社に含めなかったことは、５０％の第一次的フィルター（原則規定）

とその後の回復可能性の判定の第二次的フィルター（例外規定）とを逆転して適用するも

のであり、減損ルールに対する認識不足を示すものといえる。しかも次の元財務担当取締

役の主張に要約されるように、業績の回復可能性は管理会計目的のカンパニー単位で判断

されていた。 

――カンパニーは実質的な連結決算を組んで利益管理を行っているプロフィットセンター

である。税法の認定寄付の範囲内での利益の付替や組織再編等も含めてカンパニー単位で

累損解消の可能性を検討している。 

しかしながらカンパニーはバーチャル会社ないし疑似独立法人である。本件の金融商品

会計基準・実務指針において求められるのは法的会計主体である関係会社の減損処理であ

り、その回復可能性の評価であった。 

 

４．２ 投資簿価の回復可能性の判定と事業の回復可能性の判定の混同 

三洋電機は、次の元財務担当取締役の主張に要約されるように、事業の継続や清算を検

討する事業検討会において回復可能性があると判定した事業については、減損不要と判断

していた。 

――年２回のカンパニーと本社の間で行われる事業検討会において事業の回復可能性を判

定し、その結果継続的な設備投資を実施したり、必要であれば資本注入を行っている。残

念ながら事業検討会において回復不能と判断されれば、実際に事業を清算して「関係会社
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整理損」を計上している。 

これは事業の回復可能性の判定と減損処理における投資簿価の回復可能性の判定を混同

するものであり、会計上は不適切な判断であった。 

 

５ 計画と実績の差額とモニタリング体制－「引当金」概念による減損処理 

三洋電機は、三洋減損ルール適用後、５年累損解消計画の利益数値と実績値が大幅に乖 

離する複数の関係会社について、（1）三洋減損ルールに従って減損処理するとともに、（２）

一部の会社については追加減損を実施している。 

 

５．１ 「引当金」概念による減損処理 

三洋減損ルールでは、５年累損解消計画において実績が計画を下回った場合において、

５年後の累損解消不足額（５年後の残存累損額）を当期に減損処理していた。これは本来、

関係会社株式について収益性の著しい低下による価値下落分を一括切捨て処理することを

企図した「減損」概念と、将来の収益性低下の回復の可能性を想定した部分的損失計上の

「引当金」概念との混同をなすものである。引当金処理の場合、次期において引当金繰入

額を洗い替え（振替）することが可能であるのに対して、減損処理では減損部分は切捨て

処理されることになる。 

 

５．２ 「子会社株式等に対する投資損失引当金に係る監査上の取扱い」 

関係会社に対する投資損失引当金は、わが国の会計実務慣行として定着していたため、

日本公認会計士協会はつぎの場合に投資損失引当金を計上できるとする監査委員会報告第

７１号「子会社株式等に対する投資損失引当金に係る監査上の取扱い」を平成１２年７月

６日付けで公表した。 

「(1) 引当金を計上できる場合 

次のいずれかの場合に該当するときには、投資損失引当金を計上することができる。

なお、「金融商品に係る会計基準」等により減損処理の対象となる子会社株式等につい

ては、投資損失引当金による会計処理は認められないことに留意する。 

（中略） 

② 子会社株式等の実質価額が著しく低下したものの、会社はその回復可能性が見込

めると判断して減損処理を行わなかったが、回復可能性の判断はあくまでも将来の予

測に基づいて行われるものであり、その回復可能性の判断を万全に行うことは実務上

困難なときがあることに鑑み、健全性の観点から、このリスクに備えて引当金を計上

する場合。例えば、回復可能性の判断の根拠となる再建計画等が外部の要因に依存す

る度合いが高い場合等が挙げられる。」 
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三洋電機は、この報告書に従って未達分について本来は引当金の計上で済むものを保守

的に減損処理したと主張している。しかしながら三洋電機は、金融商品会計基準・実務指

針により減損処理の対象となる関係会社については投資損失引当金による会計処理は認め

られないことに留意すべきであった。とくに平成１４年３月期、平成１５年３月期と２期

連続で大幅に未達が生じていた三洋ＬＣＤ、新潟三洋電子・岐阜三洋電子ほか１社につい

ては早急に計画を見直して実質価額までの減損を検討すべきだったといえる。 

 

５．３ 「引当金」概念による追加減損処理 

三洋電機は、実績が５年累損解消計画を大幅に下回った関係会社について、一部は追加

減損処理を行っている。たとえば平成１５年３月期の三洋ＬＣＤ（減損検討額の１／２）

などおよびクリーンエナジーシステム（減損検討額の１／２）がそれである。しかしなが

らここでも不適切かつ不徹底な「引当金」概念による部分的な損失計上をしているにすぎ

ない。ヒアリング調査においては回復可能性を考慮して一括切捨て処理に対する躊躇が窺

われた。 

しかし、減損の特性からして、５年累損解消計画の２年目以降において実績と計画との

著しい乖離が生じた場合、それを実質価額まで一括切捨て処理することが本来求められる

処理であった。これに対して不適切かつ不徹底な「引当金」概念によって部分的に減損処

理することは、金融商品会計基準・実務指針に準拠した会計処理ではなかったと当委員会

は結論付けた。 

 

第５ 概要－本件の構図 

１ 本件の要因 

本件の子会社等株式の減損処理について不適切な会計を惹起した原因として、次の５つ

の要因が考えられる。 

（１） 財務部門・経理体制 

（２） 監査法人による監査体制 

（３） ガバナンス体制 

（４） 企業風土・経営体質 

（５） カンパニー制 

これらの関係を図示したのが、次頁（引用者注；下の図）の図表である。 ） 
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以上の構図において、具体的な原因分析は次のとおりである。なお、不適切な会計処理

は、三洋減損ルールが策定・運用された平成１３年３月期から平成１６年３月期を中心と

するものであることから、その原因分析についてもこの時期を中心に行うものとする。 

 

２ 財務部門・経理体制の不備・脆弱性 

(1) 元財務担当取締役の独断的リーダーシップ 

金融商品会計基準・実務指針に準拠しない三洋減損ルールの策定と運用は、主として元

財務担当取締役の独断的リーダーシップによるものである。 

(2) 財務部門・経理体制の不備 

財務部門において、金融商品会計基準・実務指針に準拠しない三洋減損ルールの策定お

よび運用をチェックできなかったのは、元財務担当取締役の独断的リーダーシップのほか、

カンパニー制導入によるカンパニーへの過度の権限移譲の反面として、本社財務部門が弱

体化し、本社財務部門の人員その他の経理体制が不十分であったことが考えられる。 

(3) 管理会計的発想と財務会計的発想の混同 

財務部門は、関係会社株式の回復可能性を判断するに際し、カンパニーが作成したチャ

レンジ目標としての５年累損解消計画を根拠資料としているが、５年累損解消計画はカン

パニーが累損解消を目標として作成したものであって、そこには管理会計的発想と財務会

計的発想の混同が認められる。 

 

ガバナンス体制 

監査法人・監査体制 

不適切な 

会計 

企業風土・ 

経営体質 

カンパニー制 

（組織構造要因） 

（会計方針決定要因） （環境要因） 

（指導・監査要因） 

財務部門・ 

経理体制 

（監督・統制要因） 

① 

② 

④ 

⑤ 

⑥ 

③ 

資 71



72 

 

３ 監査法人の独立性の欠如と有効な監査体制の不備 

(1) 中央青山は、三洋電機の減損処理に対して疑問を抱きつつも、その改善に対して毅然

とした対応が見られず、監査法人の独立性・監査プロフェッションが欠如していたと認め

られる。 

(2) 中央青山と三洋電機との情報伝達・情報の共有化が専ら財務部門および財務担当役員

に限定されており、中央青山から監査役への必要な情報伝達が行われておらず、両者の密

接な監査協力・連携関係が十分に確立できていたとはいえない。 

 

４ ガバナンス体制の不備と有効な監視監督機能の不全 

(1) 当時の取締役会は、決算承認取締役会等において十分な監視監督機能を果たしていた

とはいい難い。 

(2) 当時の監査役および監査役会は、関係会社株式減損について、積極的に情報収集を図

ろうとせず、中央青山の監査結果を受動的に受け入れるのみで、積極的に監査結果の相当

性を慎重に検討しておらず、監査役としての役割を十分に果たしていたとはいい難い。 

 

５ 企業風土・カンパニー制による影響 

(1) 当時の経営トップは、適切な財務諸表を作成して開示することについての重要性の認

識が乏しく、誤った財務諸表が作成されることによる財務リスクに対する適切なリスクマ

インドを欠いていたと思われる。 

(2) 創業家経営者のカリスマ的経営体質のため、創業家経営者の存在が大きく、減損処理

その他のマイナス情報が適時に、かつ十分に企業内に伝達され、情報の共有化が図られて

いたかどうか疑わしい。 

(3) カンパニー制によって重要な意思決定事頄が大幅にカンパニーに委譲された結果、関

係会社株式の回復可能性の判断についてもカンパニーに依存せざるを得ないなど、カンパ

ニーによる過度の経営独立性が強化され、本社部門とカンパニーとの間のコミュニケーシ

ョンが欠如していた。 

 

第６ 内部統制システムの構築と経営者の責任－環境要因と組織構造要因 

１ 概要－経営者の受託責任と内部統制システムの構築 

株式会社における経営者の会計責任の枠組みを形成する基盤をなすのは、経営者と投資
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者(株主)との委託・受託関係である。 

経営者が株主に対して負う受託責任は、一般に大きく「財産運用責任」、「事業報告責

任」および「法規等遵守責任」の３つから構成される。これらの３つの受託責任が日常の

経営活動の中で誠実かつ適切に遂行されていることを確かめ、それを保証する経営の仕組

みが内部統制システムであり、その整備・運用を通じて経営者が開示する事業報告、とり

わけ会計報告について合理的な保証を制度的に確保することが必要である。本件に関して、

経営者は、企業の財務報告の信頼性を確保し、合理的な内部統制システムの構築に係る責

任を全うできたか否かが問題となる。 

一般に内部統制とは、「(1)事業経営の有効性と効率性を高め、(2)企業の財務報告の信頼性

を確保し、かつ(3)事業経営に係る法規の遵守を促すことを目的として企業内部に設けられ、

企業を構成する者のすべてによって運用される仕組み」をいう(監査基準委員会報告書第２

０号(中間報告))」(日本公認会計士協会・監査基準委員会報告書第２０号(中間報告)、平成１

４年７月１１日)。具体的には、内部統制は次の５つの要素から構成される(同第５頄)。 

（１）統制環境：経営者の経営理念や基本的経営方針、取締役会や監査役の有する機能、

社風や慣行等から構成される。 

（２）リスクの評価：企業目的に影響を与えるすべての経営リスクを認識し、その性質を

分類し、発生の頻度や影響を評価する機能をなす。 

（３）統制活動：権限や職責の付与および職務の分掌等の諸種の活動をいう。 

（４）情報と伝達：必要な情報が関係する組織や責任者に適時に、かつ適切に伝えられる

ことを確保する機能をなす。 

（５）監視活動：これらの機能の状況が常時監視され、評価され、是正されることを可能

とする活動をいう。 

以上の内部統制システムの構成要素と本件発生の関連性を要約的に示したのが、次ページ

の図表である。 
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図表７・１ 内部統制システムの構築要素と本件発生との関連性 

 

監視活動 

統制環境 

リスクの評価 

統制活動 

情報と伝達 

内部統制の構成要素 具体的内容 本件発生の原因との関連性 

・経営者の誠実性と倫理的価値観 

・経営姿勢と経営哲学 

・取締役会・監査役会の運営 

・経営方針や行動様式に関する 

経営者の言明等 

・リスクの識別 

・リスクの分析（頻度・影響の大きさ） 

・職務と責任の分担 

・取引や処理の承認 

・文書化 

・資産・記録に対する物理的統制 

・独立的チェック 

・情報の様式・内容、伝達のタイミン

グと頻度 

・「社内通報制度」の整備等 

・日常的業務監視活動 

・内部監査部門等による独立的評価 

・経営者による会計責

任・会計上のリスク

意識の欠如 

・創業者経営者による

カリスマ的経営体制 

・経理担当者による会

計基準の理解不足と

リスクに迅速に対応

する経理体制の不備 

・職務と責任の分担の

形骸化 

・カンパニーによる減

損回復可能性の妥当

性について財務部門

の独立性チェックの

欠如 

・創業者経営者の権限

集中とカンパニー制

による経営独立性に

伴うオープンな相互

伝達システムの未整

備 

・取締役会・監査役

会・内部監査部門に

よる独立的評価・監

視体制の脆弱性 
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２ 経営者の会計責任とリスク対応 

２．１ 「二重責任の原則」と経営者の会計責任 

企業会計では、財務諸表等の作成責任は経営者にあり、財務諸表等の適正表示に関する

保証責任は監査人にあるとする「二重責任の原則」によって責任範囲が明確に区分されて

いる。その意図するところは、経営者と監査人とが二つの責任分担を明確にしつつ、相互

に協力し合いながら財務諸表の適正性と監査の社会的信頼性を促進しようとする点にある。

しかし、本件では、財務諸表等の作成責任が最終的に経営者に帰属するとの認識が乏しく、

減損処理をほぼ無条件的に中央青山に委ねたことが、適切かつ適時の減損処理を行えなか

った原因の一つをなすと考える。 

 

２．２ 会計リスクへの対応 

内部統制の構成要素としての「リスクの評価」とは、リスクの識別と分析(頻度・影響の

大きさ)を内容とするものである。会社がさらされている内外のリスク要因を可能な限り洗

い出し、その特徴を把握するとともに、それが顕在化したときの影響の大きさを予め認識

しておくことは、企業経営にあたって経営者が当然に果たすべき責任をなす。本件におい

て、財務諸表に重要な影響を及ぼす減損会計に対して経営者が十分なリスク意識をもたな

かったことが、減損処理を遅らせた一つの要因をなすと考えられる。 

 

３ 創業家経営体制－企業体質・企業風土 

三洋電機の企業体質・企業風土は、経営組織やガバナンス構造に大きな影響を与えるも

のであり、本件発生の基底をなす環境要因として位置づけることができる。 

２０世紀末から２１世紀にかけての三洋電機の経営基盤を固め、対内的には高収益化・

環境経営を、また、対外的には事業の国際化を推進し、経営体制を確立し得たのは、２０

年以上の長きにわたって同社の経営をリードしてきた創業家経営者としての元会長のカリ

スマ的リーダーシップに強く基礎づけられたものといえる。 

その反面、創業家経営者が強大な経営パワーを有するようになるとともに、組織はしば

しば閉鎖的かつ閉塞的になりがちであり、これが組織内での情報の共有化やオープンな議

論を妨げる原因となることもある。ヒアリング結果によれば、①個々の独立した事業体を

束ねるためには、創業家一族に頼らざるを得なかったこと、②その結果、コミュニケーシ

ョン・ルートが閉鎖的・硬直的となった点が明示されている。また、取締役会においても

元会長の存在が強大であったため、オープンで活発な議論がなされなかった様子が推測さ

れる。元会長が創業家経営者として強大な力を有し君臨してきた結果、組織がオープンに

機能してこなかったことを示唆するものである。これが本件の減損処理の遅れをなしたで

あろうことは十分に推測されるところである。 
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４ カンパニー制と情報の伝達・共有化 

本件の累損解消計画の策定と子会社等の累損解消可能性の判断において大きな役割を占

めたのがカンパニー制であった。このカンパニー制の弊害は、組織構造の側面から情報の

伝達・共有化を阻害し、本件発生に大きく影響したものと推測される。 

このカンパニー制導入の最大の目的が、「将来の持ち株会社制のもとでの独立会社化を

視野に入れた経営独立性の強化」にあった。経営独立性の強化は、カンパニー単位での収

益改善を可能ならしめる半面、独立カンパニーへの過度の権限委譲が大きな弊害を伴うこ

とになった。 

ヒアリングの結果から、カンパニーと本社との関係において、当該事業に特化したカン

パニーの力が圧倒的に強く、両者の間で密接な相互コミュニケーション体制が確立されて

おらず、また相互の牽制が働いていなかった点が浮き彫りにされている。これが累損の回

復可能性の判断を誤導し、本件発生の組織構造的要因をなしたことは容易に推測できると

ころである。 

 

第７ 企業統治―監督・統制要因 

１ 大会社における計算書類確定の手続き―概要 

三洋電機が属する「大会社」にあっては、代表取締役が貸借対照表、損益計算書、営業

報告書および利益処分案または損失処理案（計算書類）を作成し、取締役会の承認を受け

なければならない（旧商法２８１条１頄）。取締役会の承認を受けた計算書類を、代表取

締役は、定時総会の８週間前までに監査役会および会計監査人に提出しなければならない

（旧商法特例法１２条１頄）。そして、会計監査人の監査報告書に貸借対照表および損益

計算書が法令および定款に従い会社の財産および損益の状況を正しく示している旨の記載

があり、かつ、監査役会の監査報告書に上の事頄についての会計監査人の監査の結果を相

当でないと認めた旨の記載がないときは、貸借対照表および損益計算書については、総会

の承認を要しない（旧商法特例法１６条）。 

 

２ 取締役会と計算書類 

２．１ 取締役会による計算書類の承認 

法が計算書類について取締役会の承認を要する旨を明定したのは、財務担当取締役の作

成した計算書類を取締役会で審議を尽くしてその責任においてその内容を決定して、それ

を監査に付することにある。 

 

２．２ 取締役会による監督 

取締役会においては、計算書類の審議に当たり、提出者である代表取締役に対してのみ

ならず、実質上の作成者である財務担当取締役に対しても、的確にして活発な質問による
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監督がなされることを法は要求しているのである。 

 

２．３ 三洋電機の計算書類承認取締役会の実態 

当委員会の認定したところによれば、三洋減損ルールの策定，その後の減損処理の決定、

減損額の決定等、金融商品会計基準・実務指針に準拠しない行為に積極的に関与した者は、

元財務担当取締役を除いて他の取締役には存在しない。三洋電機の取締役会は、計算書類

の承認にあたり、元財務担当取締役に対し、的確にして活発な質問による監督機能を果た

していなかったといわざるを得ない。 

とりわけ、元会長および元社長については、計算書類承認取締役会前に元財務担当取締

役から個別に決算内容の説明を受けていたのであるから、より一層監督機能を果たすこと

が期待されていたにもかかわらず、元財務担当取締役による不適切な会計処理を是正する

ことなく、その結果不適正な財務諸表が市場に開示されることとなったものである。 

 

３ 監査役および監査役会と会計監査 

３．１ 監査役・監査役会による監査 

大会社における会計監査の主役は会計監査人である。しかし、監査役も、会計監査人の

監査の方法、および結果が相当か否かを判定しなければならず、相当でないと認めれば自

分の行った監査について報告することが必要であるから、会計監査の職責を免除されるわ

けではない。したがって、監査役が会計監査人の監査の方法および結果が相当か否かを判

断するに際して、会計監査人を安易に信頼したのでは、監査役は免責されない。 

 

３．２ 監査役と会計監査人の連携 

３．２．１ 社団法人日本監査役協会の監査役監査基準 

社団法人日本監査役協会（以下「協会」）が作成する監査役監査基準（平成１２年１月

７日改正のもの）は、会計監査人との連携の必要について次のように定める。 

第１０条（会計監査人との連携） 

① 監査役は、会計監査人と緊密な連携を保ち、積極的に情報交換を行い、効率的な監査

を実施するよう務める。 

② 監査役会は、会計監査人と定例会合をもち、報告を受け、意見交換を行う。 

 

３．２．２ 社団法人日本監査役協会の実務指針 

協会が制定する「監査役と会計監査人との連携を保つための実務指針」（昭和６３年５

月１１日制定、平成６年１月１０日改正）は、その前文において、監査役と会計監査人と

の連携がいかに重要であるかについて述べたうえ、会計監査人との連携を保つための基本

は以下のとおりであるとしている。 
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(1) 監査役は、会計監査人と会計監査上必要な情報交換を行い、効率的な監査を実施する

よう務める。 

(2) 監査役は、会計監査人と定例的会合をもつとともに、必要に応じ随時所要の連絡を行

う。 

その他、「期中における連携」の１つとして、「監査役は、会計監査人が子会社等を往

査した場合、その監査の方法と結果につき説明を受ける。」べきことを掲げる。また、「期

末における連携」の１つとして、監査役会が会計監査人から監査報告書を受領するに際し

て、監査役は会計監査人が監査意見を形成するために審議の対象とした事頄について説明

を受け、例えば、①売上金等の確認、②有価証券の評価、③棚卸資産の評価、④減価償却

の実施状況、⑤繰延資産の計上および処理、⑥引当金の計上方法について、説明を受け、

監査役自身としての意見形成に努めるべきことが定められている。 

 

３．３ 社外監査役の役割 

３．３．１ 社外監査役に対する法の期待 

常勤監査役は、通例会社の従業員であった者が多く、上司であった社長その他の業務執

行役員に諫言することをこれらの監査役に期待することは困難であるのに対し、社外監査

役であれば、そのような心配はなく、自由に発言することを期待でき、しかも、社外監査

役が半数以上おれば、この期待の実現可能性は高まる。また、大和銀行ニューヨーク支店

事件に係る大阪地方裁判所平成１２年９月２０日判決においても、社外監査役の積極的活

動に法が期待しているものであることが明らかにされている。 

 

３．３．２ 日本監査役協会の監査役監査基準による社外監査役の監査 

監査役監査基準８条１頄は、「常勤の監査役は、職務の遂行上知り得た重要な情報を、

他の監査役と共有するよう務めなければならない」と定め、その第２頄で、「常勤でない

監査役も、積極的に監査に必要な情報の入手に心掛け、その共有に努めなければならない。」

と定めている。 

 

３．４ 三洋電機における監査役の実態 

本報告書が監査役について認定している事実は、２０頁（→７．２）記載のとおりであ

り、その勤務状況からみて、三洋電機の監査役は、こと関係会社株式減損に関する限り、

先に掲げた監査役として依拠すべき監査基準等に照らし、監査役として果たすべき監査機

能を十分に果たせていなかったといわざるを得ない。 
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４ 会計監査人の監査 

４．１ 企業会計審議会「監査基準」 

企業会計審議会「監査基準」「第四報告基準」「一 基本原則２」は次のように定めてい

る。 

「２．監査人は、財務諸表が一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して適正

に表示されているかどうかの判断に当たっては、経営者が採用した会計方針が、企業会計

の基準に準拠して継続的に適用されているかのみならず、その選択及び適用方法が会計事

象や取引を適切に反映するものであるかどうか並びに財務諸表の表示方法が適切であるか

どうかについても評価しなければならない。」 

 

４．２ 中央青山の監査の実態 

本報告書が２０頁で認定しているところによれば、中央青山は、上記監査基準の基本原

則の２にいうところの「経営者が採用した会計方針」、すなわち、本件では三洋減損ルー

ルが、「企業会計の基準」である金融商品会計基準・実務指針に準拠しているかにつき疑

義を抱きながら、その適用を是認してきたものであり、監査人としての職責を果たしてい

なかったものといわざるを得ない。 

 

第８ 再発防止策の提言 

１ 発生原因と是正 

第５において述べられたように、本件の不適切な会計処理が行われたのは、以下の複合 

的な原因によるものである。 

(1) 財務部門・経理体制の不備・脆弱性 

① 元財務担当役員の独断的リーダーシップ 

② 財務部門・経理体制の不備 

③ 管理会計的発想と財務会計的発想の混同 

(2) 監査法人の独立性の欠如と有効な監査体制の不備 

① 監査法人の独立性・監査プロフェッションの欠如 

② 監査法人と監査役との密接な監査協力・連携関係の不備 

(3) ガバナンス体制の不備と有効な監視・監督機能の不全 

① 取締役会の監視監督機能不全 

② 監査役（会）の機能不全 

(4) 企業風土・カンパニー制による影響 
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① 経営者による適正な財務諸表の作成・開示の重要性の認識の欠如、財務リスクマイン

ドの欠如 

② 創業家経営者の存在によるマイナス情報の適時かつ十分な伝達・情報の共有化の不備 

③ カンパニーによる過度の経営独立性の強化による、本社部門とカンパニーとの間のコ

ミュニケーションの欠如 

したがって、不適切な会計処理の再発を防止するためには、これらの発生原因を排除・

是正することが必要である。そこで、以下においては下記（１）～（４）の項に具体的再

発防止策を検討する。ただし、三洋電機においては、平成１８年３月にガバナンス体制が

大幅に変更されたことに伴って、種々のガバナンス体制の改善が行われたため、現時点に

おいては、すでに再発防止策の相当部分が実施されている状況にある。 

（１）経営者による適正な財務諸表の作成・開示の重要性の認識および財務リスクマイン 

ド 

（２）ガバナンス体制の強化 

（３）財務・経理体制の強化・カンパニー制の弊害の除去 

（４）監査法人と監査役（会）との密接な連携・情報共有 

 

２ 経営者による適正な財務諸表の作成・開示の重要性の認識および財務リスクマイン

ド 

適正な財務諸表を作成し開示することの重要性および適正な財務報告がなされない場

合に発生する財務リスクを経営者自身が強く自覚・認識することなくして、不適切な会計

処理を防止することはできない。また、経営トップがこのような自覚・認識をもっただけ

では不十分であり、経営トップが、社内において、適正な財務諸表を作成することを積極

的に評価する風土・倫理観を醸成してはじめて、不適切な会計処理を防止する基盤が整備

される。 

そのためには、 

① 経営者を対象とする財務報告に関する知識の涵養策の実施 

② 監査法人と経営者との定期的なミーティングの実施 

③ 適正な財務諸表の作成・開示をすることを社是・社訓等に明示することにより財務報

告上の倫理観を全社に浸透させる 

などの施策が必要である。 

 

３ ガバナンス体制の強化 

適正な財務諸表を作成・開示することを適切に監視監督するためのガバナンス体制の強 

化が必要である。 

この点、三洋電機においては、平成１８年３月以降ガバナンス体制の大改正を行いその

強化を図った。具体的には以下のとおりである。 

資 80



81 

 

まず、取締役会で形式的な決議のみが行なわれることを防止するため、全取締役で構成

される経営会議を創設し、取締役会に議案を付議するためにはその経営会議で原則２回の

審議を必要とし、全員一致の場合のみ１回の審議で取締役会への付議を可能とする制度が

運営されている。このことにより、全議案について全取締役による慎重な審議がなされる

ことを確保したとのことである。また、経営会議には、ほぼ毎回監査役全員も出席し、監

査役からも活発な意見が出され監査役の職務を遂行しているとのことである。 

この意思決定プロセスの改革のみならず、決裁権限基準・職務分掌規定・意思決定規定

を制定・改正し、会長・社長や特定の業務執行取締役への権限の集中を排除し、経営の透

明性を高めようとしている。また従来の会長・社長の専権事頄のほとんどが経営会議およ

び取締役会の決議事頄となっている。つまり、業務執行は、経営会議または取締役会で決

定される枠内のことを行い、取締役会は社長および業務執行役員が行なう執行を監督して

いるとのことである。 

また、内部統制については、第一に、取締役会の諮問委員会として社外有識者を必須の

構成員とする３つの専門委員会（人事・指名委員会、報酬委員会および監査・ガバナンス

委員会)を設置し、取締役会への提言・報告をなす体制を整えている。第二に、内部統制推

進室を社長直轄の部門として設置して内部統制の推進を図ろうとしている。第三に、コン

プライアンスハンドブックの配布・教育、監査室（内部監査機関）および外部弁護士を相

談・申告窓口とするコンプライアンスホットライン（電話）の設置によりコンプライアン

スの徹底を図ろうとしている。 

これらの既に実施されているガバナンス体制の強化により、法が期待する企業のコンプ

ライアンス・リスクマネジメントが適切に行なわれ、平成２０年度から実施される財務報 

告に関する内部統制とあわせ、不適切な会計処理に対する監視監督機能の強化に寄与する

ことが期待される。 

 

４ 財務・経理体制の強化・カンパニー制の弊害の除去 

適正な財務諸表を作成・開示するためには、その前提として、それを可能にする財務・

経理体制の強化が必要である。 

三洋電機においては、カンパニー制導入によるカンパニーへの過度の権限移譲の反面と

して、本社財務部門が弱体化し、本社財務部門の人員が不足しているなど経理体制が不十

分であったが、カンパニーおよび子会社の経理担当社員を本社財務部門所属とする「経理

社員制度」を導入した。この経理社員制度導入より、管理会計的志向（とくにカンパニー

において強い）に加え財務会計的志向の強化を図り、本社財務部門、カンパニーおよび子

会社経理担当者のローテーションや人材育成を積極的に行うことにより、経理部門の財務

会計に関する意識・能力を高めることが期待される。また、会計基準遵守・徹底のため、

三洋電機の会計処理が、会計基準に準拠したものとなっているかを財務部門内においても

チェックする体制をととのえる必要がある。なお、三洋電機においては、財務部門の経理

担当社員数も徐々に増加させているものの、企業規模からすれば、さらなる増加が望まれ
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る。 

次に、カンパニー制の弊害として、カンパニーへの過度の権限委譲により、カンパニー

傘下の関係会社がカンパニーの都合により延命させられることにより、結果的に累損を抱

えた多数の関係会社を適切に整理清算してこなかった。しかし、三洋電機において、新た

に関係会社管理基準を制定し、経営状態が悪化した関係会社を、一定の基準でピックアッ

プして再建計画書および撤退計画書を作成させて、これらを本部（財務部門および経営企

画部門）が審査することにより、適切に関係会社を管理する体制をととのえようとしてい

る。 

 

５ 監査法人と監査役（会）との密接な連携・情報共有 

本件においては、監査法人である中央青山と監査役（会）との間で会計情報が十分に共

有されなかったことが、監査役（会）による不適切な会計処理の是正を困難にしたという

側面がある。監査役（会）による不適切な会計処理に対する監視を機能させるためには、

監査法人と監査役（会）との間での密接な連携および会計情報の共有が不可欠である。 

この点、現在の三洋電機においては、現在の監査法人と監査役（会）との間で、密接な 

協議が行われているとのことであり、今後も両者間でより一層密接な協議・連携が継続さ

れ、会計情報の共有を充実させることが必要である。 
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Ⅴ－４．ビックカメラ 平成２１年度（判）第14号金融商品取引法違反審判事件 

 

被審人（住所）東京都 

（氏名）Ａ 

 

上記被審人に対する平成２１年度（判）第１４号金融商品取引法違反審判事件（以下、｢本

件審判事件｣という。）について、金融商品取引法第１８５条の６の規定により審判長審判

官三島聖子、審判官奥久潤一、同渡辺健一から提出された決定案に基づき、金融商品取引

法第１８５条の７第１６頄の規定により、下記のとおり決定する。 

 

記 

１ 主文 

被審人に対する本件審判事件について、金融商品取引法第１７８条第１頄第２号に該当

する事実を認めることはできない。 

２ 理由 

別紙のとおり 

 

平成２２年６月２５日 

金融庁長官 三國谷勝範 

 

 

（別紙） 

第１ 本件審判事件の概要 

１ 本件審判事件の対象事実 

(1) 本件審判事件は、被審人が所有する株式会社ビックカメラ（以下「ビックカメラ」と

いう。）株式の売出しに係る目論見書の虚偽記載に関する事案である。本件審判事件の対

象事実である審判手続開始決定書記載の課徴金に係る金融商品取引法第１７８条第１頄各

号に掲げる事実（以下「違反事実」という。）の要旨は、次のとおりである。 

ビックカメラは、平成１４年８月２３日、特別目的会社を活用した不動産流動化（以下

「本件不動産流動化」という。）を行ったところ、ビックカメラとともに当該特別目的会

社が組成した匿名組合への出資を行った株式会社豊島企画（以下「豊島企画」という。）

は、その出資、融資等の実態からビックカメラの子会社に該当することになるため、本件

不動産流動化におけるビックカメラのリスク負担割合は約３１パーセントとなる。したが

って、平成１９年１０月２２日の本件不動産流動化の終了に伴い、ビックカメラに匿名組

合からの匿名組合清算配当金が発生することはなく、匿名組合清算配当金をビックカメラ

の特別利益として計上することはできないのであるから、ビックカメラの第２７期事業年
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度連結会計期間に係る有価証券報告書の連結財務諸表の重要な後発事象の注記における匿

名組合清算配当金４９２０百万円が発生している旨の記載、及び、第２８事業年度中間連

結会計期間に係る半期報告書の中間連結損益計算書における連結中間純損益が匿名組合清

算配当金の計上等により７１４５百万円の利益である旨の記載は虚偽であるところ、ビッ

クカメラは、これらの記載がある報告書を参照書類とする目論見書を使用した。 

ビックカメラの代表取締役であった被審人は、当該目論見書に虚偽の記載があることを

知りながら目論見書の作成に関与し、目論見書に係る売出しにより、平成２０年６月１０

日、被審人が所有するビックカメラの株式８万株を６０億３６８０万円で売り付けた。 

(2) なお、本件不動産流動化は、ビックカメラの資金調達の手段として行われたものであ

る。その詳細は第４記載のとおりであるが、ビックカメラが所有する不動産を信託譲渡し、

これにより取得した信託受益権を特別目的会社に２９０億円で譲渡するというものである。

この特別目的会社に対しては、匿名組合出資として豊島企画による優先匿名組合出資（７

５億５０００万円）と、ビックカメラによる务後匿名組合出資（１４億５０００万円）が

なされた。 

ビックカメラは、匿名組合出資によるリスク負担割合が不動産流動化に係る会計処理の

実務指針に定められた基準の範囲内（おおむね５パーセント）であるとして、売却処理（オ

フバランス処理）を行った。 

(3) 証券取引等監視委員会（以下「監視委」という。）は、違反事実が金融商品取引法第

１７８条第１頄第２号に該当するとして、平成２１年６月２６日、金融庁長官に対し課徴

金納付命令を発出するよう勧告を行い、同日、金融庁長官は、同法第１７８条第１頄の規

定に基づき、被審人に対する審判手続開始の決定を行った。 

２ 被審人の認否等 

被審人は、大要、①目論見書には虚偽の記載がない、②被審人は目論見書に虚偽の記載

があることを知らなかった、③被審人は目論見書の作成に関与していない旨主張して違反

事実を否認し、審判手続開始決定書記載の納付すべき課徴金の額（１億２０７３万円）を

争う旨の答弁をした。 

当審判体は、本件審判事件につき審判手続を経た結果、被審人には違反事実を認めるこ

とはできないと判断した。以下、第２及び第３においては争点並びに争点に関する指定職

員及び被審人の主張を、第４及び第５においては審判体が認定した事実を、第６以降にお

いては第４及び第５で認定した事実を前提として、本件審判事件の判断に必要な限度で争

点についての審判体の判断を示すこととする。 

第２ 本件審判事件の争点 

本件審判事件の争点は、以下の３点に整理される。 

１ ビックカメラの第２７期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書及び第２８期

事業年度中間連結会計期間に係る半期報告書を参照書類とした目論見書に虚偽の記載があ

ると認められるか（以下「争点１」という。）。 
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なお、争点１に関しては、 

(1) 本件不動産流動化において、日本公認会計士協会作成の「特別目的会社を活用した不

動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針」（日本公認会計士協会会計制度

委員会報告第１５号。以下「１５号実務指針」という。）の内容に従った会計処理をする

ことが唯一の「公正ナル会計慣行」（平成１７年法律第８７号による改正前の商法第３２

条第２頄。会社法第４３１条においては、「株式会社の会計は、一般に公正妥当と認めら

れる企業会計の慣行に従うものとする。」と規定されている。）であると認められるか、 

(2) 本件不動産流動化において、豊島企画がビックカメラの子会社（平成１４年当時の財

務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（以下「財務諸表等規則」という。）第

８条第３頄に規定する子会社。以下同じ。）に該当するのか、 

などの点について、指定職員及び被審人から主張がなされた。 

２ 被審人は目論見書の作成に関与した時点で、目論見書に虚偽の記載があることを知っ

ていたと認められるか（以下「争点２」という。）。 

３ 被審人は虚偽の記載がある目論見書の作成に関与したと認められるか（以下「争点３」

という。）。 

第３ 争点に関する主張 

１ 争点１について 

(1) 指定職員の主張 

ビックカメラは、特別目的会社への务後匿名組合出資によるリスク負担割合が５パーセ

ント以下であるとして売却処理をしたが、優先匿名組合出資を行った豊島企画はビックカ

メラの子会社に該当し、その負担するリスクがビックカメラのリスク負担割合に加算され、

約３１パーセントとなって５パーセントを超過することから、本件不動産流動化に係る会

計処理として売却処理は認められず、金融取引として処理されるべきものであった。 

したがって、目論見書には虚偽の記載がある。 

ア 「公正ナル会計慣行」について 

平成１４年当時の会計監査の実務において、不動産流動化についての会計監査人の意見

表明に当たっては、１５号実務指針を判断基準としており、商法の計算書類であっても１

５号実務指針に従うものでなければ適法意見の表明はあり得なかった。本件不動産流動化

に関与した公認会計士らが、１５号実務指針の内容を前提にして本件不動産流動化を検討

していたことからしても、１５号実務指針の内容が「公正ナル会計慣行」であったことは

明らかである。 

イ 豊島企画がビックカメラの子会社に該当することについて 

(ｱ) 被審人は、ビックカメラと出資等において緊密な関係があることにより、ビックカメ

ラの意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者（財務諸表等規則第８条第４頄
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第３号。以下「緊密者」という。）に該当すること、 

(ｲ) 豊島企画はビックカメラの緊密者である被審人が１００パーセント出資した 

会社であること、 

(ｳ) 豊島企画の資金調達（銀行借入れ）の過半について、ビックカメラの緊密者である被

審人の所有する株式やビックカメラの資金提供により作成した被審人名義の定期預金によ

る担保提供があること、 

(ｴ) 豊島企画の役職員は名義借りをした役員３名のみで、豊島企画のすべての業務はビッ

クカメラ経理部が行っていること 

などの実態に照らせば、ビックカメラは、豊島企画の意思決定機関を支配している会社

に当たり、豊島企画はビックカメラの子会社に該当する。 

ウ 本件不動産流動化における会計処理の在り方について 

(ｱ) １５号実務指針によれば、特別目的会社を利用した不動産流動化について売却処理が

認められるためには、不動産が特別目的会社に適正な価格で譲渡されており、かつ、当該

不動産に係るリスクと経済価値のほとんどすべてが、譲受人である特別目的会社を通じて

他の者に移転していると認められることが必要である（第５頄）。不動産に係るリスクと

経済価値の移転については、リスク負担を流動化する不動産がその価値のすべてを失った

場合に生ずる損失であるとして、流動化する不動産の譲渡時の適正な価額（時価）に対す

るリスク負担の金額の割合がおおむね５パーセントの範囲内であれば、リスクと経済価値

のほとんどすべてが他の者に移転しているものとして取り扱う（第１３頄）とされ、リス

ク負担割合が５パーセントを超えた場合には売却処理ではなく、金融取引として処理しな

ければならない。そして、リスク負担割合の算定に当たっては子会社が負担するリスクを

加えて算定することとされている（第１６頄）。 

(ｲ) 本件不動産流動化において、特別目的会社に対するビックカメラの匿名組合出資額に

ビックカメラの子会社に該当する豊島企画の匿名組合出資額を加算すると、ビックカメラ

のリスク負担割合は３１．０３パーセントとなる。 

したがって、本件不動産流動化に係る会計処理として売却処理をすることは認められな

い。 

エ ビックカメラが豊島企画のリスクを負担していたことについて 

被審人は、豊島企画に損失が生じた場合に、ビックカメラが損失を被ることはない旨主

張するが、本件不動産流動化においては、以下の事情から、ビックカメラが損失を被るこ

とはないということはできない。 

(ｱ) ビックカメラが株式会社北陸銀行（以下「北陸銀行」という。）に差し入れた「株式
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会社豊島企画に関する確認書」（甲１０。以下「豊島企画の指導に関する確認書」という。）

は、当該確認書の差し入れという保証類似行為により、ビックカメラが、豊島企画の北陸

銀行に対する債務について経済実態的にリスクを負担することを約したものと評価できる。 

北陸銀行側は、被審人所有のビックカメラ株式の担保差し入れだけでは、設立間もない

豊島企画に対する１５億円もの与信リスクの保全として十分ではないと考えたからこそ、

ビックカメラにリスクを負担させる趣旨で豊島企画の指導に関する確認書の差し入れを求

めたものであり、ビックカメラ側もその旨認識して当該確認書の差し入れに応じたもので

ある。 

ビックカメラ側は、北陸銀行に豊島企画の指導に関する確認書を差し入れていることを

監査法人に対して秘匿していたが、これは、当該確認書の差し入れにより、「債権者との

関係及び経営指導念書等の差入れの経緯その他の状況から、実質的に、債務保証義務又は

損害担保義務を負っていると認められるもの又は保証予約と同様であると認められるもの」

（「債務保証及び保証類似行為の会計処理及び表示に関する監査上の取扱い」日本公認会

計士協会監査委員会報告第６１号）に該当すると認識していたからこそ秘匿していたもの

である。 

(ｲ) ビックカメラは、特別目的会社への匿名組合出資を行う豊島企画及びビックカメラの

リスクの計量化について具体的な検討を行っておらず、豊島企画が匿名組合出資により負

担するリスクを含めた匿名組合出資によるリスクのすべてについて、最終的なリスクはす

べてビックカメラが負担するという認識で、本件不動産流動化を決定していた。 

(ｳ) ビックカメラは、豊島企画が匿名組合出資の原資として株式会社大和銀行（当時。以

下「大和銀行」という。）から融資を受けるに当たり、１０億５０００万円を提供して被

審人名義の定期預金を作成して担保提供しているが、実態を見ると、ビックカメラが豊島

企画の資金調達のために担保提供を行ったことにほかならない。 

オ 税務当局が売却処理すべきと判断していることについて 

被審人は、ビックカメラによる法人税の更正請求に対して、豊島税務署長が本件不動産

流動化について金融取引処理をすべき理由はないとの判断を示していることからしても、

本件不動産流動化について売却処理が認められることは明らかである旨主張する。 

しかし、豊島税務署長の判断の基礎となる資料が金融庁のものと同一ではない以上、豊

島税務署長が、金融庁の判断と異なる上記判断を示したとしても不自然ではない。また、

金融商品取引法に基づく課徴金納付命令における判断が、国民の納税義務の適正な実現を

通じて租税収入を確保することを目的とする豊島税務署長の判断に拘束される理由はない。 

(2) 被審人の主張 

本件不動産流動化に係る会計処理については、そもそも１５号実務指針に従う必要がな

かった。仮に、１５号実務指針に従う必要があったとしても、売却処理が認められる。 

したがって、本件不動産流動化に係る会計処理を売却処理としたことは適正な会計処理
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であり、目論見書に虚偽の記載はない。 

ア 「公正ナル会計慣行」について 

平成１４年当時の商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律に基づく

会計では、「公正ナル会計慣行」として１５号実務指針の定める内容に従った会計処理を

行うことは、尐なくとも強制されていなかったと評価できる。 

本件不動産流動化においては、不動産の所有権は明確に移転しており、かつ、ビックカ

メラは豊島企画のリスクを負担する関係になく、上記所有権の移転は仮装のものとも評価

し得ないから、本件不動産流動化において、売却処理とした会計処理は適正であった。 

イ １５号実務指針に従う必要があったとしても売却処理が認められることについて 

(ｱ) 豊島企画はビックカメラの子会社に該当しないこと 

子会社該当性の判断基準である支配力の有無の判断に当たっては、緊密者概念を通じて

他の会社の意思決定機関を支配しているように見えても、当該他の会社の財政状態及び経

営成績に起因するリスクが、単なる有価証券投資を行うリスクと変わりがないのであれば、

当該他の会社を子会社としてとらえる必要はない。 

ビックカメラは豊島企画に対して出資や融資をしておらず、豊島企画の債務について保

証や担保提供もしていなかった。豊島企画が破綻した場合でも、損失を負担するのは出資

者であり、かつ、担保提供者でもある被審人であって、ビックカメラではないから、豊島

企画はビックカメラの子会社に該当しない。 

(ｲ) ビックカメラは実質的にも豊島企画の損失を負担する関係になかったこと 

ａ ビックカメラが北陸銀行に差し入れた豊島企画の指導に関する確認書は、その文言が

抽象的であり法的責任を負担しないたぐいの経営指導念書であることが明らかであり、そ

の作成経緯からしても、ビックカメラが豊島企画のリスクを負担する根拠にはならない。 

ｂ ビックカメラが、本件不動産流動化におけるリスクの計量化について、東京国税局に

対し、「最終的なリスクはすべて当社が負うというだけの認識を持って、アセットマネー

ジャーズからの提案をそのまま諒承したものであります」と回答している（甲１１）のは、

ビックカメラにはリスク計量化のノウハウがなかったので、アレンジャーの提案どおりと

したこと、及び、ビックカメラが匿名組合の負債・資本ストラクチャーの中で最务後の务

後匿名組合員である以上、最終的なリスクをすべて負うと認識していたことを述べたもの

にすぎない。また、そもそも上記回答は、「匿名組合としてのリスク」について述べたも

のであり、「ビックカメラが豊島企画のリスクを負担していたか否か」の問題とは無関係

である。 

ｃ 被審人名義の１０億５０００万円の定期預金については、契約形態どおり、ビックカ

メラが被審人に対して貸付けを行って資金提供をしたにすぎないから、ビックカメラが担

保提供をして豊島企画のリスクを負担したことにはなら 

ない。 

(ｳ) 本件不動産流動化においては売却処理が認められること 
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本件不動産流動化について、１５号実務指針に従って判断する必要があり、かつ、豊島

企画がビックカメラの子会社に該当するとしても、１５号実務指針第１６頄の規定は、リ

スク・経済価値アプローチの趣旨に沿うように実質的に解釈すべきである。 

本件不動産流動化においては、ビックカメラは豊島企画のリスクを負担していないから、

豊島企画のリスクをビックカメラのリスク負担割合に加算する必要はない。 

(ｴ) 税務当局が売却処理すべきと判断していること 

ビックカメラは、本件不動産流動化に係る会計処理につき、売却処理から金融取引処理

に訂正したことに伴い、豊島税務署長に対し、法人税の減額更正の請求をした。これに対

し、豊島税務署長は、本件不動産流動化に係る会計処理として、金融取引処理をすべき理

由はないと判断しており、「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」（法人税法第

２２条第４頄）に従えば、売却処理すべきであったことを明確に認定している。 

２ 争点２について 

(1) 指定職員の主張 

被審人は、目論見書の作成に関与した時点で、豊島企画への自らの出資と出資の名義借

りの事実を認識していたとともに、ビックカメラの経理担当の専務取締役であったＢ（以

下「Ｂ」という。）から説明を受けるなどして、会計上、本件不動産流動化を売却取引と

して取り扱うことできないことを認識していた。その上で、被審人は、ビックカメラの平

成２０年２月中間期半期報告書における４９億２０００万円の特別利益の記載が本件不動

産流動化の実現（売却処理）を前提としたものであることを認識していたのであるから、

この特別利益の計上が本来は認められない不適正な会計処理であることを認識していたと

認められる。そして、被審人は、平成２０年６月１０日のビックカメラ株式の売出しの際

に使用した目論見書が、当該特別利益の計上された当該半期報告書を参照書類としている

ことを認識していた。 

以上によれば、被審人は、目論見書に虚偽の記載があることを知っていたと認められる。 

ア 出資の名義借りの認識を認める被審人の質問調書（甲５０）の存在 

被審人は、平成２０年１２月２日に実施した質問調査（以下「初回の質問調査」 

といい、同日付けの質問調書を「初回の質問調書」という。）において、豊島企画への出

資金を負担して、豊島企画の全株式を実質的に保有しているのは被審人のみである旨供述

し、豊島企画に係る出資の実態とその出資を被審人以外の名義に偽装した事実を知ってい

たことを認めていた。この被審人の供述内容は、客観的状況と合致し、十分に信用できる

ものであり、被審人が豊島企画の出資の名義借りについて認識していたことの決定的な直

接証拠にほかならない。 

その後、被審人は、「私が出資するという認識もなかった」などと供述するに至るが、

本件不動産流動化の会計処理という最重要課題について合理的な理由なく変遷しているこ

とや、実質的に被審人の個人資金である株式会社東京計画（以下「東京計画」という。）

の預金口座の資金１０００万円を、Ｂが被審人の承諾を得ずに勝手に豊島企画への出資に
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使うなどということはあり得ないことから、当該供述は明らかに不合理である。 

イ 本件不動産流動化は、ビックカメラの経営の根幹にかかわる最重要課題であったこと

等 

本件不動産流動化は、平成１４年当時のビックカメラにとって、多額の有利子負債の圧

縮、グループ会社の整理統合、今後の事業展開等のために必要な資金調達及び利益捻出を

企図して計画された、経営の根幹にかかわる最重要課題であった。 

さらに、平成１４年当時のビックカメラは上場前で、ビックカメラ株式を実質１００パ

ーセント所有する代表取締役社長であった被審人個人と、法人としてのビックカメラとの

区別がされておらず、被審人によるワンマン経営が行われており、被審人は、さほど重要

ではない事頄の相当詳細な部分についてまで報告、説明を受け、自ら差配し、自身の意向

を及ぼしていたものであるから、本件不動産流動化は、Ｂらが独断でできるようなもので

はなく、当然に被審人の指示ないし了承の下で実行されたものである。 

ウ 被審人の出資を借名名義により偽装することが最重要事頄であったこと 

本件不動産流動化の実現は、「豊島企画からの優先匿名組合出資７５億５０００万円」

の成否にかかわっており、なかでも、被審人の出資で豊島企画を設立し、 

豊島企画の銀行借入れには被審人が所有するビックカメラ株式を担保提供することとした

が、本件不動産流動化に係る会計処理として売却処理とするために、被審人の出資を借名

名義で払い込んで偽装することにした。このことは、本件不動産流動化が実現できるかど

うかを分ける最重要事頄であった。このような最重要事頄が、Ｂらの独断で行われること

はあり得ず、被審人の了承の下で実行されたものである。 

エ 被審人が、自身が豊島企画の出資者であることを認識していたこと 

(ｱ) 被審人は、自身が豊島企画の出資者となることについて、Ｂから報告を受けたことは

なく、認識していなかった旨主張するが、Ｂは、①平成１４年６月４日ころ、被審人に対

し、本件不動産流動化における優先匿名組合出資者として新会社を設立する必要があるこ

と及びビックカメラはこの新会社に対して出資できないと伝え、出資者をどうするかにつ

いては報告していない旨供述するが不自然であること、②被審人に対し説明した同じ日に、

公認会計士に対し、被審人に対してした説明とほぼ同様の内容の説明を行い、しかも、そ

の際に用いたペーパーには「３．資本金：１０～３０Ｍ（代表１００％）」との記載があ

り、これは、新会社について被審人の１００パーセント出資とすることが明記されており

（この点、Ｂは「代表１００％」の記載についてビックカメラ以外の被審人が出資してい

る会社も含む趣旨であると陳述するが、信用できない。）、この段階で、Ｂが、新会社（豊

島企画）への出資者を被審人とすることを決めていたことは明らかであること、③当該ペ

ーパーは、新会社の名称が未定であり、被審人に報告、説明するより前に作成されていた

ことが明らかであることからすれば、被審人に対しても、当該ペーパーを使用して報告、

説明し、その際、出資者を被審人とすることを説明していたというべきである。 

(ｲ) Ｂは、豊島企画の資本金とする１０００万円を東京計画の預金口座から出金して使用
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するに当たり、東京計画から被審人に対する貸付金として帳簿処理している。 

これは、東京計画の預金口座から１０００万円を出金する段階では、既に、被審人に対

し、豊島企画について被審人の全額出資とする旨を報告、説明していたから、その報告済

みの内容に沿う帳簿処理を行ったものと考えるべきである。 

なお、平成１４年当時、被審人の個人資金は、被審人個人名義の預金口座と東 

京計画名義の預金口座に分けて管理されており、いずれの預金口座の資金も被審人の個人

資産であったことから、Ｂは、自身が管理を任されていた東京計画名義の預金口座から出

金したにすぎないものと認められる。 

オ 被審人が豊島企画の出資の名義借りを認識していたこと 

被審人は、Ｂから、平成１４年６月４日ころの新会社成立の必要性についての報告、説

明を受けた際、及び、同年７月中旪ころのＣ（以下「Ｃ」という。）に対する役員就任の

声掛けの依頼を受けた際、豊島企画の役員の名義借りについて報告、説明を受けたことが

認められる。出資の名義借りに比べれば重要性が高くない役員の名義借りや新会社の名称

についてまで報告を受けていた被審人が、これらの事頄よりも重要性が高い出資の名義借

りについて、報告、説明を受けなかったはずはない。 

カ 上場審査等における虚偽説明（本件不動産流動化が不適正なものであることの隠ぺい

を一貫して行っていたこと） 

ビックカメラにとって、本件不動産流動化の会計処理として売却処理が認められるため

には、被審人の出資を借名名義で偽装している事実が露見することは、絶対に避けなけれ

ばならないことであった。それゆえ、ビックカメラは、監査法人等の本件不動産流動化の

関係者に対してや、上場審査において、本件不動産流動化が不適正なものであることの隠

ぺいを一貫して行っていた。 

特に、被審人は、ビックカメラの経営の根幹にかかわる本件不動産流動化について、ワ

ンマン経営者として種々説明を求められる機会が多々予想される立場にあり、その際に最

も重要であった事頄は、豊島企画に関する説明であった。 

キ 豊島企画について 

豊島企画は、優先匿名組合出資の原資となる資金を銀行から借り入れるため、何ら事業

を行っていないにもかかわらず、あたかも事業を行っているかのような外観を作出する複

雑な手法を採った上、被審人が所有するビックカメラ株式等を担保として提供し、融資元

の銀行と折衝して、７５億５０００万円もの融資を受けていた。そして、豊島企画の銀行

借入れにつき、被審人は銀行との折衝に加わっていたのであるから、当然のことながら、

被審人は豊島企画の内実を十分に承知していた。このように、被審人は、豊島企画の内実

を承知し、その出資の実態を秘匿しなければならないことを承知していたからこそ、自身

の平成１４年分以降の所得税確定申告においても「財産及び債務の明細書」に記載する保

有株式から豊島企画の株式を除外していたものである。 

ク Ｂ供述の信用性 

Ｂは、質問調査において、本件不動産流動化の重要ポイントについて、その都度被審人

に報告し了承を得ていた旨供述しながら、最重要事頄であった豊島企画の出資の名義借り
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については、被審人に報告していない旨供述するが、最重要事頄を殊更に報告しないなど

という供述は信用できない。 

また、Ｂの陳述書（乙１５）によると、豊島企画の出資の名義借りについて、被審人に

報告する必要は全く感じなかったというのであるが、役員の名義借りであれば格別、出資

の名義借りについては、会社支配や残余財産配当要求等といった株主権の行使について極

めて重要な影響を及ぼすものであり、名義人による会社支配や株主権の濫用のリスクが常

に付きまとうのであって、このような出資の名義借りについて、被審人に報告する必要は

ないと考えていたとの供述自体不合理であり信用できない。 

ケ 本件不動産流動化に係る会計ルールに関する被審人の認識 

Ｂは、平成１４年５月１７日ころ、被審人に対し、不動産流動化において、ビックカメ

ラが务後匿名組合出資１７億５０００万円を出資し、ビックカメラと関係のない会社が優

先匿名組合出資１０７億５０００万円を出資する旨報告、説明したが、譲渡人のリスク負

担の金額の割合が流動化する不動産の譲渡時の時価の５パーセントを超えると売却取引と

して会計処理をすることが認められないという、いわゆる５パーセントルール（１５号実

務指針第１３頄）については説明していない旨陳述する。しかし、常識的に考えれば、１

０７億５０００万円もの優先匿名組合出資をビックカメラと関係のない会社が出資すると

の説明をし、又は説明を受ける場合、その理由について説明し、又は説明を求めるのが自

然であるのであって、５パーセントルールすら説明していないというのは明らかに不自然

である。 

また、本件不動産流動化の対象となったビックカメラが所有する不動産は、ビックカメ

ラにとって極めて重要な不動産であったのであり、被審人が、自ら不動産流動化の会計的

な理屈や会計ルールを理解することなく、重要な不動産を外部に売却する本件不動産流動

化について了承するなど考えられない。 

(2) 被審人の主張 

被審人には、豊島企画に係る自らの出資と出資の名義借りの事実の認識がないのである

から、目論見書に虚偽の記載があることを「知りながら」ということはできない。 

また、仮に被審人に豊島企画に係る自らの出資と出資の名義借りの事実の認識があった

としても、被審人は不動産流動化に係る会計処理のルール（１５号実務指針及び財務諸表

等規則によると、流動化する不動産の譲渡人及びその子会社が、その不動産の譲渡時の時

価の５パーセントを超えるリスクを負担する場合は、売却取引として会計処理をすること

ができず、さらに、流動化する不動産の譲渡人の緊密者が議決権の過半数を所有し、かつ、

資金調達額の総額の過半について当該緊密者から融資（担保提供を含む。）を受けている

会社は、譲渡人の子会社として取り扱われること。以下「本件会計ルール」という。）の

認識を欠いており、本件不動産流動化に係る会計処理として売却処理が認められないこと

を認識していなかったから、やはり目論見書に虚偽の記載があることを「知りながら」と

認めることはできない。 

ア 初回の質問調書について 
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指定職員は、豊島企画に係る被審人の出資と出資の名義借りについて、Ｂらの独断で行

われることはあり得ず、当然に被審人の了承の下で実行されたものであったと主張し、直

接証拠として、被審人の初回の質問調書を提出する。しかしながら、当該質問調書におけ

る被審人の供述には信用性がない。 

被審人は、平成２０年１１月中旪ころ、金融庁の調査に応じてビックカメラ社内で事実

関係を調べていたビックカメラ常務取締役のＤ（以下「Ｄ」という。）から、豊島企画へ

の出資は、名義は被審人以外のＥ（以下「Ｅ」という。）、Ｃ及びＦ（以下「Ｆ」といい、

Ｅ、Ｃ及びＦの３名を併せて「Ｅら」という。）となっているが、東京計画の被審人に対

する貸付処理がなされたことにより、実質的に被審人の出資となっている旨の報告を受け、

かかる事実を認識するに至った。しかし、どのような理由で問題となるのかなどについて

は、理解していない状態であった。同年１２月２日に実施された初回の質問調査は、この

ような状態で、被審人の記憶喚起や整理もなされないままに実施されたものである。質問

調査に当たっては、当時の資料の提示などはなく、その場での記憶喚起も不可能な状況で

あった。 

また、被審人は、初回の質問調査の時点では、自らの出資や出資の名義借りの事実自体

についての認識はあったことから、その事実を認識した時点はともかくとして、客観的事

実としては間違いのないことと考えたことなどから、初回の質問調書の内容を厳密に確認

することなく、何の訂正も求めず、署名押印してしまった。 

加えて、初回の質問調書の内容は、新会社設立と役員及び出資の名義借りについて一挙

に相談を受けたかのような内容になっていることなど、客観的にあり得ない内容となって

いる。 

このように、初回の質問調書は、作成経緯や内容の不合理性に照らし、信用できないも

のである。 

イ 平成１４年当時、ビックカメラでは被審人によるワンマン経営が行われており、ビッ

クカメラにとって最重要課題であった本件不動産流動化は被審人の指示、了承の下で実行

されたとの指定職員の主張に対して 

被審人は、一部業務を除き、具体的な経営実務の判断、決定に係る権限を一部の信頼で

きる役員に包括的に委任しており、被審人によるワンマン経営が行われていたとの主張は

事実誤認である。 

また、本件不動産流動化がビックカメラの経営の根幹にかかわる最重要課題の一つであ

り、被審人がこれを了承したことは事実であるが、この事実と被審人に対し豊島企画に係

る被審人の出資と出資の名義借りの事実を報告したかどうかという点は、次元の異なる問

題である。 

ウ 豊島企画に係る被審人の出資と出資の名義借りは本件不動産流動化の成否に直接か

かわる最重要事頄であったとの指定職員の主張に対して 

被審人が、豊島企画に出資し、かつ、担保提供をした場合には、本件不動産流動化に係

る会計処理として、売却処理が認められなくなるという意味では、豊島企画に係る被審人

の出資と出資の名義借りは、本件不動産流動化の成否を分ける重要な事頄である。しかし、
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そのような意味での重要性は問題ではなく、Ｂにとって、豊島企画に係る被審人の出資と

出資の名義借りが、被審人に報告すべき重要な事頄 

としてとらえられていたか、という点が問題となるのである。Ｂにしてみれば、このよう

な現場レベルの問題を被審人に報告する必要などなかったものである。 

エ 被審人には、自らが豊島企画に出資している認識がなかったこと 

(ｱ) 被審人は、Ｂから受けていた報告により、豊島企画の出資金は、被審人の１００パー

セント出資会社である東京計画から出すと認識していた。被審人にとっては、出資者がビ

ックカメラグループ、被審人の個人会社、あるいは被審人個人のいずれであっても、経済

的実質は変わりがなく、出資金を東京計画から出すとの報告を受けても特に違和感がなく、

記憶にとどめることもなかった。 

(ｲ) また、当時から、被審人の個人資産とそれ以外の資産は分けて管理されており、被審

人の個人口座から出金される場合には、必ず管理者であるＧ（以下「Ｇ」という。）から

出金に関する決裁承認の依頼があり、それを被審人が承認した上で出金を行うという手続

を踏んでいた。ところが、豊島企画への出資金に関して、被審人は、Ｇから決裁承認の依

頼を受けたことは一切なく、被審人として、自らの個人資産によって豊島企画への出資が

なされていると認識する余地はなかった。 

(ｳ) 東京計画の帳簿処理上、被審人への貸付処理を行っているが、Ｂは、このことを、被

審人に報告していない。 

このように、被審人の認識としては、豊島企画の出資金は東京計画から出すというもの

であり、自らが直接、豊島企画に出資しているという認識はなかった。 

オ 被審人には、豊島企画の出資の名義借りに関する認識もなかったこと 

被審人は、Ｅらが、豊島企画の名義上の出資者となっている、という出資の名義借りに

ついても、何ら認識していなかった。 

Ｂは、平成１４年６月２６日に公認会計士から問題点の指摘を受けた後、同月２７日か

遅くとも同月２８日までに、１人で、豊島企画の役員から出資の名義を借りることを決定

したが、Ｂは出資の名義借りの問題を重要な問題ととらえておらず、被審人に報告したり、

承認を求めることはなく、またその機会もなかった。 

カ ビックカメラは本件不動産流動化が不適正なものであることの隠ぺいを一貫して行

っていたこと、被審人は本件不動産流動化について説明を求められる機会が多々予想され

る立場にあり、その際に最も重要であった事頄は豊島企画に関する説明であったとの指定

職員の主張に対して 

本件不動産流動化の関係者に対し、出資の名義借りを隠して説明したのはＢらであり、

これをもって被審人が豊島企画に係る被審人の出資と出資の名義借りを認識していたこと

の根拠とはならない。また、豊島企画の株主がＥらであること、豊島企画の銀行借入れは

無担保である旨といった、上場審査におけるＤの説明は、本件不動産流動化の実行から約
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６年後の平成２０年において行われた説明であり、いかなる理由で本件不動産流動化実行

当時の認識の根拠となるのか、明らかではない。 

また、被審人は、本件不動産流動化について説明を求められる機会は全く予想されてい

なかったし、現にそのような機会は一切なかった。 

キ 豊島企画は銀行借入れのため、あたかも事業を行っているかのような複雑な外観を作

出し、また、豊島企画の銀行借入れについて担保提供をした被審人は、融資元の銀行との

折衝に加わっており、豊島企画の内実を十分に承知していること、だからこそ自身の所得

税確定申告においても豊島企画の株式を除外しているとの指定職員の主張に対して 

豊島企画が業務委託契約を締結したことは、単純に長期保証関連ビジネスを予定してい

たからであり、銀行借入れのために複雑な外観を作出したという事実はない。 

また、銀行借入れの折衝は、全てＢが行っており、被審人がこれを行ったことはない。

被審人は、銀行との間で、担保提供の意思確認の面談を行ったが、これは形式的な手項に

すぎず、被審人が銀行との間で借入れのための折衝をしたものではない。 

さらに、被審人が平成１４年以降の所得税確定申告において豊島企画の株式を除外して

いたのは、まさに自身が豊島企画の直接の株主となっているとの認識がなかったからにほ

かならない。 

ク その他指定職員の主張の誤りを基礎付ける事実 

(ｱ) Ｂの供述によっても、被審人の出資と出資の名義借りの事実は被審人に報告されてい

ないこと 

Ｂの被審人に対する本件不動産流動化の報告につき、Ｂは、事実経過に従いほ 

ぼ正確に供述しており、その信用性は高いものであるところ、Ｂは、被審人に対して、出

資の名義借りにつき報告していないと一貫して供述している。また、豊島企画に対する出

資について、東京計画の帳簿処理上、被審人への貸付処理がなされたことについても、こ

れを被審人に報告したとは一切供述していない。 

(ｲ) 外部委員による調査委員会の報告書でも、被審人に豊島企画に係る自らの出資と出資

の名義借りの認識がなかったことが認定されていること 

ビックカメラが設立した調査委員会の報告書によっても、被審人には、豊島企画の出資

は東京計画の資金からなされることが報告されたのみであり、東京計画の被審人に対する

貸付処理は報告されず、したがって、被審人は、自身が個人で豊島企画に出資していたこ

との認識はなかったと認定されている。 

ケ 被審人には本件会計ルールに関する認識がないこと 

被審人が、本件不動産流動化に係る会計処理として売却処理が認められなくなるという

認識を持ち得るためには、豊島企画に係る自らの出資と出資の名義借りの認識に加え、本

件会計ルール及び本件不動産流動化に対するその適用の結果を認識している必要がある。

しかし、被審人は、本件会計ルールについて報告を受けたことはない。また、被審人は会

計に関する専門的知識がなく、豊島企画への自らの出資と出資の名義借りについて報告を
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受けたところで、自分が出資できないとの認識自体を欠くなかで、それが本件会計ルール

に対応するためのものであり、さらには、本件会計ルールを潜脱するものであることを理

解することは不可能であった。 

なお、仮に初回の質問調書に信用性が認められるとしても、Ｂの報告内容から、出資の

名義借りが本件会計ルールに関するものであり、さらには、本件会計ルールを潜脱するも

のであることを理解することはできない。 

３ 争点３について 

(1) 指定職員の主張 

被審人は、ビックカメラが平成１８年８月に新株式発行を実行した際、自己の所有する

ビックカメラ株式の売出しを行っており、株式売出しを実行するためには、目論見書を作

成する必要があることを認識していた。 

その上で、被審人は、平成２０年当時、ビックカメラにおいて、新株式発行及び株式売

出しの手続を会社として進めることをビックカメラの代表取締役の一人として承認してい

た。 

しかも、被審人は、主幹事証券会社の担当者との打合せに自ら出席し、発行株数、証券

会社の引受比率等に至るまで、主導的に関与、決定していた。 

したがって、被審人が目論見書の作成に関与したことは明らかである。 

(2) 被審人の主張 

被審人が、株式売出しを実行するためには、ビックカメラにおいて目論見書を作成する

必要があることを認識していたこと、平成２０年当時、ビックカメラにおいて新株式発行

及び株式売出しの手続を会社として進めることを、代表取締役の一人として承認していた

こと、主幹事証券会社の担当者との打合せに出席し、実施日、発行株式数等を自身で決定

し、新株式発行及び株式売出しを主導的に進めていたこと、という事実は認めるが、上記

事実が「目論見書の作成に関与し」た、という法的評価を受けるという点については争う。 

本件において、被審人は、目論見書の作成のような事務については全く担当していなか

ったし、目論見書の内容についてビックカメラの取締役会で承認するということもなかっ

た。また、新株式発行のための法定の取締役会決議事頄以外の事頄については、有価証券

届出書の作成、提出や目論見書の作成等も含め、すべて代表取締役社長のＨ（以下「Ｈ」

という。）に包括委任されていた。 

このような状況からすれば、被審人は、目論見書の作成に関与していたとはいえない。 

第４ ビックカメラ及び本件不動産流動化の概要等 

１ ビックカメラの概要 

昭和４３年３月、被審人は、ビックカメラの前身である株式会社高崎ＤＰセンターを設

立した。その後、同社のカメラ販売部門を分離して株式会社ビックカラー（昭和５３年５

月、商号を株式会社ビックカメラ（高崎）に変更）を設立し、東京都豊島区西池袋に同社

東京支店を開設した。昭和５５年１１月、被審人は、東京都豊島区西池袋にビックカメラ
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を設立して、株式会社ビックカメラ（高崎）の東京支店を引き継いだ（甲４）。 

本件不動産流動化が実行された平成１４年８月当時、ビックカメラは、貸借対照表上の

負債の部に計上した金額の合計が２００億円以上あり、株式会社の監査等に関する商法の

特例に関する法律（会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１７年法律

第８７号）第１条の規定により廃止）第１条の２第１頄に規定する大会社であった（甲１

５）。 

ビックカメラは、平成１８年８月のジャスダック証券取引所への株式上場を経て、平成

２０年６月に東京証券取引所市場第一部（以下「東証一部」という。）へ株式を上場した

（甲４）。 

２ 本件不動産流動化の概要 

(1) 本件不動産流動化の背景 

ビックカメラが本件不動産流動化を実行した背景として、以下のような事情があった。 

ビックカメラは、新規出店による設備投資により、平成１２年１２月３１日時点で５５

１億円あった有利子負債の額が、平成１４年５月３１日時点で７２０億円にまで達してい

た（甲１、甲２）。また、ビックカメラの主取引銀行である日本興業銀行（当時）と準主

取引銀行である富士銀行（当時）が、同年４月に経営統合することになっていたが、平成

１３年８月期末のビックカメラグループにおける両銀行からの借入額の合計（約４１１億

円）が、総借入額（約７５２億円）の約５５パーセントを占めることから、両銀行から、

借入総額に占める両銀行からの借入額の割合を引き下げるよう求められていた（甲１、甲

２）。 

このように、ビックカメラは、有利子負債の圧縮のための資金調達、さらには債務超過

の状態にあった子会社等の整理統合に必要な利益の捻出のため、資金調達の必要があった。

そこで、ビックカメラの資金調達の手段として検討され、平成１４年８月に実行に移され

たのが、本件不動産流動化による資金調達であった。 

(2) 本件不動産流動化の概要（別紙本件不動産流動化の概要図参照） 

ア 平成１４年８月２３日、ビックカメラは、ビックカメラ池袋本店及びビックカメラ本

部ビル（以下ビックカメラ池袋本店及びビックカメラ本部ビルを併せて「対象不動産」と

いう。）を対象とする本件不動産流動化を実行し、２９０億円を調達した（甲１、甲２）。 

イ 本件不動産流動化の方法は以下のとおりである（甲１）。 

ビックカメラは、みずほアセット信託銀行株式会社（以下「みずほアセット信託」とい

う。）に対象不動産を信託譲渡し、信託受益権を取得する。ビックカメラは、信託受託者

であるみずほアセット信託から、対象不動産を賃借するとともに、対象不動産に係る管理

運営業務を受託する。 

ビックカメラは、上記信託によって取得した信託受益権を、特別目的会社である有限会

社三山マネジメント（以下「三山マネジメント」という。）に対し２９０億円で譲渡する。 

三山マネジメントは、信託受益権の代金を以下の方法により調達する。 
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・株式会社三山コーポレーションからの優先ローン（１８０億円） 

・株式会社日本政策投資銀行からの务後ローン（３０億円） 

・豊島企画からの優先匿名組合出資（７５億５０００万円） 

・ビックカメラからの务後匿名組合出資（１４億５０００万円） 

株式会社三山コーポレーションは、三山マネジメントに対して優先ローンにより提供す

る資金を調達するために社債を発行し、当該社債については、新光証券株式会社（以下「新

光証券」という。）が引き受ける。新光証券は、引き受けた社債を機関投資家に販売する。 

(3) 本件不動産流動化に係る会計処理等 

ビックカメラは、本件不動産流動化について、三山マネジメントに対するビックカメラ

の匿名組合出資によるリスク負担割合が１５号実務指針第１３頄に定めるおおむね５パー

セントの範囲内である（匿名組合出資１４億５０００万円、ケイマンＳＰＣの無議決権優

先株式出資２０００万円の合計１４億７０００万円が、全体の約５．０６パーセントに相

当する。）として、売却処理を行い、平成１４年８月期において、本件不動産流動化によ

る固定資産売却益２２億１１００万円を特別利益として計上した（甲１、甲１５）。 

(4) 本件不動産流動化の終了 

平成１９年９月２０日、ビックカメラの取締役会において、ビックカメラ池袋本店を２

９０億円で、ビックカメラ本部ビルを２１億円で取得する旨の決議をし、同日付けで三山

マネジメントとの間で対象不動産の信託受益権の売買契約を締結し、同年１０月２２日、

ビックカメラは対象不動産を取得した（甲５４）。 

ビックカメラは、対象不動産を買い戻して本件不動産流動化を終了させたことにより、

平成２０年２月中間期及び同年８月期において、三山マネジメントから受けた匿名組合清

算配当金４９億２０００万円を特別利益として計上した（甲１５）。 

平成２０年４月２４日、ビックカメラの取締役会において、ビックカメラの第２８期半

期報告書の提出が議題となり、同報告書を同年５月２日に関東財務局長に対して提出する

ことが異議なく可決された（甲５５）。 

３ 本件不動産流動化終了後の状況 

(1) ビックカメラ株式の売出し等 

ビックカメラは、本件不動産流動化につき売却処理とした会計処理に基づいて作成され

た第２７期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書及び第２８期事業年度中間連結会

計期間に係る半期報告書を参照書類とする目論見書を使用し、東証一部への上場に伴うビ

ックカメラ株式の発行（一般募集）を行った。被審人は、平成２０年６月１０日、当該目

論見書に係るビックカメラ株式の売出しにより、自らが所有するビックカメラ株式８万株

を６０億３６８０万円で売り付けた（争いのない事実）。 

(2) 有価証券報告書の訂正報告書の提出 
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ビックカメラは、平成２１年２月２０日、関東財務局長に対し、有価証券報告書等の訂

正報告書を提出した（甲４、甲１３）。これは、本件不動産流動化の会計処理について、

本件不動産流動化当時、豊島企画の実質株主は名義人であるＥらではなく被審人であるこ

と、及び、豊島企画の資金調達に被審人の担保提供があることから、財務諸表等規則第８

条第４頄第３号により、豊島企画はビックカメラの子会社であると判断し、本件不動産流

動化の会計処理を売却処理ではなく金融取引処理とすることが適当であるとして、平成１

４年８月にさかのぼり、対象不動産を資産計上（オンバランス処理）することなどを訂正

内容とするものであった（甲４、甲１３）。 

(3) 法人税減額の更正請求及びこれに対する豊島税務署長の判断 

平成２１年６月１２日、ビックカメラは、豊島税務署長に対し、本件不動産流動化に係

る会計処理を金融取引とし、過年度の決算を訂正したことを踏まえ、法人税の減額更正の

請求をした（乙２４）。 

平成２２年２月３日、豊島税務署長は、ビックカメラに対し、ビックカメラが三山マネ

ジメントに信託受益権を譲渡したことについて、不動産流動化に係る契約書類を確認した

結果、信託受益権の譲渡がなかったものとするような条頄が含まれておらず、法形式上、

金融取引とする理由がないなどとして減額更正をすべき理由がないと認められる旨通知し

た（乙２５）。 

第５ ビックカメラ社内における本件不動産流動化の検討状況等 

１ ビックカメラにおける被審人の地位等 

(1) 本件不動産流動化当時のビックカメラにおける被審人の地位、執務状況 

被審人は、本件不動産流動化が実行された平成１４年８月当時、ビックカメラの代表取

締役であった（甲５９）。また、被審人は、ビックカメラの議決権の８６パーセントを直

接保有するとともに、残りの１４パーセントの議決権を被審人が全株式を保有していた東

京計画を通じて間接保有していた（甲３９、乙２）。 

被審人の執務時間は、基本的に平日の午前中のみであり、午前中の時間帯に取引先等の

外部の者との面談、社内の各種会議、各役職員からの報告、書類の決裁等を行っていた（乙

５、乙１４）。被審人に対する役職員からの個別案件に関する報告は、５分から１５分、

長くても３０分程度のものであった（乙１４、乙１５、乙１７、乙１９、乙２０）。 

(2) 本件不動産流動化の関係者 

平成１４年当時、ビックカメラ社内における本件不動産流動化の検討は、Ｂ（当時ビッ

クカメラ経理担当専務取締役）、Ｉ（当時ビックカメラ監査役。以下「Ｉ」という。）、

Ｊ（当時ビックカメラ組織調整室所属社員。以下「Ｊ」という。）の３名が中心となって

行った（甲１）。 

その他、法律や会計に関する外部の専門家として、あさひ法律事務所（当時）の弁護士、

朝日監査法人（当時）や東京共同会計事務所の公認会計士等が本件不動産流動化の準備、
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検討に関与した（甲１）。 

(3) 本件不動産流動化当時のビックカメラの組織体制等 

ア 平成１４年当時のビックカメラの組織体制は、営業部、人事部、経理部、総務部等の

部、室に分かれており、特定の取締役その他の職員が各部、室を担当して業務を行ってい

た（乙４、乙１４）。また、平成１４年当時、ビックカメラにおいては、組織規程、職務

分掌規程、権限規程、稟議規程、印章管理規程等の各種の規程が整備されておらず、被審

人に対する報告事頄や決裁事頄が統一化されていなかった（乙１４）。 

イ 平成１４年当時のビックカメラにおいて、Ｂは、経理、財務に関する業務を担当する

専務取締役であった（乙１４）。 

ビックカメラの実印は被審人が保管していたが、ビックカメラの銀行取引や契約書等の押

印に使用する認印のうち一つはＢが保管していた（乙１４）。また、Ｂは、東京計画の代

表取締役印を管理するとともに、東京計画の口座を管理するなど、東京計画の経理業務も

担当していた（甲２、甲４８、乙１５）。 

２ 本件不動産流動化の検討・報告状況等 

(1) 本件不動産流動化のスキームが確定されるまで 

ア 平成１３年秋ころからの本件不動産流動化の検討 

ビックカメラは、有利子負債の圧縮、グループ会社の再編整理のための不動産売却益の

捻出等の必要があったところ、平成１３年秋ころから、Ｂは、アセット・マネージャーズ

株式会社（以下「アセット」という。）等から、不動産流動化取引による資金調達を紹介

され、ビックカメラの資金調達として不動産流動化取引を検討し（甲４６、乙６、乙１５）、

アセットの提案を採用することとした（甲４８、乙１５）。当初のアセット側の話として

は、不動産流動化により、ビックカメラは３５０億円から４００億円の資金を調達できる

とのことであった（甲４６、甲４８、乙１５）。 

イ 平成１４年１月ころのＢから被審人への報告等 

平成１４年１月初旪、Ｂは、被審人に対し、アセットをアレンジャーとして、ビックカ

メラ池袋本店等の不動産を流動化することにより資金調達することを報告し、被審人は「う

まく行くならいいんじゃない」などと言って本件不動産流動化に向けた準備を進めること

を了承した（甲４６、乙１５、参考人審問）。そして、同月９日、Ｂは、アセットに本件

不動産流動化に関するアレンジメント業務を委託することについて、Ｉに稟議書を作成さ

せ、被審人の了承を得た（乙７、乙１５）。 

平成１４年１月３０日、ビックカメラの取締役会（被審人出席）において、借入金圧縮

による財務体質の強化のため不動産流動化による資金調達を検討すること、不動産流動化

のアレンジメント業務をアセットに依頼すること、不動産流動化による資金調達を同年８

月３１日までに実現することを目指して検討することなどが承認可決された（甲５９） 

なお、Ｂが、本件不動産流動化の実行時期を平成１４年８月末とした理由は、ビックカ

メラの８月の決算期末までに本件不動産流動化により発生する特別利益を利用してビック
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カメラの子会社等の整理を検討していたこと、及び、銀行の決算期である９月末までにビ

ックカメラの借入総額の減額のための返済を銀行側から求められていたためである（甲４

８、乙１５）。 

ウ 当初想定されていた本件不動産流動化の内容 

平成１４年４月１１日以前において想定されていた不動産流動化のスキームは、対象不

動産の価額（約２９０億円）の５パーセント相当額をビックカメラからの出資により調達

し、残りの９５パーセント相当額を社債の発行によって外部機関投資家から調達するとい

うものであった（甲１）。 

エ 優先匿名組合出資の設定（平成１４年４月１２日ころ） 

ところが、平成１４年４月１２日、Ｂらは、新光証券及びアセット側から、市場環境の

悪化により、格付けが低い一部の社債については投資家に売れる見込みがなく、社債によ

る調達総額は当初想定されていた３５０億円を下回る２２５億円になるとの説明を受けた

（甲４８、乙８、乙１５）。これに代わるアセットからの提案は、ビックカメラの务後匿

名組合出資に優先する匿名組合出資を設定することにより１０７億５０００万円を調達す

るというものであった（甲４６、乙８、乙１５）。 

なお、この時点において、アセットからは、ビックカメラ又はビックカメラの子会社・

関連会社でなければ、被審人が１００パーセント出資をしている会社が優先匿名組合出資

を行っても問題ないとの指摘を受けていたため、Ｂとしても、そのように理解していた（乙

１５、乙１６）。これは、Ｂが、優先匿名組合出資の引受先として、被審人が１００パー

セント出資をしていた東京計画や富士総合企画を検討していたことからもうかがえる（甲

１、乙１５）。 

オ 平成１４年５月１７日ころのＢから被審人への報告 

Ｂは、平成１４年５月１７日ころ、被審人に対し、同日付け「ビックカメラグループの

再編証券化について」と題する書面（甲１・資料３）を使用して、今後の組織再編や本件

不動産流動化の方法について、約１０分にわたり以下の報告をした。 

・务後匿名組合出資（１７億５０００万円）についてはビックカメラが出資し、これ

に優先する優先匿名組合出資（１０７億５０００万円）はビックカメラと資本関係のない

関連会社が出資すること、 

・優先匿名組合出資をする関連会社の候補として、東京計画（被審人１００パーセン

ト出資）、富士総合企画（被審人１００パーセント出資）を想定していること（甲１、乙

１５、乙１６、参考人審問）。 

カ 優先匿名組合出資を行う新会社の設立 

平成１４年５月１７日の被審人に対する報告以降、Ｂが金融機関と融資の交渉をしてい

たところ、東京計画のような債務超過会社では融資を受けることが困難であることが判明

した（甲４８、乙１５、乙１６）。そこで、Ｂは、優先匿名組合出資を引き受ける新会社

を設立し、あわせて、当時ＢがＪと検討していた長期保証関連ビジネスを当該新会社に行

わせることとした（甲４８、乙１５、乙１６）。 

平成１４年５月３１日付け「新会社について（案）」と題する書面（甲１・資料５）に
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よると、 

・優先匿名組合出資の引受法人として新会社を設立すること、 

・当該新会社は優先匿名組合出資（１０７億５０００万円）の資金調達を金融機関か

ら行うこと、 

・新会社の名称は売却処理を考慮してビックカメラの名称を入れないこと、 

・新会社の資本金は被審人の１００パーセント出資とすること 

などが検討されていた。 

また、実質支配基準を考慮して、ビックカメラの役員以外の者を代表者とするが、実質

的な運営は、ビックカメラが行うことが前提とされていた（甲１）。 

キ 平成１４年６月４日のＢから被審人への報告 

平成１４年６月４日、Ｂは、被審人に対し、 

・匿名組合出資者による出資がないと不動産流動化が実行できなくなること、 

・本件不動産流動化における優先匿名組合出資の担い手として新会社を設立する必要

があること、 

・新会社はビックカメラからの出資や役員派遣のない会社とする必要があること、 

・新会社の社長にはビックカメラと関係のない者を予定していること、 

・匿名組合出資者となる会社については、ビックカメラによる出資がないものの、ビ

ックカメラ側がコントロールできる会社であること、 

・当該会社の営業内容は、長期保証を同業他社に売るための会社にしたいことの各事

頄を説明し、新会社を設立することについて被審人の了承を得た（甲４６、甲４８、乙１

５、参考人審問）。 

ク 平成１４年６月４日の朝日監査法人に対する説明等 

同日（平成１４年６月４日）、ＢとＪは、朝日監査法人のＫ公認会計士（以下「Ｋ会計士」

という。）に対し、新会社の設立についての説明を行った。その内容は、 

・本件不動産流動化における優先匿名組合出資のための資金調達を金融機関から行う

こと、 

・新会社の社名にはビックカメラの名前を入れないこと、 

・社長もビックカメラグループ以外の者とすること、 

・新会社の出資は被審人が１００パーセント出資すること 

などであった（甲１・資料６、甲５、乙１５、乙１６）。 

Ｋ会計士は、Ｂらの説明に対して、売却処理が認められるか否かを確認する必要から、 

・新会社のビックカメラへの事業依存度を判断するために新会社とエーオン・ワラン

ティー・サービシズ・インコーポレーテッド社との間の契約書のドラフト、 

・銀行からの融資が無担保・無保証であるか、 

・新会社の役員は誰が就任するのか 

についての確認を求めた（甲５、乙１５）。 

平成１４年６月６日、ビックカメラの担当者は、Ｋ会計士とのミーティングにおいて、

Ｋ会計士に対し、新会社の商号が「株式会社豊島企画」になることを伝えた（甲１）。 
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(2) 出資の名義借りに至る状況等 

ア 銀行による融資の条件 

その後、Ｂは、銀行に対し、豊島企画に対する無担保・無保証での貸付けを求めたが、

最終的には、被審人の所有するビックカメラの株式等に担保を設定することが融資の条件

とされた（甲１、甲４６、乙１５）。 

イ 平成１４年６月２６日のＫ会計士による指摘 

Ｂ及びＪは、平成１４年６月２６日、Ｋ会計士に、豊島企画に対する融資に関し、被審人

が所有する株式に担保を設定する旨伝えた。この際、Ｋ会計士は、被審人が、豊島企画の

借入れに関して担保提供を行い、かつ、豊島企画の出資の全部を引き受けた場合には、不

動産流動化の会計処理として売却処理が認められない旨伝えた（甲１、乙１５、乙１６）。

Ｂは、豊島企画の借入れにつき被審人が担保提供をすることにより、売却処理が認められ

なくなることを知り、豊島企画の出資者を被審人以外の第三者にすることによって、本件

不動産流動化の売却処理に対処することにした（乙１５、参考人審問）。なお、後で述べ

るとおり（第５の２⑷オ）、豊島企画の銀行借入れについては、被審人が所有するビック

カメラ株式が担保として提供された。 

ウ 豊島企画の出資者及び役員の名義人の決定 

Ｂは、豊島企画の出資者の名義を被審人以外の第三者にすることにしたが、そのころ、

Ｂは、豊島企画の役員の選定をしていたことから、豊島企画の名目的な役員に就任する者

から豊島企画の出資者としての名義も借りることにした（乙１５、参考人審問）。 

エ 豊島企画の役員就任要請 

平成１４年６月下旪から７月中旪ころ、ビックカメラの人事部長は、Ｅに対し、今度設

立する新会社の仕事をしないかと新会社の役員就任の要請をし、Ｅはこれに応じた（甲７、

乙１８）。 

平成１４年７月ころ、Ｂは、Ｆに対し、何もしなくてもいいから、新会社の設立発起人

と設立取締役に就任して欲しい旨の要請をし、Ｆはこれに応じた（甲８、乙１５）。 

平成１４年７月２６日のＣに対する就任依頼に先立ち、Ｂは、被審人に対し、Ｃへの依

頼の電話を要請した（甲４６、乙１５）。そして、Ｃは、同月２５日ころ、被審人から「今

度、名義を貸して欲しい」と頼まれ、これに応じた（甲９、甲５１、乙１５）。 

Ｂは、Ｃに対する豊島企画の役員の就任依頼を被審人からしてもらうことを決めた段階

において、豊島企画の役員となるＥらを豊島企画の出資者とすることを決めていた（参考

人審問）。 

オ 出資に関する確認書の作成 

Ｂは、Ｅらに対し、豊島企画の設立に際して株式を取得するに当たり、書類作成者の名

義を使用することを承認する、同社の株主としての株主権行使、配当金受領権、新株引受

権等の一切の権利を主張しないことを内容とする確認書（以下「豊島企画の出資に関する

確認書」という。）への署名押印を求め、提出を受けた（甲６、乙１５）。豊島企画の出

資に関する確認書には、豊島企画の出資の名義借りをした者の署名、押印をする欄が設け

資 103



104 

 

られているが、被審人の署名押印はない（甲６）。 

(3) 会計意見書の作成及び提出 

ア 朝日監査法人への意見書作成依頼（平成１４年７月４日ころ） 

平成１４年７月４日ころ、Ｊは、株式会社日本政策投資銀行から本件不動産流動化の会

計処理として売却処理が認められる旨の朝日監査法人の意見書を提出するよう求められた

（平成１４年７月３日付け株式会社日本政策投資銀行のコメントペーパーにおいて、「５％

ルール等を巡る、一連のオフバランス取引をめぐる論点」についての朝日監査法人の会計

意見が求められている（甲３０・資料２）。）ことから、後日、朝日監査法人に対し、本

件不動産流動化の会計処理に関する意見書の作成を依頼した（甲１、乙９、乙１６）。 

イ ＪとＫ会計士の打合せ状況（平成１４年７月９日） 

平成１４年７月９日、ＪとＫ会計士の打合せにおいて、 

・豊島企画はビックカメラの子会社・関連会社に該当しないため、いわゆる５パーセ

ントルールの問題はないこと、 

・ビックカメラ、ビックカメラの子会社・関連会社又はビックカメラの緊密者による

豊島企画に対する融資、担保提供の有無を問わず、本件不動産流動化に係る会計処理とし

て売却処理することについて問題はないこと 

が確認された（乙１０）。 

ウ 朝日監査法人の意見書（平成１４年７月１６日） 

平成１４年７月１６日、朝日監査法人は、ビックカメラに対し、本件不動産流動化の会

計処理として売却処理が認められる旨の意見書を提出した（甲１・資料１４）。 

エ 東京共同会計事務所の意見書（平成１４年８月２３日） 

東京共同会計事務所は、１５号実務指針の内容にのっとり、豊島企画（意見書上では、

Ａ号組合員と記載。）とビックカメラの間には、資本若しくは役員派遣又は資金提供等の

関係はなく、また豊島企画の議決権者は、ビックカメラの緊密者には当たらないことを前

提に、平成１４年８月２３日付けで本件不動産流動化の会計処理として売却処理が認めら

れる旨の意見書を作成した（甲３０・資料４）。 

(4) 豊島企画の設立 

ア 出資の状況 

平成１４年７月３１日、ビックカメラ経理部の担当者は、Ｂの指示に基づき、東京計画

の預金口座から１０００万円を引き出し、これをＢに交付した（甲１、乙１５）。Ｂは、

Ｉに対し、この１０００万円を交付して豊島企画の株式払込金の払込みを行うよう指示し、

Ｉは、みずほ銀行池袋西口支店に、１０００万円の現金をＥらの名義（Ｅ名義で５００万

円、Ｆ名義で２００万円、Ｃ名義で３００万円）で振り込んだ（甲１・資料１６から１８

まで、乙１５、乙１７）。 

イ 東京計画の帳簿処理 

東京計画の預金口座から引き出した１０００万円の帳簿処理については、Ｂはビックカ
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メラ経理部の担当者から帳簿処理の方法を問われ、Ｂの指示により、平成１４年７月３１

日付けで、東京計画から被審人に対する短期貸付として処理された（甲１・資料１９、乙

１５、参考人審問）。 

ウ 豊島企画の設立及び被審人に対する説明 

平成１４年８月１日、豊島企画の設立登記申請が行われ、豊島企画が設立された（甲１・

資料４）。なお、豊島企画の設立前の時期に、Ｂは、被審人に対し、豊島企画への出資金

を東京計画の口座から出す旨説明し、被審人は、「ちゃんとうまくいくんだね」という趣

旨の発言をした（甲４６、乙１５）。 

エ 豊島企画の銀行借入れ 

豊島企画は、三山マネジメントに対する７５億５０００万円の優先匿名組合出資につき、

みずほコーポレート銀行ほか３行から以下のとおり借り受けた （甲１）。 

・みずほコーポレート銀行から３５億円 

・大和銀行から１５億５０００万円 

・北陸銀行から１５億円 

・三井住友銀行から１０億円 

オ 被審人が所有する株式の担保提供 

豊島企画の銀行借入れについては、銀行側から、被審人が所有するビックカメラ株式を

担保とすることが条件とされた（なお、被審人が豊島企画の銀行借入れについて担保提供

をすることに関して、Ｋ会計士から売却処理が認められないとの指摘があったことについ

ては、前記のとおり（第５の２⑵イ））。そこで、平成１４年６月下旪ころ、Ｂは、被審

人に対し、銀行からの融資を取り付けるため、被審人が所有するビックカメラ株式を担保

提供してもらいたい旨要請し、被審人はこれを了承した（乙１５、参考人審問）。なお、

平成１４年８月２１日、被審人は、三井住友銀行の担当者との間で、被審人が所有するビ

ックカメラ株式１万４０００株を豊島企画の銀行借入れのための担保として提供すること

の意思確認を行った（甲２６、甲３５）。 

豊島企画の銀行借入れにつき、以下のとおり、平成１４年８月２２日ころ、被審人が所

有するビックカメラの株式に担保が設定された。 

・みずほコーポレート銀行 ５万４０００株（甲２５、甲２９） 

・大和銀行 ５５００株（甲１・資料２６、甲２９） 

・北陸銀行 １万６５００株（甲２９） 

・三井住友銀行 １万４０００株（甲１・資料２７、甲２６、甲２９） 

カ 被審人名義の定期預金の担保提供等 

大和銀行からの借入れにつき、大和銀行からの要請により、大和銀行に被審人名義の定

期預金（１０億５０００万円）を作り、これを担保として提供することとなった（甲４８、

乙１５）。Ｂは、被審人に対し、大和銀行による定期預金の担保提供の要請を伝え、被審

人の了解を得た（甲４８、乙１５）。大和銀行に対する担保として差し入れられた被審人

名義の１０億５０００万円の定期預金について、その資金移動を見ると、①平成１４年８

月２１日、ビックカメラから東京計画へ短期貸付（１０億５０００万円）、②同日、東京
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計画から被審人（巣鴨信用金庫の口座）へ短期貸付（１０億５０００万円）、③同日、被

審人の巣鴨信用金庫口座から被審人の大和銀行口座への振込み（１０億５０００万円）と

して処理され、最終的に、④同月２２日、被審人の大和銀行口座に振り込まれた１０億５

０００万円が被審人の定期預金に振り替えられた。そして、この被審人名義の定期預金が、

大和銀行に対し担保として提供された（甲１２）。 

なお、上記①及び②の短期貸付金については、平成１４年８月２９日付けでそれぞれ返

済処理されているが、その返済処理に先立ち、同日、ビックカメラから被審人に対し、１

５億６２００万円の短期貸付が行われた。上記①及び②の返済の原資は、ビックカメラか

ら被審人に対する短期貸付金１５億６２００万円の一部であった（甲１２）。 

キ 北陸銀行への豊島企画の指導に関する確認書の提出 

豊島企画に対する北陸銀行の貸付けに関し、同銀行の貸出稟議においては、ビックカメ

ラの豊島企画に対する指導確認書の取り受け交渉が指示された（甲５６）。その結果、ビ

ックカメラから、豊島企画が北陸銀行から優先匿名出資資金の借入れを行っていることを

確認すること、ビックカメラは豊島企画が北陸銀行からの借入金債務の履行が滞ることの

ないように、最大限の指導をすることを内容とする豊島企画の指導に関する確認書の提出

を受けることとなった（甲５６）。 

ビックカメラは、平成１４年８月２２日、北陸銀行に対し、豊島企画が同日付け金銭消

費貸借約定書に基づき北陸銀行から優先匿名組合出資金の借入れを行っていることを確認

するとともに、豊島企画が北陸銀行に対する上記借入金債務の履行を滞ることのないよう

に、最大限の指導をすることを確認する旨を内容とする豊島企画の指導に関する確認書を

差し入れた（甲１０）。 

(5) 豊島企画の概要 

ア 豊島企画の目的等 

豊島企画は、本件不動産流動化における優先匿名組合への出資、長期保証商品開発及び

関連業務受託を目的として、平成１４年８月１日に設立された（甲２）。豊島企画の本店

所在地は東京都渋谷区渋谷二丁目２１番１２号、取締役はＥら３名が、代表取締役はＥが

就任したとして登記された（甲１・資料４）。 

イ 豊島企画の活動実態等 

豊島企画の登記簿上の本店所在地には事務所・営業所はなかった（甲１）。 

豊島企画は、上記アの目的で設立されたものであるが、豊島企画が設立された後、他の

家電量販店やメーカー系販売店に対する販売業務が行われた形跡はほとんどなかった（甲

２）。また、豊島企画において、株主総会、取締役会は開かれておらず、同社の経理事務

はすべてビックカメラ経理部で行われていた（甲２）。 

豊島企画の代表取締役に就任したＥが行った業務は、豊島企画が対外的に提出する必要

のある書類に代表取締役の印を押印するというものであり、豊島企画の設立目的であった

保証業務に関する具体的事務を行ったことはなかった（甲７）。 

本件不動産流動化の会計上のアドバイスをしていたＫ会計士は、豊島企画の監査業務も
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担当した。Ｋ会計士は、平成１５年６月期から平成１９年６月期までの間、豊島企画の監

査業務を担当したが、豊島企画の監査業務に必要な書類やデータは、すべてビックカメラ

の経理部から受け取っていたものであり、監査法人による監査対応についても、すべてビ

ックカメラの経理部が行っていた（甲２、甲５）。 

また、豊島企画が設立された経緯を見ても、豊島企画の実質的な運営は、ビックカメラ

が行うことを前提とされていた（甲５）。 

なお、ビックカメラが、平成２１年２月６日に監視委に対して提出した「金融商品取引

法第２６条に基づく報告書」において、ビックカメラは、豊島企画の業務実態を見ると本

件不動産流動化を主目的として設立されたビックカメラの子会社であると判断している

（甲２）。 

３ 本件不動産流動化の終了 

(1) 平成１９年１月後半ころのＤから被審人への報告等 

平成１９年１月後半ころ、ビックカメラのＤは、本件不動産流動化から５年後の同年１

０月がリファイナンスの時期であったことから、被審人に対し、対象不動産が同月にリフ

ァイナンスを迎えること、同様のスキームで流動化を継続することは難しいのでリファイ

ナンスの際に対象不動産の第三者への売却を検討していることを報告した。被審人は、特

に異論なくこれを了承した（甲２０、乙２０）。 

平成１９年３月ころ、Ｄは、被審人と代表取締役社長のＨに対し、対象不動産を売却す

る方向でリファイナンスの準備を進めること、対象不動産の売却に関するアドバイザーの

選定等の説明をした（甲２０・資料１、乙２０）。 

平成１９年８月２９日、ビックカメラの取締役会（被審人出席）において、本件不動産

流動化に係る今後の対応方針が議題となった。その際、Ｄから、同年１０月２２日に本件

不動産流動化のリファイナンスの期日が到来するところ、本件不動産流動化を終了する旨

の説明があり、ビックカメラが対象不動産の売却につき入札に参加すること、入札金額は

最終的には代表取締役２名（被審人及びＨ）に一任することなどが承認された（甲５９）。 

(2) 本件不動産流動化の終了 

ビックカメラは、平成１９年８月３１日、信託受益権に係る入札につき、３１１億円で

入札したところ、１番札であったことから、ビックカメラが優先交渉権を取得した（甲５

４）。そして、ビックカメラは、三山マネジメントとの間で対象不動産の信託受益権の売

買契約を締結し、対象不動産を買い戻したことにより、本件不動産流動化を終了させた。 

４ 本件不動産流動化実行後の状況（平成１４年８月２３日以降） 

(1) ビックカメラグループの取引銀行一本化の依頼 

平成１５年３月１７日、被審人とＢは、みずほコーポレート銀行新宿営業部を訪れ、み

ずほ銀行とみずほコーポレート銀行に分かれていたビックカメラグループの取引をみずほ

銀行池袋西口支店に一本化したい旨の要請をした（甲３９・資料１、甲４０）。ビックカ
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メラグループとしての取引銀行の一本化の要請は、被審人の意向に基づくものであり、ビ

ックカメラ側（被審人及びＢ）から提示された取引銀行の一本化の対象となる会社の中に

は豊島企画も含まれていた。（甲３９、甲４０、甲４７）。なお、豊島企画の役員は、取

引銀行の一本化の交渉に立ち会うことはなかった（甲３９）。 

(2)ビックカメラ株式の発行及び売出しについて 

ア ビックカメラ株式のジャスダック証券取引所への上場に伴う新株式の発行及び株式

の売出し 

平成１８年７月１２日、ビックカメラの取締役会（被審人出席）において、 ビックカメ

ラ株式のジャスダック市場への上場に伴う、新株式の発行（普通株式１０万株）及び被審

人が所有するビックカメラ株式の売出し（普通株式５万株）が議題となり、これらの議事

内容は異議なく承認可決された（甲５９）。 

平成１８年７月２５日、ビックカメラの取締役会（被審人出席）において、同月１２日

の取締役会で承認可決されたビックカメラ株式の発行に係る払込金額、売出しに係る売出

価格等の新株式の発行及び株式の売出しに必要な事頄が異議なく承認可決された（甲５９）。 

イ ビックカメラ株式の東証一部上場に伴う新株式の発行及び株式の売出し 

平成１９年１１月２２日、ビックカメラの取締役会（被審人出席）において、東証一部

への上場目標時期を平成２０年５月、主幹事会社を日興コーディアル証券株式会社（当時。

以下「日興証券」という。）として、株式上場の準備が進められることが承認可決された

（甲５９）。 

主幹事証券会社である日興証券の担当者との交渉は、被審人、Ｄらが行った（甲１９）。 

新株式の発行及び株式の売出しに係る交渉の際に問題になったのは、ビックカメラにお

ける発行決議日、その後の東証一部上場日、発行・売出しの株式数、日興証券が受け取る

手数料率、日興証券の引受シェアなどであった（甲１９）。平成２０年４月７日、被審人

は、日興証券との打合せにおいて、日興証券が提示した４．５パーセントの手数料率が高

いとして手数料率の水準に難色を示したり、発行・売出しの株式数の要望を出したため、

日興証券はこれらの事頄を持ち帰り、検討することとした（甲１９）。 

同月１０日での打合せでは、被審人は、日興証券が提示した発行・売出しの株式数を了

承しなかったが、日興証券の担当者に対して、手数料率と引受シェア、発行株式数につい

ては、Ｄらと相談するよう言った（甲１９）。 

平成２０年５月１６日、ビックカメラの取締役会（被審人出席）において、新株式の発

行（普通株式１６万３５００株）及び被審人が所有するビックカメラ株式の売出し（普通

株式８万株）に必要な一切の事頄を代表取締役であるＨに一任することが、異議なく承認

可決された（乙１３）。 

ウ 東証一部への上場審査 

平成１９年１１月２２日の取締役会において、平成２０年５月を目標に東証一部へ株式

を上場することが決定され（甲５９）、同年１２月、ビックカメラの上場申請が東京証券

取引所に正式に受理された（甲３３）。 
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Ｄは、平成１９年７月か同年８月ころの東京国税局による豊島企画の税務調査の際、豊

島企画の出資者が被審人であることを認識した（甲３４、乙２０）。しかし、平成２０年

４月９日以降の上場審査におけるヒアリングが実施された際、Ｄは、審査担当者に対して、

豊島企画の出資者はＥらであるなどと虚偽の説明をした（甲３３、甲３４、乙２０）。 

平成２０年５月１６日、ビックカメラの東証一部への上場が承認され、同年６月１０日、

ビックカメラは東証一部へ株式を上場した（甲３４）。 

(3) 国税当局による調査 

平成１９年秋ころから平成２０年３月にかけて、東京国税局による豊島企画に対する調

査が行われた（甲２）。この調査において、東京国税局は、本件不動産流動化についても

調査を行ったものであるが、最終的に本件不動産流動化の売却処理は否定されなかった（甲

２、乙２０）。 

さらに、東京国税局は、ビックカメラに対し、平成１９年１１月１４日付け質問書を送

付した。質問書の内容は、豊島企画と三山マネジメントとの間の匿名組合契約は、ビック

カメラがアセットの助言に基づき決定したものであるのか、豊島企画とビックカメラの匿

名組合出資金に対し、両者が受領する匿名組合分配利益との間に著しい差異があることか

らすると、ビックカメラは、匿名組合出資金以外に匿名組合事業に何らかの貢献をしてい

るのか、などというものであった（甲１１）。 

東京国税局からの質問書に対し、ビックカメラは、平成１９年１１月２１日付け回答書

において、不動産流動化についてはアセットからの提案を了承し、流動化のスキームが進

行した旨、及び、リスクの計量化について検討するノウハウはビックカメラにはなく、最

終的なリスクはすべてビックカメラが負うという認識をもってアセットからの提案を了承

した旨回答した（甲１１）。 

(4) 本件不動産流動化の問題の発覚と対応 

平成２０年７月１４日、同月１５日、本件不動産流動化を背景として、ビックカメラが

東京国税局から所得隠しを指摘され、追徴課税処分を受けたこと、被審人が豊島企画の銀

行借入れにつき、担保を提供していたことが報道された（甲４４）。 

平成２０年７月１６日、Ｂ及びＩは、本件不動産流動化の法律面についての助言等をし

た弁護士に対し、被審人が豊島企画の銀行借入れにつき担保提供したこと、被審人が豊島

企画の実質的な出資者であることの問題点を確認したところ、当該弁護士からは問題がな

い旨の回答を得た（甲４４、甲４５）。 

平成２０年１２月２５日、ビックカメラは、売却処理とした本件不動産流動化に係る会

計処理を見直し、対象不動産を資産計上する旨の過年度決算の訂正に関する公表を行った

（甲１・資料１）。同日、ビックカメラは、上記の過年度決算の訂正の原因究明等を目的

とした調査委員会を設置した（甲１）。 

平成２１年２月１９日、上記調査委員会は、ビックカメラ代表取締役のＨに対し、本件

不動産流動化の会計処理について、売却処理は認められず、金融取引として処理されるべ
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きであったこと、豊島企画の株式払込金が被審人個人の負担により行われたことが被審人

に報告されたとは認められないことなどを内容とする報告書を提出した（甲１）。 

(5) ビックカメラに対する審判手続 

平成２１年６月２６日、金融庁長官は、ビックカメラが重要な事頄につき虚偽の記載が

ある有価証券届出書（第２７期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書及び第２８期

事業年度中間連結会計期間に係る半期報告書を参照書類とするもの）に基づく募集により、

１６万３５００株の株式を１２３億３７７１万円で取得させたなどとして、ビックカメラ

に対する審判手続を開始した（甲１７）。ビックカメラは、第１回審判の期日前に、課徴

金に係る金融商品取引法第１７８条第１頄各号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を

認める旨の答弁書を提出したことから、金融庁長官は、ビックカメラに対し、２億５３５

３万円の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をした（甲１７）。 

なお、ビックカメラは、２億５３５３万円の課徴金をすでに国庫に納付している。 

５ その他の事情 

(1) 被審人が所有する資産の管理状況等 

被審人の個人資産は、Ｇが管理していた（乙２１、乙１５）。被審人の個人資産に関す

るＧの業務は、被審人の個人口座内の金銭を管理するというものであり、同口座内の金銭

を引き出し、支払いに充てる場合には、支払決裁用の書類に、確認のための被審人の署名

をもらう手続を踏んでいた（乙２１）。 

豊島企画の出資金については、東京計画から被審人への貸付けとして会計処理されたが、

Ｂは、この会計処理の事実を被審人及びＧに報告しなかった（乙１５、乙２１）。また、

豊島企画に対する出資に当たり、支払決裁用の書類に被審人の署名をもらうという手続は

行われなかった（乙２１）。 

(2) 被審人の平成１４年分所得税確定申告書に添付された財産及び債務の明細書 

被審人の所得税確定申告書に添付された財産及び債務の明細書を見ると、平成１４年１

２月末時点において、被審人が所有する財産に豊島企画の株式が記載されなかった（甲４

２、甲４３）。 

(3) 東京計画の虚偽決算書類 

平成１１年から平成１２年ころにかけて、東京計画は債務超過の状態であったが、債務

超過額を減らすなどの決算書の改ざんが行われ、東京計画の決算書は、金融機関提出用と

税務申告用の２種類が作成されていた（甲３８）。 

Ｂは、虚偽の決算書が作成されていることを認識していた（甲３８、甲４７）が、自ら

の判断で処理し、Ｄから指摘を受けるまで決算書の二重作成の事実を秘匿していた（甲４

７）。 

６ 被審人に対する質問調査の状況及び供述の内容 

資 110



111 

 

被審人に対しては、監視委による質問調査が行われた。本件審判事件の審判手続において

取り調べられた被審人の質問調書においては、被審人の供述として、大要、以下のような

内容が録取されている。 

(1) 初回の質問調書 

ア 初回の質問調書の内容 

平成１４年７月ころ、Ｂから、「不動産流動化による資金調達のスキームのため、ビッ

クカメラと関係の無い３人が役員兹株主となっている会社を新たに設立する必要があるの

ですが、実質的には、ビックカメラが業務を行うので、Ａ社長に１千万円を出資して欲し

い」との依頼を受け、１０００万円を出資することを了解した。 

豊島企画は、Ｅらが役員として登記され、株主となっているが、いずれも名義を借りた

だけであり、Ｅらが豊島企画に出資した事実はない。 

イ 初回の質問調査の状況 

被審人は、初回の質問調査の当日に、監視委からの要請を受け、質問調査を受けた。被

審人は、監視委による質問調査の前に、本件不動産流動化の法律面での助言等をした弁護

士に相談しようとしたが、面会はできず、結局、質問調査で指摘される問題点を事前に把

握できないまま、質問調査を受けることとなった（被審人審問）。担当調査官による質問

調査は１５分から２０分程度のもので、休憩の後、担当調査官との間で１０分から１５分

程度の時間をかけて調書の内容の確認が行われた（乙１４）。質問調査に際して、被審人

に対し、担当調査官から本件不動産流動化を実行した状況についての資料を提示されるな

ど、被審人の記憶を喚起するような事情の説明は行われなかった（乙１４）。 

(2) 平成２１年３月２５日付け質問調書（全４頁のもの。甲５１）の内容 

豊島企画の設立については、Ｂから、不動産流動化のために新会社を設立する必要があ

るという説明を受け、設立を了承した。豊島企画を設立することを了承したときのＢとの

やりとりについては、現在、具体的な記憶がない。現在記憶があるのは、Ｂから、不動産

の流動化のために設立する必要があるということ、役員についてはビックカメラと関係が

ない人にお願いしたいということ、Ｂが新会社の役員候補として、Ｃの名前を挙げ、事前

の電話をしてもらえれば、後はＢが詳細を説明することを聞いたくらいであり、その他の

やり取りについては、全く覚えていない。 

平成１４年当時、新会社に対する出資は、被審人個人の出資であったとは考えていなか

った。なぜなら、被審人個人の出資であれば、被審人の個人口座を管理していたＧに、個

人口座から資金を出すよう指示していたはずだからである。 

豊島企画の設立に関し、被審人が実際に行ったものとしては、Ｂから依頼されたＣへの

事前連絡くらいである。その際、Ｃに対しては、役員になって欲しいという意味のことを

話したくらいで、その他の詳しい説明はしていないはずである。 

(3) 平成２１年３月２５日付け質問調書（全５頁のもの。甲５２）の内容 
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豊島企画の銀行融資について、初めてＢから担保提供について依頼を受けたときは、ビ

ックカメラの株式だけが担保提供の対象になっていたように思う。 

大和銀行に対する１０億５０００万円の定期預金による担保提供について、被審人の個

人資金は、Ｇに対する被審人の指示がないと資金移動はできないので、おそらくＧに指示

をしたはずである。 

北陸銀行から豊島企画に対する融資に関し、豊島企画の借入金債務の履行が滞ることの

ないようにビックカメラが指導することを約束した内容の書面が平成１４年８月２２日付

けで作成され、北陸銀行に差し入れられているが、このような書面の存在は知らなかった。

本件不動産流動化については、Ｂにすべて任せていたので、流動化に必要であれば、平成

１４年当時の判断として、Ｂの一存で書面を北陸銀行に差し入れることも可能であったと

思う。 

(4) 平成２１年３月２６日付け質問調書（甲５３）の内容 

平成２０年５月、ビックカメラが新株式の発行を行った際、被審人が所有するビックカ

メラの株式の売出しも行った。平成２０年当時、ビックカメラの代表取締役の一人として、

ビックカメラ株式の発行・売出しの手続を会社として進めることは承認していたので、ビ

ックカメラ株式の発行・売出しのために必要な書類が作成されることは分かっていた。ま

た、株式の売出しのために、有価証券届出書と目論見書が作成されることは分かっていた。 

第６ 審判体の判断 

本件審判事件においては、争点１から争点３までについて、指定職員及び被審人が主張立

証を尽くしてきたものである。本件審判事件の経過を見ると、指定職員、被審人の間にお

いて最も争われた点は争点２であると認められることから、まず、争点２について判断す

ることとする。 

なお、争点２の判断に際して、争点１及び争点３については、指定職員の主張が認めら

れるものと仮定する。すなわち、①本件不動産流動化当時、商法会計においても、１５号

実務指針の内容が「公正ナル会計慣行」であり、本件不動産流動化に係る会計処理につき、

１５号実務指針に従った会計処理をする必要があったこと、②優先匿名組合出資を引き受

けた豊島企画は、ビックカメラの緊密者である被審人の実質１００パーセント出資に係る

会社であって被審人がその議決権のすべてを所有しており、かつ、豊島企画に対する融資

につき、被審人が所有するビックカメラ株式等を担保として提供していることからすると、

豊島企画はビックカメラの子会社に該当すること、③本件不動産流動化に１５号実務指針

を適用すると、豊島企画が負担するリスクが合算されることから、ビックカメラのリスク

負担割合は約３１パーセントとなり、本件不動産流動化に係る会計処理として売却処理は

認められないため、ビックカメラが三山マネジメントから受けた匿名組合清算配当金４９

億２０００万円は、内部取引として相殺消去すべきであること、④よって、ビックカメラ

の(i)第２７期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書の連結財務諸表の重要な後発

事象の注記における、「同スキームの終了に伴い、平成１９年１０月２６日付で匿名組合

清算配当金４９２０百万円が発生しております」との記載、及び、(ii)第２８期事業年度
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中間連結会計期間に係る半期報告書の中間連結損益計算書における、連結中間純利益が７

１億４５００万円である旨の記載は、いずれも虚偽であり、これらの記載がある報告書を

参照書類とする目論見書には重要な事頄につき虚偽の記載があったといえること、⑤被審

人は目論見書の作成に関与したことを前提とする。 

１ 指定職員の主張についての検討 

(1) 初回の質問調書 

ア 被審人が目論見書に虚偽の記載があることを知っていたことに関し、指定職員は、初

回の質問調書を直接証拠として位置付けて（指定職員の準備書面⑷１６頁）、その供述内

容から被審人は豊島企画の出資の名義借りについて認識していた旨主張する。 

確かに、初回の質問調書では、被審人は、「平成１４年７月ころ、当時、ビックカメラ

の取締役であったＢから、不動産の流動化による資金調達のスキームのため、ビックカメ

ラと関係の無い３人が役員兹株主となっている会社を新たに設立する必要があるのですが、

実質的には、ビックカメラが業務を行うので、Ａ社長に１千万円を出資して欲しいという

依頼を受けました。私は、Ｂ取締役にビックカメラの経理関係の業務を任せており、信頼

しておりましたので、１千万円を出資することを了解しました」と供述した旨録取されて

おり、かかる内容が真実であるならば、被審人は、被審人による出資を第三者名義にする

ことの認識を有していたと見ることもできる。 

しかしながら、被審人は、監視委による初回の質問調査の前に、本件不動産流動化の法

律面での助言をした弁護士の相談を受けようとしたが、弁護士との面会は実現せず、結局、

質問調査において問題となる事頄についての把握ができないままに質問調査に臨んだと認

められる。加えて、初回の質問調査が、本件不動産流動化の実行から約６年経過した時点

のものであること、質問調査が実施された時間（担当調査官による質問調査の時間は約２

０分程度であったと認める。）などからすると、本件不動産流動化に関する被審人の記憶

が十分に喚起された上での供述であるか疑問が残る。 

また、初回の質問調書は、被審人の記憶が喚起された後に詳細な供述を行うことを前提

とした暫定的な調書であると考えられ、初回の質問調査の時点で、被審人が、自身やビッ

クカメラに掛けられた具体的嫌疑を十分に認識していたとは認められない。 

このように、初回の質問調書については、その信用性を疑わせるべき事情が尐なからず

存するのであるから、これにより、被審人が豊島企画の出資の名義借りを認識していたこ

とを認定するのは相当ではないというべきである。 

イ 仮に、初回の質問調書における被審人の供述内容が真実であったとしても、当該供述

は、被審人が実質的には新会社の出資をするが、株主の名義は第三者にすることを被審人

が認識していたことを示す内容にとどまるものであり、被審人が新会社である豊島企画の

出資者になると本件不動産流動化において会計上売却取引が認められなくなるという認識

を被審人が有していたことをうかがわせるような内容となっていない。 

そうすると、初回の質問調書における被審人の供述内容が真実であったとしても、被審

人が、目論見書に虚偽の記載があることを認識していたと認めることはできないというべ
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きである。 

(2) 本件不動産流動化がビックカメラの経営上最重要課題であり、豊島企画の出資の名義

借りが本件不動産流動化の実現を左右する最重要事頄であって、当然に被審人の了承の下

で実行されたという点 

ア 平成１４年当時のビックカメラにおける本件不動産流動化の位置付けと被審人の認

識 

本件不動産流動化は、ビックカメラの資金調達手段として平成１４年８月２３日に実行

されたものであり、不動産信託受益権の売却額は２９０億円に上った。そして、本件不動

産流動化の背景事情として、平成１４年当時のビックカメラは、取引銀行から借入額の圧

縮を強く求められていたことや、ビックカメラの子会社整理に伴い生じる特別損失を補う

ための資金を必要としていたことが認められる。特に、ビックカメラの取引銀行に対して

は、本件不動産流動化により調達した資金でビックカメラの借入金を返済することを約束

しており、その期限が、銀行の上期決算期である平成１４年９月末とされていた（ビック

カメラの主取引銀行の担当者は、Ｂに対し、本件不動産流動化により調達した資金により

借入金をどれだけ返済するのか回答を迫ったこともあった。）。 

これらの事情からすると、本件不動産流動化は、平成１４年当時のビックカメラにとっ

て、経営上重要な課題であったことは明白であり、また、ビックカメラの財務担当であっ

たＢとしても、平成１４年８月末までに、本件不動産流動化を何としてでも実現させよう

としていたことが認められる。 

さらに、本件不動産流動化の対象不動産が、ビックカメラ本部ビルとビックカメラの旗

艦店とされる池袋本店ビルといった、ビックカメラの経営上重要な財産でもあった。 

このように、本件不動産流動化による資金調達は、平成１４年当時のビックカメラにお

いて、経営上重要な課題と位置付けられるものであるから、Ｂとしても、本件不動産流動

化の概要について、被審人に報告していたものである。 

したがって、被審人は、本件不動産流動化を行うこと自体については、Ｂからの報告に

より当然認識し、これを了承していた。 

イ 豊島企画の出資の名義借りに関する報告等の有無 

関係証拠によれば、被審人は、ビックカメラ株式の東証一部への上場に当たり、売出し

に係るビックカメラ株式の数量や主幹事証券会社であった日興証券の手数料率等について

要望を出していること、ビックカメラグループのみずほコーポレート銀行からみずほ銀行

への取引移管交渉に際しては、被審人自らが要請をしていること、その後のみずほコーポ

レート銀行との交渉の状況について、Ｂから報告を受けていることなど、ビックカメラの

経営において、比較的詳細な事頄について自らが関与し、被審人自らの意向を示していた

一面を有していたといえる。 

もっとも、平成１４年当時のビックカメラの経営体制を見ると、取締役等に広範な裁量

権があり、担当する業務に関する権限が包括的に委任されていたと認められる。例えば、

Ｂが管理していた東京計画においては、決算書類の二重作成が行われ、東京計画が債務超
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過の状態であることが隠ぺいされていたところ、ＢはＤから指摘されるまで二重作成の事

実を秘匿していたのであり、取締役が自らの判断で担当業務を遂行していたことがうかが

われる。また、そもそも、ビックカメラにおいては、稟議規定等の社内規程が十分に整備

されていなかったことも考慮すると、ビックカメラ及びビックカメラグループの経営事頄

について、被審人に対する報告の方法は確立されておらず、被審人への報告の方法及びそ

の内容は、実務を担当している各取締役の判断に相当程度任されていたと認められるので

あって、経営事頄の細部にわたる詳細な事頄についてまで、当然に被審人に報告されてい

たと認めることはできないというべきである。 

そして、指定職員が、被審人自らが関与していたと指摘するみずほコーポレート銀行と

の取引移管交渉は、取引銀行とビックカメラとの今後の関係にも影響する重要な事頄であ

るといえる（なお、日興証券の手数料率等については、被審人は、最終的にＤらに任せる

としており、手数料率の決定に当たり自らが差配していたとまでは言いがたい。）。他方

で、本件不動産流動化において売却処理を可能とするために、豊島企画の出資の名義をど

のようにするかという点については、適宜専門家の助力を得つつ担当者限りで解決し得る

技術的問題であると考えられる。よって、Ｂが出資の名義借りを重大な問題であると認識

しておらず、現場レベルの問題としてしか認識していなかったとの被審人の主張を、直ち

に排斥することはできない。 

結局、指定職員が指摘する事情により、被審人が取締役から報告を受け、自ら差配し、

被審人自身の意見を及ぼしていたことを前提にしても、本件不動産流動化について、本件

不動産流動化の実務担当者であるＢから、被審人及びＢが供述する内容以上の詳細な説明、

報告を受け、被審人の指示、了承の下で実行されたものと推認することはできないという

べきである。 

したがって、被審人に対し、豊島企画の出資の名義借りの報告があったとの推認もでき

ない。 

ウ 出資の名義借りの必要性・動機の有無 

指定職員が主張するとおり、豊島企画の出資の名義をＥらとしたことは、本件不動産流

動化のスキームにおいて、被審人が豊島企画の１００パーセント出資者であると、会計処

理において売却処理が認められないことから、本件不動産流動化の成否を分ける重要事頄

であるといえる。しかしながら、豊島企画への出資金の額は１０００万円であって、平成

１４年当時の被審人が所有する資産の状況、被審人が当時ビックカメラの代表取締役であ

ったという被審人の社会的地位にかんがみると、被審人以外の第三者（被審人の知人等）

に出資を依頼することは容易であったと考えられる。 

そうすると、被審人が、豊島企画の出資を被審人以外の者により行う必要があるとの報

告を受けたのであれば、なにゆえ、第三者に実際に出資してもらうなどの無難な方法を取

らずに、出資の名義借りといった本来許されない方法を取ったのか疑問が残るところであ

る。 

(3) 被審人が、自身が豊島企画の出資者であることを認識していたという点 
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ア 東京計画の帳簿処理 

(ｱ) 帳簿処理の内容 

豊島企画の株式払込金の払込みに当たっては、東京計画の預金口座から引き出された１

０００万円が使用された。そして、この１０００万円の帳簿処理については、Ｂがビック

カメラ経理部の担当者に指示をしたことにより、平成１４年７月３１日付けで被審人に対

する短期貸付金として処理された。 

(ｲ) 事実経過から見た不自然性 

被審人が豊島企画に出資をすると、売却処理が認められなくなることについては、被審

人に対する短期貸付の処理が行われる前である平成１４年６月２６日にＫ会計士から指摘

され、Ｂは認識していた。その上で、豊島企画の株式払込金に関しては、あえて、東京計

画から被審人に対する貸付処理とし、実質的に被審人が豊島企画に出資した形が取られて

いる。仮に、被審人が、Ｂからの報告、説明により、自らへの貸付処理とされていること、

及び、それによる会計上の問題を認識していたならば、例えば、東京計画から直接出資す

る形を取る、第三者から出資してもらうなど、他の方法を選択するのが合理的である。そ

れにもかかわらず、実質的に被審人が豊島企画に出資した形が取られたことは、むしろ、

被審人が自らへの貸付処理や会計上の問題を認識していなかったことを推認させるものと

いうべきである。 

(ｳ) 貸付処理とした時期からの検討 

東京計画から被審人への貸付処理については、平成１４年７月３１日にＢの指示により

東京計画の口座から１０００万円が出金された後、Ｂが、ビックカメラ経理部担当者から

東京計画の帳簿処理の方法を問われ、当該担当者に指示して被審人への貸付けとして帳簿

処理をさせた（なお、同年８月１日には豊島企画が設立されている。）。このように、ビ

ックカメラ経理部担当者の指摘を受けたことにより東京計画から被審人への貸付処理が行

われたという貸付処理の時期及び経緯からすると、東京計画の口座から１０００万円を出

金する時点で、Ｂが、東京計画から被審人への貸付処理とすることを明確に決定していな

かった疑いがある。 

そうすると、豊島企画の設立前の時点で、被審人に対し、豊島企画の出資については東

京計画の資金を使用する旨説明した際、被審人への貸付処理の説明があったかについても

疑わしい。 

イ 新会社の概要についてのペーパー 

指定職員は、平成１４年６月４日、ＢがＫ会計士に対して新会社の概要を説明した際に

使用したペーパー（甲１・資料６）の「１０～３０Ｍ（代表１００％）」との記載は、被

審人による１００パーセント出資を意味するものであり、したがって、被審人の認識とし

ても、豊島企画への出資はすべて被審人の個人資金で行われると認識していた旨主張する。

この点、確かに、ペーパーの記載内容からすると、被審人による１００パーセント出資を

前提にしているようにも見える。そして、これに先立つ同日のＢの被審人に対する説明に

際して、同じ内容の説明ペーパー（甲１・資料５）を使用したことを前提にすると（Ｂは、

被審人に対し、甲１・資料５を用いて説明をしていない旨陳述する。）、被審人は、豊島
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企画への出資が自己の資金から出されるとの認識があったとも考えられる。 

しかしながら、平成１４年当時、ビックカメラは被審人が実質１００パーセント出資に

係る会社であったことからすると、新会社の設立のための資金をビックカメラ、東京計画

等の被審人の１００パーセント出資に係る会社、あるいは、被審人自身のいずれの資金か

ら拠出したところで、被審人からしてみれば、経済的実質に変わりがない。そして、実際

には、新会社である豊島企画の設立に必要な１０００万円が、東京計画の口座から引き出

され、出資金に充てられていることからすると、平成１４年６月４日のＢによるＫ会計士

への説明に際し、新会社は被審人の１００パーセント出資であるとの説明があったとして

も、その説明の時点で、Ｂが、被審人の個人資金を新会社の出資に用いることを明確に決

定していたとまでは言いがたい。また、同月４日当時は、会計の専門家の説明においても、

ビックカメラと資本関係がある会社でなければ、被審人の１００パーセント出資に係る会

社の資金であっても会計処理上問題はないという前提で、本件不動産流動化のスキームは

検討されていた。 

そうすると、「代表１００％」の記載も純粋に被審人の個人資金のみを指しているので

はなく、東京計画のような被審人の１００パーセント出資に係る会社からの資金をも意味

すると考えられる。 

(4) 被審人が豊島企画の出資の名義借りを認識していたという点 

ア 豊島企画の出資に関する確認書の存在 

Ｂは、Ｅらから、豊島企画の出資に関する確認書を徴し、被審人とＥらとの間の株主権

に関する権利の帰属関係を明確にしている。しかし、Ｂは、Ｅらから当該確認書を徴する

のみで、被審人に報告せずに当該確認書をビックカメラ社内に保管していたのであって、

果たして、出資の名義借りをＢが重要な問題であると認識していたかは疑問である。むし

ろ、社会一般の会社の実態として、出資の名義借りが尐なからず見受けられることからす

ると、出資の名義借りが重要な問題ではないなどと考え、被審人に報告していなかったこ

とも十分に考えられるところである。 

そうすると、当該確認書に被審人の署名、押印等がなく、被審人が当該確認書の内容を

確認した形跡がないことからしても、豊島企画の出資は実質的には被審人の出資であり、

これを第三者名義に偽装しているとの認識が被審人にあったとすることはできないという

べきである。 

イ 豊島企画の役員就任の声掛け依頼 

指定職員は、被審人が、Ｂから、Ｃに対する豊島企画の役員就任の声掛けを依頼された

際、より重要性の高い出資の名義借りについても報告、説明を受けたはずであると主張す

る。 

しかし、出資の名義借りは、社会一般の会社の実態として尐なからず見受けられるもの

であって、役員の名義借りと比較した場合、相対的にリスクが高く、報告すべき重要な事

頄とまでは直ちに認められないのであって、Ｂの被審人に対する豊島企画の役員の名義借

りの説明があったことを理由として、豊島企画の出資の名義借りの説明があったはずであ
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るということはできない。 

(5) 本件会計ルールの認識 

指定職員は、被審人は本件会計ルールにつき相当程度の認識を有していたはずであると

主張するが、関係証拠を見ても、Ｂらから説明、報告を受けるなどして、本件会計ルール

を認識していたと認めるに足りる証拠はない。 

すなわち、Ｂは、平成１４年６月２６日のＫ会計士の指摘により、豊島企画の出資と銀

行借入れについての担保提供を被審人が行うと、売却処理が認められないと初めて認識し

たものであるが、このような緊密者による出資と担保提供を行った場合の会計上の問題に

関し、Ｂが、被審人に対して、報告、説明をしたとまでは証拠上認められないのである。 

(6) その他の指定職員の主張 

ア 上場審査における虚偽説明 

指定職員は、ビックカメラが東証一部に上場する際の上場審査において、Ｄが、審査役

に対して、豊島企画の株主はＥらであり、豊島企画の銀行借入れは無担保であるなどと虚

偽の説明を行ったことから、被審人に出資の名義借りの認識があったと主張するが、これ

は、Ｄの認識に関わるものであり、これにより被審人の認識を推認することはできない。 

イ 被審人による本件不動産流動化の説明の機会 

指定職員は、被審人は本件不動産流動化についてワンマン経営者として種々説明を求めら

れる機会が多々予想される立場にあり、その際に最も重要であった事頄は豊島企画に関す

る説明であったことから被審人に出資の名義借りの認識があったと主張するが、現実に被

審人が豊島企画に関する説明を求められたこと、又はそのような事態が予想されたことを

認めるに足りる証拠はない。 

ウ その他 

指定職員は、さらに、豊島企画の銀行借入れにつき、銀行と折衝をし、被審人が担保提

供をして融資を受けたのであり、被審人は豊島企画の内実を十分に承知していたことを指

摘して、被審人に出資の名義借りの認識があったと主張するが、豊島企画の銀行借入れに

ついて、折衝を行っていたのはＢであり、被審人自身が銀行との間で融資の折衝を行った

とまでは認められない。 

さらに、指定職員は、被審人の平成１４年分所得税確定申告書添付の「財産及び債務の

明細書」では、被審人が保有する財産として豊島企画の株式が除外されており、これは、

被審人が、豊島企画の内実を十分に承知し、出資の実態を秘匿しなければならなかったこ

との証左である旨指摘するが、この点についても、被審人が豊島企画に出資していること

の認識がなかったがために、豊島企画の株式が記載されなかったとの説明も可能であるか

ら、豊島企画の出資の名義借りを被審人が認識していたと推認することはできないという

べきである。 

２ その他証拠から認められる事実からの検討 

(1) 本件不動産流動化に関する被審人の認識 
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関係証拠から認められる、被審人による本件不動産流動化への関与の状況等を基にする

と、本件不動産流動化当時、被審人が認識した事実及び関与した事実は、尐なくとも以下

のとおりであったと認められる。 

・平成１４年５月１７日ころのＢから受けた報告によると、不動産流動化スキームは、

東京計画等の既存の会社を利用するものであること。 

・その後、スキームの変更により、優先匿名組合出資の引受法人として新会社を設立

すること、設立する新会社はビックカメラからの出資や役員派遣のない会社とする必要が

あること。 

・新会社はビックカメラからの出資がないものの、ビックカメラ側がコントロールで

きる会社とする必要があること。 

・豊島企画の銀行借入れの担保として、被審人が所有するビックカメラ株式を担保提

供すること。 

・当該担保提供に当たり、三井住友銀行の担当者と面談し、担保提供の内容を了承し

たこと。 

・豊島企画の銀行借入れにつき、大和銀行に対して、被審人名義で定期預金を作成し、

これを担保として提供したこと。 

・Ｃに対し、豊島企画の役員就任の依頼をしたこと。 

・豊島企画への出資に東京計画の資金を使用すること。 

これらの本件不動産流動化に関する被審人に対する報告や、被審人の関与は認められる

ものの、これらによって直ちに豊島企画への出資が被審人自らの出資であるとの認識があ

ったといえるのか疑わしいというべきである。 

(2) 被審人の個人資産の管理について 

本件不動産流動化当時、被審人の個人資産の管理は、Ｇが行っていた。 

豊島企画の設立に際し、豊島企画の出資金の１０００万円については、東京計画から被

審人に対する短期貸付金として会計処理がされているが、Ｂは、東京計画から被審人に１

０００万円を短期貸付した事実をＧに報告していない。 

さらに、被審人の個人資産からの出金が必要となる場合は、Ｇが被審人に出金のための

決裁書類への署名を求めるところ、豊島企画への出資に関しては、Ｇが被審人に対して、

出金のための決裁手続を行っていない。 

そうすると、被審人の個人資産の管理の状況から見ても、被審人としては、そもそも豊

島企画の設立に当たり、自己の個人資金が豊島企画の出資に用いられたと認識する契機が

なかったというべきである。 

(3) 株式の売出しまでの被審人の認識について 

本件不動産流動化が実行された平成１４年８月以降、平成２０年６月のビックカメラの

株式の売出しに至るまでの間に、被審人が、豊島企画の出資が名義借りとされていたこと

や本件会計ルールを認識したと認めるに足りる証拠はない。 
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関係証拠によれば、平成１９年７月ころ、ビックカメラに対し東京国税局の調査が行わ

れ、その際、Ｄは、豊島企画の真の出資者が被審人であることを認識したことが認められ

るが、豊島企画の出資者が被審人であるにもかかわらず、Ｅらに偽装されているとの報告、

説明が被審人にされたと認めるに足りる証拠はない。また、そもそも、被審人に対し、本

件会計ルールを報告、説明したことは証拠上うかがえない。 

さらに、東京国税局は、本件不動産流動化に係る会計処理自体については、問題点を指

摘しなかったことからしても、ビックカメラ社内において、本件不動産流動化に係る会計

処理に問題があるとの認識を持ちようがないといえる。 

そうすると、目論見書の作成より後の平成２０年６月の株式の売出しの時点においても、

被審人の認識は、上記第６の２⑴で認定した認識のままであることが認められる。 

３ 争点２の結論 

以上からすると、指定職員が指摘する事情、その他関係証拠から認められる事情を見て

も、被審人が、目論見書の作成に関与した時点で、目論見書に虚偽の記載があることを知

っていたと認めることはできない 

よって、違反事実に関する争点のうち、争点２については、これを認めることはできな

い。 

第７ その他の争点について 

上記第６で検討したとおり、仮に目論見書に虚偽の記載があり、かつ、被審人が目論見

書の作成に関与したとしても、被審人が目論見書の作成に関与した時点で、目論見書に虚

偽の記載があることを知っていたとまでは認められない。 

そうすると、その他の争点を検討するまでもなく、本件審判事件において、金融商品取

引法第１７８条第１頄第２号に該当する事実は認められないこととなる。 

第８ 結語 

よって、本件審判事件において、被審人に違反事実がないと認めるので、金融商品取引

法第１８５条の７第１６頄の規定により、主文のとおりの決定をするのが相当と判断する。 

以上 

 

（別紙本件不動産流動化の概要図）（省略）  
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Ⅴ－５．ビックカメラ調査委員会の調査報告（概要）および再発防止策の公表について 

 

調査委員会の調査報告（概要）および再発防止策の公表について 

 

当社は、平成２０年１２月２５日付「過年度決算の訂正について」において、過年度決

算の訂正の原因究明および再発防止のため、同日、調査委員会を設置することについてお

知らせいたしました。 

今般、調査委員会による調査が終了し、当社は、本日開催の取締役会において、調査委

員会の調査結果の報告を行いました。調査報告には個人情報が記載されておりますことか

ら、当該報告を要約したものを添付いたします。また、調査委員会の報告を受け、当社に

おいてまとめました再発防止策の概要につきましても添付いたしました。 

過年度決算の訂正につきましては、本日付「有価証券報告書、半期報告書の訂正報告書

および有価証券届出書の訂正届出書の提出ならびに過年度決算短信および中間決算短信等

の訂正について」をご参照くださいますようお願い申し上げます。 

当社は、再発防止策を迅速かつ誠実に実行し、コーポレートガバナンスとコンプライア

ンス体制の充実、強化を図る所存であり、信頼の回復に向け全力を尽してまいります。 

以 上 

 

調査報告書（概要） 

 

第１ 当委員会の構成 

当委員会は，次に述べる委員長及び委員の４名により構成された。 

・委員長 児島 仁（社外取締役，日本電信電話株式会社特別顧問，ヒロセ電機株式会社社

外取締役） 

・委 員 有田龍郎（社外取締役，元日本精工株式会社社外取締役） 

・委 員 生井俊重（社外取締役，株式会社東京放送取締役，株式会社ビーエ 

ス・アイ代表取締役社長） 

・委 員 田淵智久（弁護士，末吉綜合法律事務所） 

当委員会による調査等に関しては，末吉綜合法律事務所に所属する阿南剛弁護士及び高

橋元弘弁護士が補助を行った。 

 

第２ 当委員会による調査の目的及び方法 

(1) 当委員会による調査の目的 

当委員会による調査は，過年度訂正の原因となった不動産証券化に際しての不適切な会

計処理がなされるに至った経緯に関する事実の究明と再発防止策の提言を目的とするもの

である。 
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(2) 当委員会による調査の方法 

当委員会は，資料の閲覧，十数名の関係者からの事情聴取等を行い，7 回の調査委員会に

おける審議を重ね，報告書の提出に至った。 

 

第３ 調査の結果 

調査の結果認められる事実は次のとおりである。 

１ 本件証券化及びその会計処理の概要 

(1) 本件証券化のスキーム 

本件証券化のスキームは，概ね次のとおりである。 

① 株式会社ビックカメラ（以下「ビックカメラ」という。）は，信託銀行に対し本件証

券化の対象物件を信託譲渡し，信託受益権を取得する。 

② ビックカメラは，上記信託によって取得した信託受益権を，有限会社三山マネジメン

トに対し，金２９０億円で譲渡する。 

③ 有限会社三山マネジメントは，上記信託受益権の代金を次の方法により調達する。 

・ 株式会社三山コーポレーションからの優先ローン：１８０億円 

・ 銀行からの务後ローン：３０億円 

・ 株式会社豊島企画（以下「豊島企画」という。）からの優先匿名組合出資：７５億５

０００万円 

・ ビックカメラからの务後匿名組合出資：１４億５０００万円 

・ 英国領ケイマン諸島法に基づき設立されたSanzan Holding（以下「ケイマンＳＰＣ」とい

う。）に対する有限会社三山マネジメントの持分の割当て：１０００万円 

④ 株式会社三山コーポレーションは，社債を発行し，当該社債については，証券会社が

引き受ける。証券会社は，引き受けた社債を機関投資家に販売する。 

(2) ビックカメラにおける本件証券化に関する会計処理 

本件対象不動産の時価は，不動産鑑定評価を踏まえて，合計２９０億円と算定された。 

一方，ビックカメラは，本件対象物件を裏付け資産とする信託受益権を保有する有限会社

三山マネジメントに対し，务後匿名組合出資によって１４億５０００万円を出資していた

ほか，有限会社三山マネジメントの全持分及び株式会社三山コーポレーションの全株式を

保有するケイマンＳＰＣの無議決権優先株式出資全部を総額２０００万円で引き受けてい

た。これらを合算した１４億７０００万円が，本件証券化後の本件対象不動産に対するビ

ックカメラのリスク負担額とされた。 

なお，本件証券化において優先匿名組合出資を行った豊島企画においては，ビックカメ
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ラの緊密者にあたる当時のビックカメラ社長（以下，「元社長」という。）が資金調達額

の過半を超える７５億５０００万円の銀行借入について担保を提供していたが，形式上は

ビックカメラ及びその緊密者のいずれにも該当しない者が豊島企画の全ての議決権を所有

しているとされた。そのため，豊島企画は譲渡人であるビックカメラの子会社にはあたら

ないこととされたので，ビックカメラのリスク負担割合の算定において，豊島企画による

優先匿名組合出資（７５億５０００万円）が合算されることはなかった。 

そして，上記のビックカメラのリスク負担額（１４億７０００万円）が本件対象物件の

時価（２９０億円）の約５．０６パーセントであったことから，ビックカメラの本件証券

化実施後の本件対象物件に対するリスク負担割合については「おおむね５％の範囲内」と

いう特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針

（会計制度委員会報告第１５号）」（以下「実務指針」という。）第１３頄の要件を充足

すると判断され，ビックカメラから有限会社三山マネジメントに対する信託受益権の譲渡

については，売却取引として会計処理がなされた。 

 

２ 本件証券化の実施の決定に至る経緯 

ビックカメラは，有利子負債の圧縮に加えて，事業展開のために資金調達の必要があった

ため，平成１４年２月頃，本件対象物件の証券化による資金調達を検討するようになった。

ビックカメラにおいて本件証券化に関する業務を担当していたのは，当時の専務取締役，

監査役及び組織調整室所属社員の３名である。 

 

３ 本件証券化のスキームが決定されるまでの経緯 

本件証券化について当初想定されていたスキームは，本件対象物件の価額の額の５パーセ

ント相当額をビックカメラからの出資により調達し，残る９５パーセント相当額を社債の

発行によって外部機関投資家から調達するというものであった。しかし，ビックカメラの

出資以外の部分を社債の発行だけで調達することが困難となったことから，平成１４年５

月中旪頃には，社債発行とビックカメラによる匿名組合出資に加えて優先匿名組合による

資金調達も行うというスキームとなった。このような経過を辿って，本件証券化のスキー

ムは，最終的に前記１⑴で述べた内容となった。 

 

４ 豊島企画の設立の経緯 

平成１４年５月末頃，本件証券化における優先匿名組合出資のために新会社を設立する

ことが検討され，当該新会社の出資については元社長が行うことが予定されていた。 

同年６月初旪頃，上記新会社の商号が豊島企画に決定された。 

元専務取締役は，豊島企画の銀行借入に関し，無担保・無保証での貸付を銀行に対して

求めたものの，最終的には，元社長が保有するビックカメラ等の株式に担保を設定するこ

とが融資実行の条件とされた。その旨の説明を受けた公認会計士は，元専務取締役及び元

組織調整室所属社員に対して，元社長が豊島企画の借入に関して担保提供を行い，かつ，

資 123



124 

 

豊島企画の出資の全部を引き受けた場合には，本件証券化の会計処理として売却処理（オ

フバランス処理）が認められない旨を伝えた。 

平成１４年７月上旪頃，元専務取締役は，ビックカメラと無関係な第三者である３名に

対し，豊島企画の取締役となることを依頼し，了解を得た 

平成１４年７月３１日，元専務取締役は，部下に命じて，株式会社東京計画（以下「東

京計画」という。）の預金口座から１０００万円の現金を引き出し，これを元監査役に交

付して豊島企画の株式の払込みを上記３名の名義で行うよう指示し，かかる指示を受けた

元監査役は当該３名の名義で，豊島企画の株式払込金として振り込んだ。 

そして，東京計画から引出した１０００万円は，元専務取締役の指示により，東京計画

から元社長に対する１０００万円の短期貸付金と帳簿上振り替えられた。 

このように，豊島企画の株式に係る払込は，元社長の負担によりなされたものであると

認められ，元社長が豊島企画の発行済み株式全てを引き受けたと認められる。 

元専務取締役は，上記の豊島企画の株式払込を終えた後に，元社長に対して，東京計画

の資金を豊島企画の払込金に充てたことを報告したが，東京計画から拠出された資金が元

社長に対する貸付金とされたことなど豊島企画の払込金が元社長個人の負担により行われ

たことを元社長に対して報告したとは認められない。 

そして，以上の事実経緯からすれば，本件証券化担当者が豊島企画の株主名を元社長以

外の者としたのは，書面の上では豊島企画がビックカメラの子会社の要件を充たさないよ

うにすることにより，本件証券化の会計処理を売却処理（オフバランス処理）とするため

であったと認められる。 

平成１４年８月１日，豊島企画の設立登記の申請が行われ，豊島企画が設立された。 

 

５ 本件証券化の実行 

平成１４年８月２３日，信託契約，受益権譲渡契約その他の本件証券化に関連する諸契

約が締結されるとともに，社債発行，ローン実行，匿名組合出資等による資金調達が実行

された。 

豊島企画においては，平成１４年８月２３日，有限会社三山マネジメントとの間におい

て，Ａ号匿名組合契約が締結され，有限会社三山マネジメントに対する７５億５０００万

円の匿名組合出資が実行された。この出資に係る資金は，銀行借入により調達されたもの

であり，当該借入の実行に当たっては，元社長が保有するビックカメラ株式が担保に供さ

れた。 

 

６ ビックカメラにおける本件証券化に関する会計処理 

ビックカメラから有限会社三山マネジメントに対する信託受益権の譲渡については，売

却取引として会計処理がなされたことは前述のとおりである。 

しかしながら，豊島企画については，上記のとおり，ビックカメラの緊密者にあたる元
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社長が資金調達総額の過半にあたる借入金についての担保を提供していた。加えて，上記

のとおり，元社長が豊島企画の全株式を実質的に保有していたので，豊島企画は，財務諸

表等の用語，様式及び作成方法に関する規則（以下「財務諸表等規則」という。）第８条

第４頄第３号及び同頄第２号ニにより，ビックカメラの子会社にあたる。 

従って，本件証券化の会計処理に関しては，実務指針第１６頄の定めに従い，ビックカ

メラのリスク負担割合の算定にあたっては，ビックカメラの出資額（１４億７０００万円）

だけではなく，豊島企画による出資額（７５億５０００万円）も含めるべきであったこと

となる。その結果，本件証券化実施後のビックカメラの本件対象物件に係るリスク負担割

合は，本件対象物件の時価（２９０億円）の約３１パーセントに相当することとなるので，

実務指針によれば，本件証券化の会計処理として売却処理は認められず，ビックカメラに

よる金融取引として会計処理されるべきであったということになる。 

 

７ 本事案の原因等について 

以上のとおり，本事案は，本件証券化担当者が，本件証券化におけるオフバランス処理

のため，豊島企画の株主について，真実は元社長が全株式を所有しているにもかかわらず，

第三者が所有している外見を作出したものである。 

本件証券化担当者における適切な会計処理を行うことの重要性に関する認識の欠如，コ

ンプライアンス意識の欠落が本件事案の直接的原因であったことは明らかであるが，その

背景としては，上場前とはいえ，ビックカメラ及びそのグループ企業において，元社長個

人と法人との区別がなされておらず，ビックカメラの会社運営においても，商法（当時）

に基づく適正な会社運営がなされていたとは評価できず，本件証券化に関しても担当者数

名がアドバイザーや専門家と打ち合わせる形で進行しており，何ら組織的な対応がなされ

ていないこと，会社全体としても会計処理を行うことの重要性に関する認識及びコンプラ

イアンス意識が不十分であったと思われること等が挙げられ，本件事案の間接的な原因と

なっているものと思料する。 

 

第４ 再発防止策等について 

平成１４年８月以降，ビックカメラは，平成１８年８月にジャスダック証券取引所に上

場し，平成２０年６月に東京証券取引所市場第一部に上場しており，その過程で，社内体

制の整備等を行ってきた。 

しかしながら，今回の不適正な会計処理が発生していることから，新たに以下の改善措

置を講ずることが必要と思料する。 

① 内部統制の強化 

② 財務と経理の分離 

③ 監査体制の強化 

④ 監査法人との連携強化 
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⑤ 内部監査機能の強化 

⑥ 取締役に対するコンプライアンス研修 

⑦ 常務会の充実化 

⑧ 役員等の出資に関する調査 

以 上 

 

なお、調査報告書（概要）につき以下内容の補足をさせていただきます。 

1. P4 の10 行目「株式会社三山コーポレーションは社債を発行し…」の部分は「社債180 

億円」。 

2. P5 の13 行目「…の3 名で」の部分は「…計3 名で」。 

3. P6 の8 行目「…部下に命じて株式会社東京計画…」の部分は「…部下に命じて元社長の 

出資会社（当時）株式会社東京計画…」。 

 

再発防止策（概要） 

 

再発防止にかかわる改善措置について 

① 内部統制の強化 

取締役間の相互牽制機能を強化するため、社長直轄の内部統制に係る専門部署を新設し、

リスク管理に係る業務を取り込み、内部統制担当役員が管轄するものとします。 

尚、リスク管理の強化のために平成19 年8 月法務部内に新設した総合リスク管理室室長

の法務部長兹任を解き、平成21 年1 月部長職の専任室長を配置しました。 

② 財務と経理の分離 

今回の事案は一にかかって財務に対する牽制機能の不備にあったことから、経理部から

財務部門を分離し、経理本部を、財務部、経理部の二部体制とし、相互牽制の働く組織運

用とします。 

また、財務部に、公認会計士等会計に関する専門知識を有する者を配置するとともに、

会計に関する知識のレベルアップとノウハウの蓄積を図ります。 

③ 監査体制の強化 

監査役会の充実を図ることとし、常勤監査役の増員等を検討し、取締役への牽制機能を

強化します。 
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また、常勤監査役は、各部署の業務報告会にオブザーバーとして出席し、現場からの情

報収集に基づく監査体制の強化にも注力します。 

さらに、社団法人日本監査役協会等の研修に全監査役を参加させるものとします。 

④ 監査法人との連携強化 

監査役、経理本部、新設内部統制部署、内部監査室、法務部の五者間で密接な連携、情

報共有を図ることとし、定期的に五者間のミーティングを開催します。 

また、五者間ミーティングに基づき、五者は、より迅速かつ適切で、正確な情報を詳細

に監査法人に提供していきます。 

⑤ 内部監査機能の強化 

内部監査頄目を充実化し、業務監査だけでなく、監査法人の監査報告に基づき、現場レ

ベルにおける財務監査の有効性を検証するものとします。また、子会社、関連会社の内部

監査も強化します。 

⑥ 取締役に対するコンプライアンス研修 

社員に対するコンプライアンス研修は人事部教育室及び法務部が積極的に実施してきま

したが、取締役のコンプライアンスに対する認識をさらに深めるために、外部専門家によ

る取締役に対するコンプライアンス研修を定期的に実施します。 

⑦ 常務会の充実化 

取締役会規程、常務会規程で付議事頄等に係る規定は整備されてはいますが、実際の運

用上関係法令に抵触する可能性のある事案がすべて付議される運用にはなっていませんで

した。 

取締役会規程によれば、取締役は業務執行状況を３カ月に１回以上、取締役会に報告し

なければならないことと規定され、そのように運用されていますが、常務会規程には、常

務取締役の業務執行状況の報告が義務付けられていませんでした。 

常務会付議事頄について、常務会規程では、関係会社の役員の選任及び解任、重要なる

組織の長の選任及び解任、一定金額の投融資及び債務保証、各部室の業務執行に関する重

要事頄等と定められていますが、常務会規程を改定し、月2 回開催される常務会で、常務取

締役及び各本部長が、最低月1 回業務執行状況を必ず報告するものとし、関係法令に抵触す

る可能性のある事案はすべて常務会に報告される運用とします。 

さらに、これらの事案が常務会、取締役会に、結果だけでなく、経過についても報告さ

れる体制に運用細則を整備します。 

これらの事案が常務会、取締役会に報告された場合、当該事案の調査を、事案に応じて、

新設内部統制部署、内部監査室、もしくは法務部に命じ、調査結果を社外の専門家等に諮

問し、正式見解を求めるなど検証結果、対応実施状況を必ず常務会に報告させるものとし

ます。 

報告を受けた常務会は、内容を検証の上、適正に処理するものとし、事案に応じて検証

結果、処理結果を取締役会に報告させるものとします。 
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⑧ 当面の措置 

今回の事案では、上場審査のための届出書作成に当たり、特別利害関係者調査に不備が

あったことから、当社の役員及び配偶者並びに二親等以内の血族及びこれらが総株主の議

決権の過半数を所有する会社だけでなく、二親等以内の姻族及びこれらが総株主の議決権

の過半数を所有する会社を調査しました。また、これらの調査に当たって借名による出資

の有無も改めて調査しました。 

尚、本調査は、有価証券報告書作成の都度実施することとします。 

以上 
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Ⅴ－６．キャッツ事件 最一小決平成22年5月31日集刑第300号191頁 

 

事件番号 平成19(あ)1462 

事件名 証券取引法違反被告事件 

裁判年月日 平成22年05月31日 

法廷名 最高裁判所第一小法廷 

裁判種別 決定 

結果 棄却 

判例集等巻・号・頁 集刑 第300号191頁 

原審裁判所名 東京高等裁判所 

原審事件番号 平成18(う)1290 

原審裁判年月日 平成19年07月11日 

判示事頄 虚偽記載半期報告書提出罪及び虚偽記載有価証券報告書提出罪に

ついて，当該会社と会計監査契約を締結していた監査法人に所属す

る公認会計士に会社代表取締役らとの各共同正犯の成立を認めた

原判断が是認された事例 

裁判要旨  

参照法条 刑法60条，刑法65条1頄，証券取引法（平成17年法律第87号による

改正前のもの）24条1頄，証券取引法（平成18年法律第65号による

改正前のもの）24条の5第1頄，証券取引法（平成18年法律第65号に

よる改正前のもの）197条1頄1号，証券取引法（平成17年法律第87

号による改正前のもの）198条6号，証券取引法（平成18年法律第65

号による改正前のもの）207条1頄1号，証券取引法（平成18年法律

第65号による改正前のもの）207条1頄2号 
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主文 

本件上告を棄却する。 

理由 

弁護人中村勉の上告趣意のうち，違憲をいう点は，原判決が所論指摘の証人の第１審公

判における供述を有罪認定の証拠に供していないことはその判文上明らかであるから前提

を欠くか，実質において単なる法令違反の主張であり，その余は，単なる法令違反，事実

誤認の主張であり，被告人本人の上告趣意は，単なる法令違反，事実誤認の主張であって，

いずれも刑訴法４０５条の上告理由に当たらない。 

なお，所論にかんがみ，本件における虚偽記載半期報告書提出罪及び虚偽記載有価証券

報告書提出罪の各共同正犯の成否について，職権で判断する。 

１ 原判決の認定及び記録によれば，本件の事実関係は次のとおりである。 

(1) しろあり駆除等を目的とする株式会社Ａの当時の代表取締役であるＢらは，仕手筋に

資金を提供してＡ株の価格を高値に誘導する株価操縦を行っていたが，資金が続かなくな

り，仕手筋からＡ株を買い取ることで仕手筋との関係を終わらせることとした。 

(2) Ｂは，Ａからその子会社を経由して，上記買取りのための資金６０億円を借り受けた

上，知人のＣの提案に従い，Ｃを営業者とする匿名組合や外国銀行を通じて，上記資金に

よりＡ株２００万株を買い取った。 

(3) Ｂは，当時Ａと会計監査契約を締結していた監査法人が半期末の中間監査 

の準備作業として行う期中監査の時期を控え，上記６０億円の返済のめどが立たなかった

ため，額面３０億円のパーソナルチェック２通（以下併せて「本件パーソナルチェック」

という。）を振り出してＡに差し入れ，Ａでは，これによって上記６０億円が返済された

旨の会計処理をした。Ｂには本件パーソナルチェックを現実に決済し得るだけの資力はな

く，Ａの経理担当取締役は，従業員に対し，支払呈示をすると不渡りになるので本件パー

ソナルチェックを金庫に保管しておくよう指示した。 

(4) 上記中間監査を迎えるに際し，Ｂは，Ｃに協力を依頼し，ＢとＣとの間において，Ｃ

が経営する株式会社Ｄ（以下「Ｄ」という。）に対してＡが本件パーソナルチェックを預

けることによって，ＡがＤに６０億円を預託してその運用を任せた形を仮装することが合

意され，日付を上記半期末前にさかのぼらせた消費寄託契約書が作成された。Ｃは，Ｂに

本件パーソナルチェックを決済する資力がないことを認識しており，本件パーソナルチェ

ックを支払呈示に回すつもりもなかった。 

(5) その後，Ａは，半期の決算に当たり，「預け金６０億円」を計上し，「重要な資産の

内容」として「預け金６０億円消費寄託契約に基づく企業買収ファンド事業会社への資金

の寄託であります。」との注記を加えた中間貸借対照表を掲載した半期報告書を作成し，
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関東財務局長に提出した。 

(6) Ｂは，上記監査法人から，期末決算の際には上記預け金６０億円の運用状況を精査す

る旨の連絡を受けていたが，期末が近付いても，現金６０億円の調達等によって上記預け

金に仮装した６０億円の出金の処理をすることはできなかった。そこで，Ｂは，Ｃに協力

を依頼し，ＢとＣとの間で，Ｃが経営していた株式会社Ｅの株式をＢの自己資金を用いて

一株２５万円で売ってもらうこと，書類上は，これをＡが６０億円で買い取り，その代金

をＤに預けていた本件パーソナルチェックで支払った形にすることが合意された。 

(7) さらに，ＢとＣらＥの株主との間で，ＣらがＥ株式２１００株を代金合計５億２５０

０万円でＢが実質的に支配する会社に売却し，同会社が自社保有分を併せた同株式２６０

０株を額面６０億円でＡに売却する形をとることが合意され，Ｂは，Ｃらに対し，上記代

金のうち合計４億７５００万円を支払った。 

(8) その後，Ａは，決算に当たり，「主な資産及び負債の内容」のうちの「関係会社株式」

として「（株）Ｅ ６０億円」と記載した貸借対照表を掲載した有価証券報告書を作成し，

関東財務局長に提出した。 

２ 以上の事実関係によれば，ＡとＤとの間の前記消費寄託契約は仮装されたものであり，

本件パーソナルチェックはＤにおいて６０億円を運用するために交付されたものではない

から，ＡがＤに対して６０億円に相当する財産を寄託したということはできず，前記１(5)

の半期報告書の預け金に関する記載は，重要な事頄につき虚偽の記載をしたものと認めら

れる。また，本件パーソナルチェックは支払呈示をしないことを前提に交付されたもので

あり，Ｅ株式の買収に当たっても，その代金支払手段とされたものとは認められないから，

同株式を６０億円で取得したということはできず，前記１(8)の有価証券報告書の同株式の取

得価額の記載も，重要な事頄につき虚偽の記載をしたものと認められる。 

３ 被告人は，公認会計士であり，当時，前記監査法人において，その代表社員の一人で

あるとともに，Ａに係る監査責任者の地位にもあったが，原判決の認定及び記録によれば，

被告人は，仕手筋からＡ株を買い取ることについてＢから相談を受けていたところ，Ｂが

Ａから借り受けた６０億円をＡ株２００万株の買取り資金に充てたこと，Ｂには６０億円

を現実に調達する能力がなく，本件パーソナルチェックが無価値のものであること，前記

消費寄託契約がＡからＤに６０億円を預託した形を仮装するものにすぎないこと，Ｅ株式

は，Ｂの資金を用いて一株２５万円で買収されたものであって，本件パーソナルチェック

を対価として買収されたものではないこと等を認識していたほか，Ａから出金された上記

６０億円に関する会計処理等について，Ｂらに対して助言や了承を与えてきたものであっ

て，虚偽記載を是正できる立場にあったのに，自己の認識を監査意見に反映させることな

く，本件半期報告書の中間財務諸表及び本件有価証券報告書の財務諸表にそれぞれ有用意
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見及び適正意見を付すなどしたというのである。このような事実関係からすれば，被告人

は，前記２のとおり虚偽記載のある本件半期報告書及び本件有価証券報告書をＢが提出す

ることを認識するとともに，このことについてＢ及びＣと共謀したとして，被告人に虚偽

記載半期報告書提出罪及び虚偽記載有価証券報告書提出罪の各共同正犯が成立するとした

原判断は正当である。 

よって，刑訴法４１４条，３８６条１頄３号により，裁判官全員一致の意見で，主文の

とおり決定する。 

（裁判長裁判官 白木 勇 裁判官 宮川光治 裁判官 櫻井龍子 裁判官 金築誠志 

裁判官 横田尤孝） 
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