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Ⅰ．討議資料の要旨 

１． はじめに 

平成22年10月25日にその当時の監査現場再生特別委員会が「会計不正事件判決の論点整理」

のテーマで大阪弁護士会と共催事業として実施したのが第一回目のシンポジウムである。第二回

目のシンポジウムは平成24年3月29日に「公正なる会計慣行」をテーマにして実施した。 

ここまで、会計士よりのテーマが2回続いたこともあって、今回は「内部統制（＝会社法と金

商法の違い）」とのテーマを大阪弁護士会から推してもらい、第三回目として内部統制をテーマ

に実施することになった。 

会計（監査）は取引高の監査をする場合に、全件の証票突合で監査時間や費用をかけていら

れないから、会社が正しい経営判断を下すために構築した内部統制の整備状況を検証し、サン

プルテストにより運用状況の有効性を検証して取引高が正しいとの心証を得る。したがって、会

計（監査）は今の内部統制をチェックしている。 

 一方、会社法では役員の内部統制構築義務違反を法廷で検討することになるので、実際の運

用時期より後で検証することになる。すなわち、書面や規程といった文書を基準にして主に整備

状況を検証する。したがって、会社法は過去の内部統制をチェックしている。 

 そこから弁護士と会計士の内部統制に対する認識の違いが出てきている。それを浮き彫りにす

るのが目的である。 

２．判例事例等から結論できる「内部統制」について 

(1)金商法（会計上）の内部統制は、財務諸表監査のロジックで必要な考え方であった。それは

1950年代で導入を企図されている。監査（＝内部統制監査）が導入されるので内部統制という

考え方が企図されたわけではない。 

(2)会社法上の内部統制では「大和銀行ニューヨーク支店巨額粉飾事件」が最初に取り上げられ

た判決である。判決が出た時期は2000年である。 

(3)役員の善管注意義務違反を争点として、会社法上の内部統制が検討される。ただし、その整

備状況が争点になっており、運用面に関してはあまり裁判では論じられていない。 

(4)会社法上の内部統制の運用面に関しては、「信頼の抗弁」という考え方がポイントになり、業

務担当外の取締役について、その責任を問うのは難しい。 

(5)金商法（会計上）の内部統制では、整備状況と運用状況の両方が検討対象になる。しかし、

財務諸表監査でも内部統制監査でも全部の内部統制運用状況を検証しているわけではない。 

(6)したがって、監査人が適正意見を表明していることを役員の内部統制構築義務違反がない論

拠として判決で用いているのは誤りである。 

(7)会計不正はノンコア事業から発生するケースが多い。単年度の不正額は少額でも、何年か累

積すると巨額の粉飾額・私消額になるケースがある。 

３．今後の課題 

(1)内部統制の整備状況だけでなく運用状況が重要になる。開示面で運用状況を会社法が取り込

むならば、裁判の上でも検討・俎上に乗せる対象にするべきである、 

(2)内部統制に関して、会計（監査）の期待ギャップ面を世間により知ってもらう必要がある。 
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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。 

 ただいまから、「内部統制の共通理解（認識）」シンポジウムを開始させていただきます。私は、

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、開会の挨拶を日本公認会計士協会近畿会小川泰彦会長からお願いしたい

と思います。それでは会長、よろしくお願いいたします。 

 

１ 開会の挨拶 

 

日本公認会計士協会近畿会会長 小川 泰彦 氏 

 

 皆さん、こんにちは。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、年度末の何かとお忙しいなか、かくも多数、このセミナーにご参加いただきまして、

誠にありがとうございます。主催者を代表しまして、厚く御礼を申し上げます。 

 ご案内の大阪弁護士会と日本公認会計士協会の共同セミナーは、３回目でございます。１ 回

目が、今から３年前の７ 月に会計不正判決等についてのシンポジウムを開かせていただきまし

て、昨年３月に「公正なる会計慣行」ということで、セミナーをさせていただきました。 

 今回は、「内部統制の共通理解に向けて」ということで、いずれも、われわれの公認会計士の

分野であります会計・監査についての問題点という形でテーマに採り上げていただいて、共同セ

ミナーをやっていただいているということで非常にありがたいと思っております。 

 何もなかったら、われわれ、公認会計士の世界だけで、この会計・監査という問題が論じら

れるわけでございますが、ひとたび、事故、不祥事が起こりますと、この会計・監査という分野

におきましても、われわれの手から離れまして、法曹界のほうに移ってしまうということで、すな

わち裁判等で争われるということになります。 

 そんななかで、法曹界で活躍されている弁護士の先生にも、われわれの会計・監査という分

野等につきましても、ご理解いただくという機会をこういう形でやっていただくということは非常に

ありがたいと思っております。 

 また反面、こういうわれわれを取り巻くなかで、このような事件、事故というのは、近年、多

発しております。また、世間からも非常に厳しい目で見られております。 

 そんななかで、法曹界で活躍される弁護士の先生にも、ある意味、ビジネスチャンスになるの

かなというふうに思っております。 

 そんなことで、本日のセミナーを最後までご清聴いただくとともに、今日、参加されている会員

の皆さま方の今後の業務の参考になるということを祈念いたしまして、簡単ではございますが、

開会の挨拶に代えさせていただきたいと思います。ぜひ、最後まで、よろしくお願いいたします。 

 

○司会 小川会長、ご挨拶をありがとうございました。 
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２ 登壇者紹介・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、お席のほうへお着きください。 

 私のほうから、ご紹介させていただきます。向かって左側から、弁護士の加藤真朗先生でござ

います。関西学院大学教授、伊勢田道仁先生でございます。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、シンポジウムで登壇はされませんが、シンポジウムで採り上げる判例事例の解説につい

ては、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。それでは皆さん、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資料の目次に沿って進行しますので、

その内容についてご説明させていただきます。それでは、当日配布資料をご覧ください。もしく

は、スライドをご覧になっていただいても結構でございます。 

 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目的を簡単に記載し

ております。 

 次に、「Ⅱ．基礎知識の解説」ですが、会社法上の内部統制の基礎知識を伊勢田教授に、金

商法上の内部統制の基礎知識を松本教授に解説していただきます。 

 次に、「Ⅲ．判例事例の解説」を森久先生にお願いしたいと思います。 

 続いて、「Ⅳ．パネルディスカッション」で、森久先生のほうからご説明いただいた事例を採り

上げて、法律の側面と会計の側面から内部統制の事例を検討することを目的として、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、その主な項目をパネルディスカッション・メモと

して、記載してございます。このスライドをめくっていただきますと出てまいります。 

 最後に、本日は、せっかく弁護士・会計士の専門家の方がざっと150人ほど来ていただいてい

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。ただ、本日のシンポ

ジウムの時間が、一応２時間に制限されておりますので、その補足として、当日配布資料の「参

考資料」のところで、各々の判例事例のベースになった判決文を添付しております。 

 今年は判例事例の解説が終わりましたら、５分、トイレ休憩を置きますので、その間は休憩さ

せていただこうと思っております。 
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３ 基礎知識の解説 

3-1 会社法上の内部統制 

○司会 それでは、今日のシンポジウムのテーマですが、「内部統制の共通理解（認識）」とな

っています。ウオーミングアップとしまして、会社法上の内部統制の基礎知識を伊勢田教授に、

金商法上の内部統制の基礎知識を松本教授に、その解説をお願いしていきます。それでは最初

に、会社法上の内部統制の基礎知識の解説を伊勢田教授、よろしくお願いいたします。 

 

○伊勢田 伊勢田でございます。いつも大学では立って講義していますので、今日も立ってさせ

ていただきます。 

 まず、今日のシンポジウムは、公認会計士の方もたくさんご参加ということなので、弁護士の

皆さんには、そんなの、わかっているよということも含めて、会社法上の内部統制について、簡

単に説明させていただきたいと思います。 

 話の内容は、まず、会社法上の内部統制が目指すものを簡単にご説明させていただいて、そ

の後、内部統制体制と取締役の民事責任について、関係を説明いたします。そして最後に、不

祥事の発生時における対応の誤りについて、簡単に説明してまとめにさせていただくという流れ

でいきたいと思います。 

 まず、１ 番目に会社法上の内部統制体制が目指すものは何かということからですが、内部統

制に関する法制定の経緯を簡単にまとめました。これ以前にも、通産省が出した答申等もあるの

ですが、今日は法律のところだけを採り上げてみますと、まず平成14年に、商法特例法21条の７

第１ 項というのがありまして、このときに、委員会等設置会社の取締役会の権限に関する定めに

おいて、委員会等設置会社に監査委員会というのがございますが、そこの監査の実効性を確保

するために、内部統制体制の整備を要求したというのが、初めでございます。 

 それから、ご案内のように、平成17年に新しい会社法ができまして、その348条、362条に内部

統制体制に関する決定は、取締役会の専決事項である。この「専決事項である」という意味は、

代表取締役等に、その決定を委ねてはならない。必ず、取締役会でやりなさいということであり

まして、そういう内容の定めが置かれました。大会社については、内部統制体制に関する取締役

会の決定を必ずやるようにという義務づけがされたわけであります。 

 その後、平成18年、金融商品取引法24条の４の２、24条の４の４において、これもご存じの

ように、代表者による開示書類の適正性に関する確認書、そして、内部統制報告書の提出が要

求されたというのが法の流れです。 

 この流れでポイントとなるのは、当初、この内部統制体制というのは、この商法特例法で定め

られたように、監査委員会による監査の実効性を確保するという目的で、どちらかというと会社

の内部、その業務の適正を確保するという目的で創設されたわけですが、その後会社法では、こ

の範囲を広げまして、会社の業務全般に関する位置づけを置いたというのがポイントになります。

さらに、金商法については、これはご案内のように、計算書類の適正さを主眼にした規定である

ということです。 

 会社法と法務省令が何を決めているのかというのを、このスライドに挙げていますが、細かい
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中身の説明はちょっと時間がないので省略します。 

 まず、大きく分けて、法令及び定款に適合することを確保する体制。そして、株式会社の業務

の適正を確保するために必要なものということで、ここからわかるのは、会社法の内部統制とい

うのが、その計算書類の適正さということに限らず、かなり広い範囲にわたっているということで

あります。法務省令では、①から⑥までに挙げられているような細かい規定がされております。 

 会社法上の内部統制のポイントをまとめますと、このとおりです。まず、「内部統制体制の整備

を代表取締役や業務執行取締役に委ねてはならない」というのが１ つです。先ほども申し上げま

したように、取締役会の専決事項であるということで、内部統制体制の整備主体が取締役会にあ

るというふうに読めるわけです。 

 ２番目としましては、「大会社においては、取締役会の有無にかかわらず、内部統制体制の整

備について、決定をおこなう」と決めています。このことの反対解釈として言えるのは、中小規

模の株式会社においては、決定自体は要求されていないわけです。ただ、決定をしなくても違法

にはならないのですが、後で説明しますように、取締役の善管注意義務の点から要求される場合

があります。 

 最後に、「上記の取締役会の決議内容の概略を事業報告に記載し、監査役は当該事項の内容

が相当でないと認めるときには、調査報告にその旨及びその理由を記載しなければならない」と

いう定めがありまして、取締役会の決議の内容の相当性に関しては、監査役による監査が求めら

れております。 

 これらの会社法上の定めからわかることは、会社法では、この内部統制体制に対する決定を

一定の規模以上の会社に対して求めている。それ以外の会社については、内部統制体制を決め

る場合には、必ず取締役会でしなさいと。その取締役会の決定については、監査役の監査が及

ぶということを決めているのでありまして、それ以外のことは、会社法上には直接の定めはない

ということであります。 

 会社法では、内部統制に対して実質的に問題になるのは、取締役の善管注意義務との関わり

合いでありまして、むしろ役員の民事責任に関わる判例の展開において、内部統制体制というの

は、問題とされてきたわけであります。 

 これは、弁護士の方々には著名な判決であります。会社法の中でも、特に引用されることが多

い判決なのですが、代表取締役の業務執行に対する取締役の監視義務というのが、判例法上、

認められております。取締役会は会社の業務執行につき、監査する地位にあるから、取締役会を

構成する取締役は、取締役会に上程された事柄について監視するだけではなくて、代表取締役

の業務執行一般について、これを監視し、業務執行が適正におこなわれるようにする職務を有す

るという最高裁の昭和48年の判決であります。 

 この判決を前提にして、なぜ内部統制体制が要求されるのかということを図で説明しますと、

会社の中に取締役会があって、その代表取締役をトップとして、会社の中にラインがあるわけで

す。もちろん、現場社員までを含めますと、数が非常に多いわけですから、ピラミッドの形になっ

ている。 

 そこで、先ほど申し上げましたように、取締役には監視義務があるということを前提としますと、
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もし、現場の社員で何か不祥事を起こしたときに、その不祥事が会社に損害を与える可能性とい

うのが否定できないわけですが、取締役会のメンバーというのは、この現場社員を直接監視する

ことは事実上も不可能であります。そこで、代表取締役が、この現場社員までを含めた内部統制

体制をきちんと整備・運営して、その不祥事が起きないようにしているかどうかということを、取

締役会として監督する義務があるというのが判例の論理であります。そうすると、直接取締役が

現場社員を監督できるような中小規模の株式会社は別にして、一定規模以上の大企業において

は、直接監視することは不可能ですから、それに替わるものとして、内部統制体制が要求される

ということになります。 

 それを明確に述べたのが、これがまた著名な「大和銀行株主代表訴訟事件判決」でありまし

て、取締役は取締役会の構成員として、また、代表取締役または業務担当取締役として、リスク

管理体制、これはいわゆる内部統制システムを構築すべき義務を負い、さらに、代表取締役及

び業務担当取締役が、リスク管理体制を構築すべき義務を履行しているかどうかということを監

視する義務を負うので、これが取締役としての善管注意義務及び忠実義務の内容を成すのだと

述べたわけです。この事件をきっかけに内部統制体制と取締役の監視義務が盛んに議論される

ようになったということであります。 

 話をまとめてみますと、取締役の善管注意義務、すなわち監視義務の履行がまず求められ、そ

れに会社法上の内部統制システムが支援をするという形ですが、この善管注意義務というのは、

大きく分けて２つの意味があると考えられます。 

 まずは、不祥事の発生を未然に防止するという意味での善管注意義務。そして、もし不祥事が

発生した場合に、それに対して適切に対応するという意味でも、善管注意義務が求められている

わけです。 

 以上が、会社法上の枠でありますが、続いて、法律上のポイントになる点をいくつか、論点ご

とにまとめてみたいと思います。今日の後の話にも全部つながってくるポイントであります。 

 まず、１ つ目の論点としては、内部統制体制をそもそも構築しないという決定は許されるのだ

ろうかという問題があります。先ほど言いましたように、法律が求めているのは、大会社につい

て、内部統制体制の決定をするということですから、まず、決定自体をしないということは、これ

は大会社については、違法行為になります。しかし、中小規模の会社であれば、これは決定の

義務がないわけですし、大会社についても、取締役会で決定さえ行っていれば、もし内部統制体

制を構築しないという決定をしても、法令違反とはならないわけです。 

 ただ、それは取締役の善管注意義務の問題にはなるわけで、もし内部統制体制を構築しない

という判断とその後に会社に生じた損害との間に相当因果関係があれば、これは取締役が責任

を問われる可能性があるわけです。ただ、そうは言っても、いろんな規模の会社があり、いろん

な事情の会社がありますから、必ず内部統制体制を構築しないといけないというわけではないだ

ろうということで、ある程度は経営者の裁量が認められるという意見もあります。 

 次の論点としては、誰が決定をするのかということで、これは取締役会のメンバーとか、監査

役とか、いろんな人がいるわけですが、こういった役員の社内ポジションによる義務内容の相違

があるのかと言えば、これはあると言わざるを得ません。大和銀行事件でも、代表取締役、それ
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から取締役会、それぞれについて、内部統制体制の構築義務の内容は違うのだということを明

確に述べています。 

 ただ、あまりに、この義務内容の相違を厳格に解しますと、これは上位者による「自分は知ら

なかった」という言い訳ができることになりまして、これと後ほど説明する信頼の原則という考え

方が結びつきますと、これはもう、内部統制本来の意味が失われる危険もあるという気がいたし

ます。ですから、これについては、慎重に考える必要があるだろうと思います。 

 その役員のポジションごとの違いをここにまとめてありますが、これは読んでそのままですから、

説明は省略して、次にいきたいと思います。 

 次のポイントとしては、どの程度の内部統制体制を整備すべきか、という論点があるわけです。

内部統制体制の構築をするとしても、これはかなり費用が掛かるわけです。どの程度の体制をそ

の会社に構築するのかということについては、これは経営者の裁量がはたらかざるを得ない部分

であります。この判断については、Business Judgment Rule（経営判断原則）というものを適用す

べきだという意見が一部商法学説にはあります。ただ、この経営判断原則というものは、従来業

務遂行の決定に対して適用されてきたもので果たして監視の場面で使えるのかどうか。仮に使え

たとして、この経営判断原則を広く適用することで、役員の責任をほとんど否定してしまうという

ことが妥当かどうかという点については、疑問があります。 

 一方で別の考えは、こういう場合には、合理的な取締役の基準（これは、弁護士の方々には

おなじみの「抽象的過失」の基準です。）適用して、会社の業種や規模、業界の平均水準、過

去の事例などを勘案して、善管注意義務が尽くされていたか否かということを審査基準とすべき

だという見解もあります。この点については、まだ学会でも決着していません。まだいろんな議

論がされている段階です。 

 もう１ つの重要な論点は、内部統制体制を構築する義務が、判例上、かなり確立されている

わけですが、会社法では、内部統制体制の運用については不明確な部分がいまだに多いという

ことです。会社法にいう内部統制体制の「整備」という言葉を使っていますが、この「整備」に

は、構築だけでなく、運用も含まれるのか。おそらく含まれるだろうと思いますが、そうすると、

内部統制体制の運用が不十分であるということで、取締役の義務違反が認められた裁判例がい

まだにないのはなぜかという疑問が生じるわけです。 

内部統制体制を構築さえすれば、他の役員や従業員が、それに従って適切に業務をおこなっ

てくれると信頼することはできないのか。これは、それはできるだろうと。そうでないと、会社の

業務はうまく回らないという意見はあるわけです。そこで、一部の見解では、このときに信頼の

抗弁という考え方を使えるのだという考え方があります。これはもともと、法律の刑事法の分野で、

交通事故の場合などに使われる原則なのですが、それを民事責任にも使ってはどうかという考え

方で、今日の話だと、同僚役員や従業員に対する信頼を置くことができると。不祥事を疑うべき

特段の事情がない限り、信頼することが許されるのだという考え方があります。 

 ただし、これは先ほども言いましたように、経営判断原則と信頼の抗弁、それからポジション

ごとの義務内容が結びつきますと、かなり内部統制体制の意味をスポイルしてしまう危険があり

ますので、やはり、この信頼の抗弁が認められるためには、まず内部統制体制が適切に構築さ
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れ、それが実質的に機能していることが前提となるのではないかと思われます。 

 最後に、今日は内部統制自体を問題にしていますが、ただ内部統制体制があるとして、ある

いは内部統制とは関係なく、役員が不祥事に関する情報を受けたときに対応を誤ることによって、

より会社の損害が拡大するという事案がございます。例えば、ダスキン事件もそうでしたし、ある

いは大和銀行事件もそうだったのかもしれません。 

 まず、不祥事に関する情報が社内のどこかで生じて、それが社外に流出することは、これは望

ましくないので、それを受領した役員が社内調査、情報収集などをおこなうと思います。そこで、

これを隠蔽してしまいますと、この隠蔽が後にばれたときに、会社の損害が拡大するとい危険が

非常に大きいわけです。 

 本当であれば、これを取締役会等に付議しまして、慎重に審議検討をおこなって、専門家の意

見等も聞きまして、最終的に合理的な対応策を決定するということが望まれているわけです。こ

こまでやることが役員善管注意義務として求められていると考えられます。 

 リスクの評価と役員の適切な対応というのが重要でありまして、不祥事に関する情報を受け取

った取締役は、適切な対応策を取る必要があると。場合によっては、専門家、弁護士の助言も

得ることが求められる。既に生じている場合には、ある程度の損害が会社に生じるということは

避けられませんが、これに適切に対応すれば、その場合には、先ほど説明した経営判断原則が

用されることは疑いがないことでありまして、経営判断原則の要件としては、３つあります。 

 １ つは、専門家の意見を含めて、十分な情報を収集する。そして、時間の許す限り、取締役

会で慎重な討議をおこなう。最終的には、企業人として合理的な対応策を決定する。ここまでや

れば、民事上の役員の責任が問題になるということは、まずないだろうと考えられます。 

 最後にまとめておきますけれども、会社法上の内部統制体制のポイントとしましては、まず１ つ

目は、非常にその範囲が金商法と比べて広範であるということ。それから、法令上は「整備」と

いう言葉を使っていますが、これは構築のみならず、運用ということも含む概念であると考えられ

ます。そして、会社法自体が求めていることは、実はそれほど多くはないわけですが、実際には

取締役の民事責任ということの判例の展開を通じて、内部統制体制に関する議論が展開してきた

ということが特徴であります。そして、内部統制体制の構築に関しては、経営判断原則というこ

とが問題になるでしょうし、運営に関しては、信頼の原則との関係が論点となります。そして最

後にお話ししたように、会社に不祥事が生じた場合に、適切な対応を取るということも、役員の

善管注意義務として求められる問題であると。 

 簡単でありますが、以上が会社法上の論点であります。どうも、ご清聴ありがとうございました。 
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3-2 金商法（会計）上の内部統制 

○司会 どうもありがとうございました。会社法でのポイントを明示していただきました。 

 それでは次に、金商法上の内部統制の基礎知識の解説を松本教授にお願いいたします。 

 

○松本 よろしくお願いします。 

 金商法上の内部統制に関して大きく分けますと、２つに分けられると思います。１ つは元々の

財務諸表監査における内部統制ともう一つは内部統制監査の対象となる内部統制です。会計士

の先生方にとりましては、国家試験で問われていますので当たり前のことなのですが、内部統制

監査が金商法の193条の２第２項で要求されたことで、それ以来、内部統制が大きな注目を浴び

るようになりましたけれども、それ以前から会計士の試験の中では、内部統制の概念の理解が求

められてきました。 

 というのは、もともと193条の２第１ 項で、財務諸表に対する監査、すなわち、財務計算に関

する書類について、金商法上、監査が求められておりました。これは証券取引法上もまったく一

緒です。内部統制が2008年４月１ 日以降の会計年度から内部統制報告書と内部統制報告書の

監査という形で導入されましたけれども、それ以前から、財務諸表監査の中では、内部統制につ

いて、当然、会計士は監査しなければならないということになっておりました。それを財務諸表

監査の観点から内部統制の内容を見たものが、17ページのスライド32になります。 

 このスライドでは、内部統制というものが財務諸表監査の中でどう位置づけられているかを説

明しております。 

 最初の黒丸のところで、「内部統制の位置づけ」と書かせていただいておりますが、実際上、

財務諸表監査を実施するための前提条件として内部統制は機能します。ですから、内部統制に

関する法律があるかないかにかかわらず、財務諸表監査を遂行する立場の人間からすると、クラ

イアントの中に内部統制が存在しなければ、そもそも監査はできないという話になります。 

 具体的にもう少し中身を見てみますと、1934年以降、アメリカで財務諸表に対する監査制度が

法定化されて、敗戦後それがそのまま、日本に入ってくるわけですが、その財務諸表に対する監

査をおこなう場合、監査手法として試査というのを採用します。これは後でスライドで説明します

が、試査を採用する前提条件として、内部統制が良好であることを必要とします。 

 それから、日本では2002年以降、リスク・アプローチという監査の具体的な方法が導入されま

したので、そのリスク・アプローチを適用する上でも、内部統制は絶対条件になります。これを

後でまた説明させていただきます。 

 さらに、内部統制が良好であれば、監査のうちの監査証拠として機能するということを、ここ

で書かせていただいておりますが、例えば預金の監査をする場合に、貸借対照表や先生方の４

月30日現在の預金通帳の金額が100万円ある時、その100万円あることを検証しようと思ったら、

銀行に行って、銀行預金の残高証明を出してくださいと言ったら、100万円はすぐに検証できるの

です。 

 一方、例えばアルバイトをやっていたとして、４月１ 日から４月30日まで30日間の収益がいく

らあるかを計算しようと思ったら、30日間の儲け額、つまり１ 日当たりの儲け額×30日分を一定
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時点、つまり４月30日時点で検証することは不可能なのです。タイムマシンに乗って、４月１ 日

まで遡って、今日の収益額はいくら、４月２日に遡って、４月２日の収益額がいくら、というふ

うに検証していかない限り、いわゆるフロー、期間に関する情報は検証できません。 

 この場合、企業内部に内部統制が整備されており、その内部統制が良好に動いていれば、そ

こから出てくる数字の信頼性は高くなるという話になります。財務諸表監査においては、それを

間接証拠というふうに称しています。 

 決算書に置き換えると、売上高の数字をピンポイントで検証することは不可能といえます。例え

ば、１ 年間の売上高が３兆円ある場合に、１ 年間の売上高を直接立証することは不可能です。

しかし、365日のうちに合計３兆円の売上高を計上するプロセスである内部統制が有効に機能し

ておれば、結果として出てくる３兆円の数字の確からしさは検証したことになります。それを、監

査論では間接証拠と言います。 

 その内部統制の概念として、現行のCOSO（the Committee of Sponsoring Organization of the 

Treadway Commission）、1992年にアメリカでCOSOの報告書が発表されるのですが、それをその

まま、2002年の改訂監査基準では導入しています。これは後で注目していただきたいのですが、

内部統制報告基準、あるいは内部統制監査基準でいっている内部統制の概念とは異なります。 

2002年の監査基準では、17ページのスライド31の赤字のところだけをご覧いただきたいのです

が、内部統制の目的はCOSOのフレームワークでは３つです。財務報告と事業経営と法令遵守

（コンプライアンス）の３つになっています。その３つの目的を達成するために、内部統制とし

ては、少なくとも５つの要素を盛り込んだ形で体系化、あるいはプロセスをつくらないといけな

いと定義されています。これは会計士の先生方も、弁護士の先生方も当然把握されている内容

だと思いますが、統制環境の例として考えられる内容は、経営者が誠実であるかどうかとか、倫

理観が備わっているかどうかとか、取締役会の中に社外取締役が含まれているかとか、あるいは

監査役がちゃんと働ける人間であるかどうかというのは、全部、統制環境の中の例に入ってきま

す。例えば、経営者が賭博好きだったら、会社の金を使い込む可能性があるので、その会社で

は粉飾が起こる可能性が高いというふうにつながっていきます。 

それから、内部統制の構成要素のリスク評価はどういうものかというと、これは後のケースの

ところでも出てきますけれども、経営者がその会社の事業目的を達成することを阻害するような要

因を評価した上で、その次の統制活動につながります。つまり、事業目的を阻害するような項目

がもし存在するのであれば、それを予防するための措置を講じる。例えば、小切手による現金の

横領をされやすいような状況がリスク評価の段階で識別されたのであれば、現金の横領がされな

いように、小切手帳のサインを書く人間と小切手帳にチェックライターという機械で数字を書く人

間を２人に分けておくというのは、典型的な統制活動に入ります。このように１ つの業務を複数

の人間で管理するというのは、典型的な統制活動として、「職務分掌」というふうに称されていま

す。 

さらに、構成要素の情報伝達というのは、何か不祥事や何かおかしな情報があった場合、即

座に、それを担当する管理者や上司のところに報告がいくような仕組みをつくっておかないといけ

ない。内部通報制度が、この情報と伝達に入ります。 
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最後の監視活動というのは、これは２種類に分けられていまして、自己点検という意味での監

視活動と組織内の第三者、典型的なのは内部監査部門ですが、内部監査部門が一定時点ごとに

該当する部門に出向いていって監査するというのが、監視活動の２種類になります。 

以上のことをご理解いただいた上で、次のスライド32をご覧いただきますと、財務諸表監査に

おいても、内部統制に対する監査手続の実施は不可欠であるという点から、もともと財務諸表監

査の時代から内部統制に対して監査人はチェックしないといけなかったという図です。そこの図

でも書かせていただいていますけれども、内部統制の目的は財務報告目的に限定され得ません。

つまり、財務諸表監査を担当している監査人の側からすると、内部統制の中でも財務報告目的の

部分だけを見ているかというと、そんなことはあり得ません。 

例えば、法令遵守とか、事業経営の部分で言うと、特定事業部で非効率が発生した場合。つ

まり、どこかの工場でさぼる従業員が出てきたので、工場の操業度が落ちている。操業度が落ち

たら、それは最終的に損益計算書の損失や貸借対照表上の不良在庫につながりますから、事業

経営上の効率性や事業経営上の有効性に対して、財務諸表監査を担当している監査人はチェッ

クしないといけません。 

さらに最近ですと、アメリカで法律違反が、カルテルをおこなっていたトヨタ系の会社の従業員

が摘発されましたけれども、あれは典型的な内部統制の目的の１ つである法令遵守に該当しま

すが、法令遵守も会計士は、監査人として、ある程度チェックしておかないといけません。とい

うのは、法令遵守が侵された場合、最終的な損益計算書に特別損失として課徴金が計上される

可能性が出てくるからです。課徴金が課される可能性が高くなったら、当然監査人はクライアント

に対して引当金を計上するように指導しなければならなくなります。 

ということで、会計士側からすると、あるいは監査人側からすると、2008年以降導入されてい

る財務報告に係る内部統制だけが注目されているかのように言われますが、実は財務諸表監査

の時代から、３つの目的を持った内部統制に対して、監査人は常に注目しておかなければいけ

ないという話になります。それを図解したものがスライド32の図なのですが、もちろん監査人が財

務諸表監査において、結論を表明する対象は財務諸表です。 

 しかし、その財務諸表の中に計上されている損益計算書や貸借対照表の項目を直接立証する

ことができる数字や項目もあるかもしれませんけれども、直接立証できないような項目もあります。

先ほど申しましたような売上高とか、仕入高、売上原価は直接立証できません。ですから、監査

人側からすると、財務諸表監査の一環として、内部統制として設けられているクライアントの中の

プロセスやマニュアルなどをチェックしていることを想定しています。 

 スライド32の中で上向き矢印と下向き矢印で書かせていただいておりますが、内部統制の有効

性が高いと、財務諸表の信頼性は高くなりますし、そしてもしその関係が成り立つのであれば、

監査人側からすると、監査手続の量を減らすことができるとなります。ですから、逆に内部統制

の有効性が低ければ、財務諸表の信頼性が低くなる可能性が高いので、監査手続の量を増やさ

ないといけないという関係になります。 

 これを次のスライド33リスク・アプローチと試査のところで説明したいと思います。これは試査

の図です。 



12 
 

 先ほど、最初に申しましたように、財務諸表監査が試査でおこなわれている限りにおいては、

内部統制がクライアントに備わっていないと、そもそもその監査契約を辞退しないといけなくなる

わけですから、試査がどういうものかをご理解いただきたいと思います。 

 例えば、貸借対照表に計上されている売掛金は、会社の中にある売掛金に関する内部統制を

経由して、１ つの数字にまとまってきます。売掛金の金額が貸借対照表に１ 億円と計上されてい

たら、その１ 億円は得意先1,000社分の合計かもしれません。監査人からすると、１ 億円の売掛

金の得意先1,000社の分を全部検証するかというと、そんなことはしません。得意先1,000社に対

する売掛金のうち、一部分だけをサンプルとして抽出して、そのサンプルを詳細に検証して得た

結果を売掛金母集団全体の結論に還元する方法を試査と言います。この場合、売掛金から抽出

するサンプルが、売掛金以外のものを含んでいないという前提に立っています。 

 よく例え話として言われるのは、売掛金と未収金というのは、会計的な属性は一緒です。売掛

金というのは、商品を得意先に先に渡しておいて、代金未回収の状態です。未収金というのは、

例えば本業以外の、商品以外の備品や車とかを相手に渡しておいて、その代金未回収の状態で

す。このため債権項目としては同じ属性を持っていますから、売掛金と未収金を区別することが

できる人間というのは、会計に関して少しだけ造詣のある人間は区別できますけれども、何の知

識もなく初めて経理部に配属されて、代金月末受取予定で商品を相手に渡してきましたと営業マ

ンから報告を受けた場合、未収金と売掛金を完全に区別できる人間というのは、ほとんどいない

と思います。 

 実際、私も大学１ 年生になって簿記を勉強し始めた段階で、掛売上とか、掛仕入という用語

を初めて知るわけですが、それまで小学校や中学校や高校の段階で、掛けで売るとか、掛けで

仕入れるという言葉は聞いたことがありません。漫画なんかを見ていると、ツケでご飯を食べさ

せてもらったという話は出てくるかもしれませんけれども、それを専門用語で言うと、店側は掛売

していて、食べさせてもらった側は掛仕入してもらったという話になるのですが、実際、「ツケ」

という用語は聞いたことがあるかもしれませんが、「掛け」という用語は聞いたことがないという

話になります。全然会計的素養のない人間が初めて経理部に配属されていた場合、未収金と売

掛金を混同して、売掛金を本来記帳すべき帳簿に未収金を記入してしまうという異常な事態が発

生する可能性があります。 

 もし、そういう事態があれば、その売掛金の帳簿から抽出されるサンプルの中には、売掛金以

外の未収金が含まれてしまうので、それでは内部統制が有効に機能していないという事態になっ

て、できない会社というふうになります。 

 この結果、財務諸表監査において、試査を前提に監査をおこなっている以上は、内部統制が

有効に機能しているという前提条件が満たされない限り、財務諸表監査はできないということに

なります。これが試査を通じての内部統制の理解です。 

 もう１ つ、リスク・アプローチというのを財務諸表監査では採用していますが、「重要な虚偽表

示のリスク×発見リスク＝監査リスク」というふうに定義します。単純に言ってしまうと、財務諸

表の中に虚偽表示が含まれる可能性の高いところに、なるべくたくさんの監査資源を投入して、

その誤りをより高い確率で発見できるようにしましょうというのが、リスク・アプローチです。 
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 このため、左辺の「重要な虚偽表示のリスク」というものを何が構成するかが大事になってく

るのですが、１ つは企業固有の事情。企業固有の事情に応じて、その財務諸表に誤った数字が

含まれる可能性は違います。例えば、これも直感的な話ですが、ソフトウェア開発のIT系の会社

と重厚長大型の原子力発電所をつくっているような会社と比べてもらうと、貸借対照表に含まれ

ている資産の数字の歪められやすさとして、IT系の会社のほうが歪められやすいはずです。ソフ

トウェア開発の会社は、資産を持たずに経営している可能性が高いというように、数字の歪めら

れやすさは業種・業態によっても変わるはずです。 

 また、そこを経営している経営者の属性によっても、先ほど申しましたように、賭博好きの経営

者が経営している会社と堅い性格の経営者が経営している会社とでは、企業固有の事情も変わ

ってくるはずです。このように、その企業固有の事情によって、財務諸表の中に含まれる重要な

虚偽表示のリスクの高さ、低さは変わってきます。 

 さらに、財務諸表の中に含まれる可能性の高い虚偽の表示を企業内で発見できるかどうか、

あるいは予防できるかどうかというのは、企業の内部統制の有効性によって決定されます。つま

り、会社の中にどの程度の信頼できる内部統制が備わっているかによって、その会社が内部で生

じている虚偽の表示を発見できる可能性は左右されます。要するに、宿題をやらせないといけな

い場合に、厳しいお母さんがその子どもを監視している家と緩いお母さんが子どもを監視してい

る家とでは、その家の子どもが宿題をやっていく確率は変わるでしょうという話です。 

 最終的に達成すべき社会が受け入れる監査リスクというのは所与ですから、よく例え話で言わ

れるのは、監査リスクは５％を達成しなさいと言われていますので、右辺５％を所与にすると、

スライド34で重要な虚偽表示のリスクをＡ社、B社と書かせていただきましたが、虚偽表示リスク

60％の会社と虚偽表示リスク20％の会社があるとします。言いかえるとその会社の決算書の中

に、監査がない状態で６割の確率で虚偽表示が含まれる可能性のある会社と、２割程度の確率

で虚偽表示が含まれる会社となります。それぞれの会社に対して監査人はどの程度の監査資源を

投入しないといけないかを算定する式です。X％というのは、Ａ社に対して、8.3％になるように

監査資源を投入しないといけませんが、B社の場合は、発見リスクが25％でいい。 

これは何を意味しているかというと、もし虚偽表示があったとして、それを見逃す確率を8.3％

にまで引き下げられる位たくさんの監査資源を投入するように計画しなさいというのがＡ社です。

一方Ｂ社の場合、Ａ社に比べると、見逃す確率を25％まで高くなるほどの監査資源投入量で良

い、要するに手を抜いても良いというふうに考えます。 

 このように、リスク・アプローチというのは、そこにも書いていますように、監査計画の段階で、

将来監査手続の量を増やすか減らすかを決定するための理屈です。ですから、ここで内部統制の

有効性が将来投入すべき監査資源の量に影響するという意味で、リスク・アプローチが採用され

ている限りは、内部統制の有効性は監査の前提条件として、非常に重要になってくるということ

になります。 

 スライド35は財務諸表監査の中で内部統制の意義がどう変わってきたかというお話ですが、最

初に申しましたように、財務諸表監査の中では、内部統制という概念は所与です。これは復習に

なるのですが、1948年に証取法、1950年に監査基準が設定されます。ところが、当時日本の企
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業側には内部統制という概念がありませんでした。このため、よーいドンで1950年から上場会社

に対して監査を適用しようとしたのですが、実際にはできませんでした。理由は内部統制がなか

ったからです。 

 そこで、大蔵省と通産省は1957年に正規の監査というのを開始するために、企業にそれぞれ

内部統制をつくらせようとします。1950年に監査基準の中間報告として、内部統制は内部牽制組

織と内部監査組織からなるから、これらのものを企業内部に整備するように、上場会社に対して

監査人は指導しなさいとしたのです。それを通産省のほうでも後押しする形で、1951年に産業合

理化審議会が「内部統制の大網」を公表し、内部統制というのは、これこれ、こういうものなの

で、経営者はこれにのっとって、内部統制を整備するように求めるようになりました。 

 このように「内部統制」という用語が日本に初めて出てきたのは、この1950年、1951年なので

す。ですから、何も2008年の内部統制報告制度が導入された時点ではありませんということが、

ここで言いかったわけです。 

 スライド36はCOSOのキューブとCOSOのピラミッドの図で、もうこれは何度もご覧になられてい

ると思いますので、スルーします。 

 次のスライド37でSOX法とJ-SOXというのを書かせていただきましたが、いつも大きな誤解があ

るので、これだけは登壇者の先生方からも必ず言っておけと言われたので言っておくのですが、

「J-SOX」という俗称が日本ではよく使われます。JはJapanの意味ですが、J-SOXと言うと、SOX

法をそのまま日本に取り込んだように捉えられます。しかし、ご存じのように、SOX法というのは、

第１ 章から第11章までで構成されています。第１ 章から第11章まであるうちの第４章の404条で

のみ、内部統制報告制度と内部統制監査制度を規定しています。 

 それを日本では404だけを取り込んで、それを「J-SOX」というふうに称して、コンサル会社が

一生懸命上場会社に売り込んだのです。このJ-SOX、すなわちSOX404なのですが、実際上、404

だけを取ってきて「J-SOX」という名前を付けて、マスコミと一緒に煽って、企業に対して内部統

制を構築しないといけませんよ、J-SOXに準拠しないといけませんよという話をしたのです。これ

はまさしく誇大広告だという話になるでしょう。 

 外国人にJ-SOXを日本では既に導入したと言ったら、あたかもサーベンス・オクスリー法全部

が日本の国に導入されたかのような誤解を当然持つはずなのですが、SOX404しか、実は日本で

は取り込んでおりません。大きな誤解なのです。 

 それからSOXの302もよく忘れられるのですが、SOX302というのは、アメリカでは、経営者に

よる定期報告書の適正性。日本だと、有価証券報告書ですが、有価証券報告書の適正性と内部

統制の有効性に関して、経営者は自己証明を出すことを求めています。つまり、当社の有価証券

報告書は適正であるという報告書と当社の内部統制は有効であるという宣言書を出すことになっ

ています。これは監査を受けません。監査を受けずに、この自己証明の報告書がある上で、決

算書と内部統制に監査人の監査を受けています。 

 自己証明なんか、そんなものはあてにならないじゃないかと思われるのは当然なのですが、自

己証明なんて、自分で私は勉強しましたという報告書を出させて、それで成績を付けるようなも

のですから、確かにそんなものは誰もあてにしないかもしれません。 
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 その自己証明があてにならないのを防ぐために、SOXの906で刑罰として、故意によって虚偽

記載した場合は罰金500万ドルa/o懲役20年以下という刑事罰を科すことによって、自己証明でも、

ある一定の効果を持たそうとしています。ここまでが、財務諸表監査とSOX法、いわゆる日本で

言われている誤った俗称の「J-SOX」の関係になります。 

 最後に、スライド39で193条の２第２項により、2008年４月以降におこなわれている内部統制

報告制度で定義されている内部統制を示しております。この図のように実は193条の２第２項で

規定されている内部統制報告というのは、先ほどお示ししました財務諸表監査で監査しなければ

ならない内部統制のうち、財務報告目的の内部統制部分だけを取り上げて、これを経営者が評

価して、その評価した結果に対して、監査人が結論を表明するという部分だけをつかまえていま

す。 

 要するに、金商法上、法律規定として明文化されたのは確かに財務報告に関する目的の部分

だけが内部統制の対象のように規定されているのですが、実は1950年以降、財務諸表監査にお

いては、監査人は本来、目的３つを含む内部統制に対して監査手続を実施していたはずである

という話になります。 

 したがいまして、3つある内部統制の目的のうちの１ つだけが金商法の内部統制として検証さ

れているわけではありません。財務諸表監査では、目的３つともを監査人は少なくとも見ないと

いけないことになっているということになります。 

 以上で金商法の説明にさせていただきます。ありがとうございました。 

 

４ 判例事例の解説 

4-1 大和銀行ニューヨーク支店巨額粉飾事件 

○司会 どうもありがとうございました。 

 それでは、今日の討議材料である３つの判例事例がございます。これを弁護士の森久先生か

ら解説していただきます。森久先生、よろしくお願いいたします。 

 

○森久 森久でございます。それでは説明させていただきます。 

 スライドの番号で申しますと、43ページ以降からご説明致します。第一に、「大和銀行ニューヨ

ーク支店巨額粉飾事件」をご紹介します。時間の関係で要点をご説明しますので、事案の詳細

につきましてご不明な点がございましたら、適宜、資料編の１ ページから39ページをご参照いた

だけますと幸いです。 

 この事件は大和銀行ニューヨーク支店において、同行の行員井口氏が昭和59年から平成７ 年

までの間、不正行為をおこなって、同行に約11億ドルの損害を与えたことにつき、役員らが善管

注意義務違反などを問われた事件です。 

 詳細な点は明らかにされておりませんが、問題となった不正行為の手口が３つございまして、

井口氏は適法におこなっていた売買で含み損を抱えてしまったため、損失を取り戻そうと、本件

無断売買をおこなっていました。また、本件無断売買により生じた損失を隠蔽するために、資金

を捻出しようとして、本件無断売却をおこなって、資金を充てました。さらに、本件無断売却自
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体を隠蔽するために、財務省証券の保管残高証明書を本件無断売却の事実がないようにつくり

替えていました。 

 不正行為の原因をスライド44ページに示した参考文献から、私のほうで簡単に取り上げまし

た。要点のみをお伝えしますと、まず不正行為の動機につきまして、井口氏は「損失を報告した

ら、自分はクビになる」という点を意識していたようです。次に、不正行為の正当化につきまし

ては、井口氏は、「トレーディングというものは、損をしても、次のトレードで取り返せる可能性

があるわけですよね。常に壊れたものを修復できる可能性がある限り、そういう工作をできる環境

にあれば、人間は誰だって、そうすると思うんですよ。もう一度トレードしても、誰にもわからな

いという状況であれば、誰だってやっちゃいますよ。それが人間の常というものでしょう」と述べ

ています。 

 また、最後に不正の機会の点ですが、井口氏によりますと、「本来、トレーダーには、トレーデ

ィングだけをさせるのが常識です。トレードの決済はバックオフィスがおこなう。そういうふうにな

っていれば、トレーダーは異常取引をしたくてもできないわけです。それなのに、私の場合なん

か、トレーディングもトレードの決済も全部自分でできる環境にありました」と述べています。 

 それでは、スライド45ページに進みます。ここでは大和銀行におけるリスク管理体制の変遷を

時系列に従ってご説明します。まず、スライド45ページの左側２列を見ていただきたいのですが、

井口氏は昭和51年１ 月に大和銀行ニューヨーク支店に採用されて、当時、証券係で証券保管業

務（カストディ業務）を担当していました。それから８年後に、大和銀行が財務省証券のトレー

ドを開始します。このとき、井口氏は証券保管業務に加えて、トレーダーとして、財務省証券の

トレードを担当することになりました。井口氏は、当初は着実に利益を上げていましたが、昭和

59年６月末頃に約20億ドルの含み損を加え、損失を取り戻そうと、以後、本件無断取引を続け

ていきました。スライド45ページでは、本件無断取引を続けていく部分を黒く示しています。 

 次に、スライド45ページの図の右側２列、３列を見ていただきたいのですが、大和銀行では

財務省証券トレードを開始した昭和59年２月当初は、トレーディングとトレードの決済とを別の者

に担当させていませんでした。平成元年４月にトレードの決済を資金係が担当するようになって

初めて、トレーディングとトレードの決済を別の者が担当するようになりました。また、同時期に

バックオフィス係というものが設置されました。 

 最終的には、大和銀行では、スライド46ページ以降の３ページのスライドにお示ししますよう

に、トレーディングの内部統制を構築していました。以下では、大和銀行が財務省証券を売却す

る場合を例にあげて、ご説明します。 

 まず、スライド46ページをご覧ください。スライド46ページに記入された①、②、③の番号順

で見ていただきたいのですが、トレーダーは、①財務省証券の売買取引を締結し、②取引伝票

を起票し、③取引伝票を受け取ったバックオフィスのほうで勘定入力がおこなわれています。④

取引の相手方からは、売買確認書が送られてきますので、これを受け取ったカストディ係は、所

有者の売却指示書と取引の相手方から送られてきた売却確認書を照合します。 

 スライド47ページをご覧ください。次に資金の決済方法について、ご説明します。資金の決済

は、トレーダーやカストディ係は担当せずに、資金係がおこないます。売却の場合は、⑥でバン
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カーズ・トラストの預け金口座に相手方から入金がありますので、これを資金係が日次で、また

は月次で入出金明細表と照合しています。 

 スライド48ページをご覧ください。続いて、財務省証券の預かり等に関してご説明します。大

和証券では、⑧財務省証券を保管するカストディ係というところが、証券の引渡しを指図して、

⑨相手方がバンカーズ・トラストを通じて、証券を受け取ります。なお、⑩毎月、保管残高証明

書が送られてきますので、カストディ係は、送られてきた保管残高証明書と同行の帳簿の残高を

照合します。 

 こういった形で、財務省証券の売却についての確認等がおこなわれているわけですが、このよ

うな内部統制の状況下で、裁判所はいくつかの立場にいた役員の善管注意義務違反を認めまし

た。 

 資料編の36ページからが、役員善管注意義務違反の説明になっております。その前提として、

資料編の27ページの下のほうに、どういうリスクがあったかということについて、裁判所が説示し

ている部分がありますので、こちらを少しご説明させていただきますと、裁判所はトレーディング

業務については、①取引担当者が自己または第三者の利益を図るため、その権限を濫用する誘

惑に陥るリスクがあり、また②取引担当者が、価格変動リスクが現実化して損失が生じた場合に、

その隠蔽を図ったり、その後の取引で挽回を狙い、かえって損失を拡大したりするリスクがあると

指摘します。この他、カストディ業務には、保管担当者が自己または第三者の利益を図って、保

管物を無断で売却して代金を流用する等、権限を濫用するリスクがあると指摘しています。 

 そして、訴訟で問題とされたリスク管理体制の不備は、主に次の３つの点になると思います。

すなわち、資料編の27ページの下の部分にまとめられていますように、①フロントオフィスとバッ

クオフィスの分離ができていなかった、②財務省証券取引業務とカストディ業務との分離ができて

いなかった、③財務省証券の残高確認の方法が不適切であったという３点です。 

 裁判所は①フロントオフィスとバックオフィスの分離や②財務省証券の取引業務とカストディ業

務との分離については、本件無断取引や本件無断売却の手口に解明できていない部分が多々あ

ることを指摘しながら、これを分離したとしても、不正行為を発見・防止できたとは言えないと判

示したものの、③財務省証券の残高確認の方法が不適切であったことを認め、このスライドに示

しておりますように、いくつかの役員に任務懈怠責任を認めております。任務懈怠が認められた

３者は、財務省証券の残高確認方法について、大和銀行本店の検査室がおこなう臨店検査、あ

るいは大和銀行ニューヨーク支店における店内検査、内部監査担当者による検査という検査方

法で財務省証券の残高確認をおこなっていたのに、その確認方法が不適切であったため、不正

行為を防止できなかったというような論理で責任が認められているものです。また、財務省証券

の残高確認報告に関しては、一部の監査役も任務懈怠が認められています。 
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4-2 ヤクルト株主代表訴訟事件 

○森久 スライド56ページにお進みください。次にご説明しますのは、「ヤクルト株主代表訴訟事

件」です。 

 大和銀行の事件は、従業員不正が問題となったケースですが、この事件は役員の不正が問題

となったケースになります。 

 この事件は、ヤクルトにおいて、同社の管理本部長兼取締役副社長が担当していた平成３年

10月から平成10年３月までのデリバティブ取引により、約533億円の損失を被ったことにつき、役

員らが善管注意義務違反などを問われた事件です。 

不正の手口は、平成９年２月以降、財テクの担当取締役が、取締役会が加えた制約や常務

会が加えた制約を逸脱して、デリバティブ取引をおこなってしまい、その取引を隠蔽するために損

失を先送りしたり、あるいは担当取締役に課された報告の際に、その内容がわかりにくくするよう

な工夫をしたというものです。 

スライド52ページでは、ヤクルトにおけるリスク管理体制の変遷についてご説明します。時間の

関係で、簡潔にご説明しますと、左２列が財テクの方法をまとめたものです。過去に特金の財テ

クがおこなわれていて、含み損が発生していたので、新しくデリバティブ取引で別の財テクを始め

て、含み損がまた発生したため、ヤクルトの社内では財テクをやめようという方針になり、本件制

約や本件常務会決定というものを決めてきました。そして、平成９年２月以降、財テクの担当取

締役がこの本件制約や本件常務会決定などに違反してデリバティブ取引をおこなってしまったの

です。 

最終的なヤクルトにおける内部統制体制は、スライド53ページの図で示したような形になって

おります。取締役に対していくつも規制や監視がおこなわれていることがおわかりいただけると思

います。 

スライド54ページではヤクルト事件での役員の責任をまとめています。本件では、担当取締役

が本件制約や本件常務会決定に反してデリバティブ取引をおこなった点について、任務懈怠責任

を認められましたけれども、これに対して、代表取締役や経理担当取締役、その他の取締役や

監査役については、任務懈怠責任は認められませんでした。判決の詳細につきましては、スライ

ドの54ページの右上のほうに、資料編の該当ページを示しておりますので、こちらのほうをご覧

いただければと思います。 

 

4-3 日本システム技術事件 

それでは、ヤクルト事件の要点解説を終わりにさせていただきまして、最後にご説明しますの

は、「日本システム技術事件」です。この事件は、東証２部に上場する日本システム技術株式会

社の従業員が営業成績を上げる目的で架空の売上げを計上したため、従業員らの不正行為を防

止するためのリスク管理体制を構築すべき義務に違反したと主張された事件です。 

この事件では、大和銀行事件と同様に、従業員の不正に関する内部統制が問題とされました。

また、第一審・控訴審判決では、内部統制構築義務違反が認められたのに対して、最高裁判決

では、内部統制構築義務違反が認められなかったため、注目されております。 
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説明の関係で、スライドを57ページまで先に進めていただけますでしょうか。以下では、先に

日本システム技術の組織をご説明した上で、内部統制の状況をご説明します。日本システム技術

の事業部門は、ソフトウェア事業本部とパッケージ事業本部とに大別されています。スライド57

ページに示しておりますのは、パッケージ事業本部の組織図です。ソフトウェア事業本部とパッケ

ージ事業本部に分けられた日本システム技術では、ソフトウェア事業本部の売上高は同社の約

80％を占めており、パッケージ事業本部は同社において、相対的に重要性が低くなっています。

ところで相対的に重要性が低いパッケージ事業本部のC事業本部には、カスタマーリレーション

部（CR部）、ビジネスマネージメント課（BM課）、営業部がありました。パッケージ事業本部に

は、C事業本部の他に、財務部があります。 

それでは、内部統制上の状況をご説明します。まず、スライド57ページに示しております受注

の流れを説明します。同社では、①営業部が販売会社と商談をし、②販売会社から同社の営業

部が注文書を受領し、③営業部はBM課に注文書を渡します。④注文書に従って、BM課は受注

処理をおこない、⑤BM課は販売会社に対して検収依頼書を送付しておきます。こういった形で

受注がおこなわれます。 

次に、スライド58ページで検収・売上計上の流れをご説明します。⑥CR部は、営業会社に商

品を引渡すとともに、検収を依頼します。⑦販売会社は検収の上、検収書を営業部に送り、⑧

営業部は検収書をBM課に送ります。⑨BM課は検収書を送付し、売上げの計上をおこないます。

そして最後に、⑩財務部が出てきまして、BM課が保管していた注文書・検収書等を受け取って、

内容を確認して売上げを計上します。 

 ところで、この事件の不正は売上の架空計上をしたというところにあるのですが、架空計上の

不正は売掛債権の残高確認であるとか、滞留債権の確認をすることによって発見・防止できるか

もしれません。そこで、以下では、同社の債権の残高確認の方法や滞留売掛金の把握方法につ

いてご説明します。 

 スライド59ページへ進みますと、⑪日本システム技術では、毎年９月の中間決算時に、同社

の財務部から販売会社に対して、売掛金残高確認書を送付し、販売会社から日本システム技術

の財務部に対して同確認書を返送してもらい、売掛債権の残高確認をおこなっておりました。 

 また、売掛債権の滞留がありますと、⑫同社の財務部は営業部に対して、売掛債権が滞留し

ている理由を確認し、⑬売掛金の滞留残高報告書の提出を求めていました。このような形で確認

をおこなっておりました。それが日本システム技術の内部統制の状況です。 

 それでは一度、スライド56ページまでお戻りいただけますでしょうか。先ほどお話しした内部統

制状況にあった、日本システム技術の従業員の不正行為の手口は、次のようなものでした。 

 C事業部の事業部長のBが、C事業本部の営業担当者である部下数名に指示して、相手方の販

売会社名義の注文書を偽造させて、また検収依頼書を販売会社に渡さずに、検収書を偽造させ

て、C事業本部BM課に提出させていました。その上、財務部が不正の兆候に気づかないように、

送付ミスであると説明させて、販売会社の担当者から売掛金確認書を回収させた上に、偽造印を

使い、偽造させた売掛金確認書を財務部に返送させていました。また、売掛金の滞留残高が増

大し、不正の兆候が現れ始めると、売掛金が回収されないまま、滞留する原因を財務部に虚偽
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報告させていました。 

 判決文によれば、パッケージ事業本部の不正行為の原因は、次の点にあったようです。 

 まず、不正行為の動機なのですが、Bは、常に高い業績を達成することで、上司の関与は避け

つつ、事業部内でワンマン体制を構築していたところ、業績を達成して自らの立場を維持するた

めに、架空計上をおこなっていたとのことです。 

 また、不正行為をおこなう機会を得ていたのは、Bがパッケージ事業本部でワンマン体制を築

きつつ、役職の兼任をおこなっていた構造にあるとも思われます。 

 それでは、スライドの61ページまでお進みください。この事件は冒頭でもご説明しましたように、

最高裁の判断と控訴審・第一審の判断が分かれました。時間の関係で結論だけをお話しします

と、最高裁は、代表取締役は通常想定される架空売上の計上等の不正行為を防止し得る程度の

管理体制は整えていたと判断しています。それに対して控訴審・第一審判決は、代表取締役は

各部門に不正はないものと過信し、不正行為をおこない得るリスクを排除・低減する対策を講じ

ず、適切なリスク管理体制を構築しなかったというふうに判断しています。スライド61ページの一

番下のほうになりますけれども、最高裁判決は、不正行為は通常容易に想定し難い方法によるも

のであったと判断しておりまして、それに対して、控訴審判決・第一審判決は、本件不正行為を

おこない得るリスクが現実化する危険性を予見することは可能であったという判断をしておりま

す。 

 以上が、事例の解説となります。 

 

○司会 どうもありがとうございました。以上の３つの判決事例をもって、シンポジウムを展開し

ていくわけですが、時間がまだちょっと掛かりますので、ここでトイレ休憩を挟みたいと思います。

３時25分から再開いたしますので、休憩させていただきます。 

 

（休憩） 

 

５ パネルディスカッション 

5-1 「整備」と「運用」 

○司会 それでは、だいたいお揃いになられたかと思いますので、パネルディスカッションのほう

を進行させようと思います。 

 以上で、基礎知識の解説と対象とする判例事例の解説が終わりました。これから、会社法上

の内部統制と金商法上の内部統制を対比させていこうと思います。 

 ポイントは、「整備」と「運用」。この２つがポイントになってくると考えております。今日の論

点なのですが、スライドの64ページ、これがパネルディスカッション・メモとその論点になります。

論点を確認いたしますと、整備に関しては、経営判断の原則。大和銀行事件について、リスク管

理体制の評価と判決。３つ目が、ヤクルト事件と信頼の抗弁。 

 運用に関しては、業務担当取締役以外が構築義務違反に問われるケースであったり、日本シ

ステム技術事件のリスク管理体制評価と判決と。まだ、判例はありませんが、金商法が適用され
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る時期に、もし、日本システム技術事件が起きていたらといった仮定を置いてお話をしていただ

きますが、最後に運用について、会社法と金商法の違いと。これは随所に出てまいりますが、そ

ういったものを論点とさせていただこうと思います。 

 その後の図ですが、COSOということで、松本先生からお話がありました。COSOの要件に合

わせて、各判例事例のどの事例が、どのような内部統制上の評価に該当してくるかという図が資

料に載せてあります。小さな字で誠に申しわけございませんが、お手元の資料を見てください。

色が白く抜けているところがあります。そこがポイントになる統制活動だと思っていただいて結構

であります。日本システム技術事件については、２通りの図を入れておりますので、そちらもご覧

ください。 

 

5-2 大和銀行事件の検討 

○整備状況のどこが争点になったか 

○結論として誰が責任を問われたか 

○司会 それでは、進行してまいりましょう。最初に採り上げるのは、大和銀行ニューヨーク支

店巨額粉飾事件であります。当日配布資料の中ほどに、判例がついておりますので、ご覧くださ

い。会場の皆さまは、お手元の資料をご覧になるか、スクリーンに映るスライドをご覧になりなが

ら、お聞きいただけたら結構かと思います。 

 まず、大和銀行事件で、そのリスク管理体制について、どのような判断を判決がおこなってい

るか、検討していくことにいたしましょう。当日配布資料の24ページをめくっていただきまして、

そのスライド45がリスク管理の変遷を図示しております。45ページから48ページです。それが大和

銀行事件の概要になってまいります。みな様にはそれをご覧になっていただきながら、まず、加

藤先生にお伺いいたします。 

 判例の判決文が結論に向かう過程で、個々のリスク管理体制について検討している箇所がご

ざいますが、その内容について、ご意見はございますでしょうか。 

 

○加藤 資料編の28ページ以下をご覧いただけますでしょうか。28ページ以下に、原告側が大

和銀行のリスク管理体制の不備として、いろいろ主張しているものが掲載されています。先ほど

の事例紹介でもございましたが、このうち中心的なのが、フロントオフィスとバックオフィスの分

離、財務省証券取引業務とカストディ業務の分離、財務省証券の保管残高確認の方法、この３

つでございます。判決では、このうち、財務省証券の保管残高確認の方法についてのみ、リスク

管理体制の不備を認めております。検査の際に、証券保管委託先であるバンカーズ・トラストに

対し、直接保管残高を確認するべきであったということを理由としております。それ以外の点につ

いては、原告の主張を排斥しています。 

 ですが、この点、私は財務省証券取引業務とカストディ業務が分離されていなかった点が大き

な問題ではないかと考えております。資料編29ページの（三）の辺りにだいたい書いているので

すが、裁判所も、不正を防止するためには両部門の分離が必要であるということは認めています。

かつ、事実認定としても、ニューヨーク支店において、平成元年４月まで両部門は組織上分離
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されていなかった。その後も人事配置の面で実質上分離は明確でなかったと、そのように認めて

いるわけです。 

 ところが裁判所は、「ニューヨーク支店における財務省証券取引及びカストディ業務に関するリ

スク管理体制は、大綱のみならず、その具体的な仕組みについても整備されていなかったとまで

は言えない」と結論づけているわけです。その結論づけている部分は、34ページの６（一）の

下の辺りですが、このように結論づけているわけです。 

 それはなぜかというと、私はこの判決を読んでいる限り、不正をおこなって、11億ドルという

巨額の損失を発生させたIさんの不正の手口が明らかでなかったということが大きいと思ってい

ます。Iさんの不正の手口が裁判上明らかでないというのが、判決のいろんなところに出てくる。

そういう事案だったのです。 

 裁判においては、内部統制システムの不備を主張する側は、裁判所から具体的なあるべき内

部統制システムを提示することが求められます。そして、その当該内部統制システムを構築して

いれば、不正を防止できたのだということを主張・立証することが求められております。 

 ですから、Iさんの不正の手口がわからない以上、仮に取引業務とカストディ業務が分離されて

いたとしても、Iさんの不正を防止することができたとは言い切れないわけです。ですから、裁判

所としては、このような結論に至ったのではないかと、私は思っております。 

 しかしながら、実際に証券取引業務とカストディ業務が分離されていなかったのですから、具

体的な仕組みについて整備されていなかったとまでは言えないと判示している点については、疑

問が残ると思っております。 

 

○司会 どうもありがとうございました。 

 加藤先生のご指摘のように、リスク管理体制を検討しているなかで、米国債証券の残高検証方

法がポイントになったようでありますが、その内容について、渡部先生、ご意見がございましたら

頂けますでしょうか。 

 

○渡部 本件は、従業員の不正行為について、取締役の内部統制構築義務違反の任務懈怠が

問われた裁判なのですが、本件判決は、先ほど加藤先生からお話がありましたように、11億ドル、

今で言えば、1,100億円の損失の発生原因は、財務省証券の残高確認方法が不適切であったと

判示しています。 

 そもそも、検査方法を含めて、どのような内部統制を構築するかというのは、経営者の経営判

断であります。本来判決は、当時の知見・事情に照らして判断すべきものであります。現時点で

求められているリスク管理基準に基づいて判断すべきではありません。当時の慣行が斟酌される

べきと考えます。 

 この事件は、昭和59年から平成７ 年にかけておこなわれた事件なのですが、当時、当局の護

送船団方式の下で銀行行政は進められておりまして、会計ビッグバンの始まる前であります。大

和銀行ニューヨーク支店のみが、財務省証券を取引していた同業他社と異なるより厳格な検査

方法を採用しなければならなかった理由はどこにも見当たりません。大和銀行ニューヨーク支店
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も同業他社と同じ検査方法を採用していたものであり、裁判判例では、当時の慣行がまったく考

慮されていないのではないかと思います。ニューヨーク支店の検査方法については、大和銀行

ニューヨーク支店の取締役が注意を欠いたとは言えないのではないかと思います。 

内部統制システムに関わる取締役の責任については、「同様の状況にある同業の通常の取締

役と同程度の注意を持って、誠実に自社の内部統制システムを設定」して実施していれば、先

ほども伊勢田先生からお話がありましたけれども、特別の事情がない限り、取締役は注意義務を

果たしていると言えるのであります。 

 結局、井口さんの無断売却を発見できなかった結果責任を、検査方法の不手際、すなわち、

任務懈怠となり、巨額の損害賠償を問われた結果になったのではないでしょうか。過失に至るデ

ュー・プロセスがどうも腑に落ちない違和感を抱きました。 

 むしろ、今回の大和銀行ニューヨーク支店粉飾事件の最大の問題点は、先ほど加藤先生から

もお話がありましたように、財務省証券等のトレーダー業務とカストディ業務、いわゆる証券保管

業務を10年以上の長期にわたり兼務し続けさせたという人事ローテーションを欠いた内部牽制

システムの問題だったと思います。同支店の管理体制が、財務省証券のトレーダーと支店の証

券保管業務を井口氏一人にずっと続けさせてきたという内部牽制システムを考慮せず、放置した

というのが、そもそもの問題だったと思います。森久先生の話があったように、兼務というものが、

不正行為をやろうと思えば、いつでもできるという、そういう職場環境であったということで、検

査方法の問題ではなかったのではないかと考えております。 

 また、ニューヨーク支店長が責任を問われたわけですが、あと、監査役さんです。この会計監

査人に付き添ってニューヨークに行かれた監査役さん、これは非常に厳しい判断です。いわゆる、

あなたはニューヨークに行って、会計監査人の監査を見ていれば、会計監査人による財務省証

券の保管残高確認方法が不適切であることを知り得たのにこれを是正しなかったということで、

任務懈怠責任を問われています。結局、１ 回行ったきりで責任を問われるということになりますと、

今後、監査役さんはなかなか海外へ監査人に付いていけないなあと感じました。 

 

○司会 どうもありがとうございました。結局、残高確認方法だけが俎上にのったところを、お

二方ともご指摘になりました。 

 それでは、大和銀行事件に関して、どなたが責任に問われたかということをトレースしておこう

と思います。スライドの49ページ、ページでは26ページでございます。そちらをご覧ください。 

 大和銀行事件では、代表取締役頭取及び副頭取、業務担当外取締役は結局責任を問われま

せんでした。責任を問われたのは、先ほど渡部先生がおっしゃったとおり、ニューヨーク支店の

責任者の方とニューヨーク支店に往査に行った方が問われたような印象が拭えませんが、松本

先生はこの点について、どのようにお考えでしょうか。そうした場合に、判決として、その責任を

問われた役員さんたちにご意見が何かございましたら、コメントをお願いいたします。 

 

○松本 内部統制を議論する場合は、お持ちの冊子の34ページに、森久先生と廣田先生のほう

で、COSOのフレームワークに従って、大和銀行ニューヨーク事件をそれぞれCOSOの内部統制
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の構成要素の６つないし５つに、すなわち統制環境、リスク評価対応、統制活動、情報と伝達、

モニタリング、ITへの対応という形で分けて表示していただいています。 

 スライドの前のほうでは黄色になっている部分が論点になっているわけですが、本来、内部統

制を議論する場合、この大和銀行の事件では、統制活動、つまり相互牽制の仕組みとして、どう

いうものを導入していたか。先ほど申しましたが、１ つの業務を複数の人間によって管理させる

という内部牽制として、どういうものを導入していたかという統制活動の論点と、一定時点をつ

かまえて、その統制活動がちゃんと機能しているかどうかを検証するというモニタリング、すなわ

ち監視活動の側面の２つの側面があります。 

 この大和銀行の事件では、裁判所の判決のほうでは、内部での検査がうまく機能していなかっ

たというので、その検査を担当した人間。つまり、監査役の義務違反と、その検査の責任を負っ

ていたニューヨーク支店長取締役の賠償義務を認定しています。 

そうなりますと、検査の部分だけを論点として裁判所はつかまえていて、先ほどから渡部先生

も加藤先生もおっしゃいましたが、職務分掌とか、内部統制の統制活動とか、内部牽制といった

相互に牽制させることによって不正を発生させないようにする部分というのは、裁判所の判決文

の中では検討対象になっていません。それに関して、ニューヨーク支店ですから、FRBとニュー

ヨークの銀行監督局が検査に入って、その職務分掌が十分になされていないことに関して、実際

に警告を出しています。警告を出しているのが本文中にもあったと思うのですが、それぞれがニ

ューヨーク州の銀行局とFRBのほうで、井口氏が財務省証券取引業務とカストディ、つまり証券

保管業務を兼任することには問題があるから、即刻分離するようにしなさいという命令を出してい

ます。それを受けて、大和銀行では、先ほど森久先生の紹介でもありますように、職務分掌をお

こないます。ですから、確かにカストディの業務と、つまり証券保管業務と証券売買業務とは、

別々の人間に担当させる形で形式上は分けます。でも、実際上は井口さんが一人でやっていたと

いう話なのです。 

FRBとニューヨーク銀行局の出した警告は、形式上分けろと言っていたのではなくて、形式も、

実質も井口一人に任せているのがいけないのだから、形式的にも、実質的にも２人の人間に担

当分けをしろと言っていたのです。にもかかわらず、大和銀行のほうでは、形式的に分ければ、

後はちゃんと動くだろうというので、そのまま運用面をチェックしなかったというところが問題にな

ったはずなのです。 

どういう形で職務分掌をおこなったかに関しては、裁判所は証拠資料を提出させていません。

それは、先ほどの加藤先生の引用では、資料編の34ページで、同じ部分で下から６行目ぐらい

ですが、「ニューヨーク支店における財務省証券取引及びカストディ業務に関するリスク管理体制

は、当法廷に提出された証拠上は、大綱のみならず、その具体的な仕組みについても、整備さ

れていなかったとまでは言えない」と言っているのですが、言えないと言っている裁判所は、資

料編の前に遡っていただいて、５ページ目の（２）の上から10行目ぐらいで、括弧書きで、「も

っとも、事務分掌規程及び決裁権限規程が当法廷に証拠として提出されていないため」としてい

ます。職務分掌のプロセスを説明している規程を提出させていないのに、どうして「大綱のみな

らず、その具体的な仕組みについても、整備されていなかったとまでは言えない」という結論づ
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けができるのか、私にはまったく理解ができないのです。 

これはいつも言って、いつも笑われるのですが、夏休みの宿題をうちの子どもが小学校や塾か

ら受けてきたときに、８月１ 日から夏休みがスタートするのだったら、８月１ 日に、この１ カ月

間で何ページずつ、算数と理科と国語をするかというのを計画するはずです。それは整備に当た

るでしょう。 

ところが、そんなことは計画通りに動くわけがないので、実際には、うちの家内や私なんかが、

毎日チェックするとか、１ 週間ごとにチェックするという形で、子どもの宿題の進捗状況をチェッ

クしないといけないはずなのです。それは運用状況の調査になります。 

したがいまして、整備しただけでOKという話と、その整備した後も、その整備する前提になっ

た趣旨がそのまま遂行されているかどうかを随時チェックする、毎日チェックするというところまで

含めて、内部統制は議論されるべきです。にもかかわらず、どういう整備をしているかに関する

証拠を裁判所は提出も求めず、求めていないにもかかわらず、整備されていなかったとまでは言

えないとまで言っています。宿題の計画も立てないのに、うちの子どもは真面目な子どもだから、

何も言わなくてもちゃんとできるはずだ。そんな現実離れしたことを言っているのと変わらないわ

けです。その裁判結果を果たして肯定するかどうかは、それぞれ常識の範囲内で皆さんがお考え

になられたらいいと思うのですが、私としては、たまたま、ニューヨーク支店を担当していた取

締役だけが、つまり、うちの子どもの監督を命じられた、例えば家庭教師だけが悪いのかという

話になろうかと思います。親は悪くないのでしょうか。 

ですから、私の見方からすると、極めて不公平な判決だなというイメージはあります。以上で

す。 

 

○司会 どうもありがとうございました。加藤先生は、わりに柔らかい表現で「疑問に思います」

とおっしゃいましたけれども、渡部先生、松本先生はもうずばずばと本音をおっしゃいまして、総

じて大和銀行事件に関しての判決は、任務懈怠を認定された方々には、ちょっと厳しすぎるので

はないかと。ちょっと昔の平成元年ぐらいに発生した事件でありますが、わかりやすく言えば、責

任を問われた方にすれば、会社のルールどおり検査しただけじゃないかと、なのに責任を問われ

たという、ぼやくような声が聞こえてくる気がいたします。 

 大和銀行事件に関して、最後に伊勢田先生、ご意見を頂けますでしょうか。よろしくお願いい

たします。 

 

○伊勢田 大和銀行事件について、裁判所の取った立場が厳しく映るという１ つの理由は、先

ほど渡部先生のお話にもありましたように、他にある銀行と、当時の大蔵省の指導の下で、変わ

らない検査体制を取っていた。それにもかかわらず、裁判所によって、その検査体制に重大な不

備があると認定された部分だと思います。 

 その部分は、資料編の35ページが、まさにそういう判示をしているところなのですが、財務省

証券保管残高の確認方法についての判示ですが、他の銀行でも、同じことがおこなわれていた

のではないかという被告側の主張に対して、裁判所は検査方法に重大な不備がある以上、他と
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同じ方法を取っていたとしても、大和銀行の検査方法が不適切ではなかったものと評価されるわ

けではないと言っています。 

 この裁判所の内部統制体制に関する判断は、その当時の銀行業界内の水準ではなくて、債券

ディーリング業をおこなう合理的な担当者としての基準を採用しているのではないかと考えられ

ます。 

 また事件が起こったのが一般事業会社ではなくて、金融機関で起きたということも結論に影響

している部分があるのではないかと思われます。 

 いろいろ疑問点はあるわけですが、いずれにせよ、この大和銀行事件判決は、当時、誰も言

っていなかった内部統制システム整備が役員の注意義務として必要なのだということを明言した

ということ、それから、役員のポジションによって、この内部統制体制の構築義務の内容を明確

に示したという意味では、その後の裁判例に影響を与えた重要な事件だと思います。 

 

○司会 どうもありがとうございました。 

 

5-3 ヤクルト事件の検討 

○内部統制の運用状況と信頼の抗弁 

○司会 それでは、２つ目のヤクルト事件のほうに話を移してまいります。会場の皆さまにおか

れましては、お手元の当日配布資料の26ページのスライドをご覧ください。また、スクリーンで適

宜映してまいりますので、よろしくお願いいたします。 

 事件が発生したタイミングは平成２年、バブルが崩壊してから、阪神大震災までちょっと時間

も経ってしまいましたが、２つの事件にちょうど挟まれた時期に起こった事件でございます。 

 ただ、その対象になるのは、大和銀行ニューヨーク支店巨額粉飾事件と同じく、10年ほどの

期間でのリスク管理体制です。それでは、加藤先生にお伺いしますが、ヤクルト事件についての

ご意見はいかがでございましょうか。 

 

○加藤 ヤクルト事件では、一審・控訴審共に、内部統制システム構築義務違反については否

定しております。内部統制システム構築義務違反の有無については、判決も述べるとおり、当時

の知見に照らして判断するべきです。 

 本件では、まだ今のようにデリバティブというものが一般的ではなくて、デリバティブのリスク管

理の一般的手法が確立されていなかった。そういう時代背景が結論に大きな影響を与えたと思っ

ております。 

 資料編の65ページのイ、ウのところに書いてあるのですが、被告側は当時の金融機関や事業

会社におけるデリバティブ取引のリスク管理体制についてのアンケートを利用して主張・立証して

いるというのが見て取れるわけです。当時は、金融機関でさえも大したことはなかったと。他の

事業会社と比較しても、ヤクルトはべつに劣っていたわけではないということをうまく主張・立証

されているのではないかと感じております。 

 それから、69ページ以下なのですが、これが非常に長く、74ページぐらいまで続いていますが、
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とにかく被告側は、ヤクルトのリスク管理体制の整備状況を時系列に従って、本当に細かく主張・

立証しているわけです。実際に不正防止のために、効果がどれぐらいあるのかわからないような

ものも混じっていますが、訴訟活動としては、非常にうまく裁判所に認定させているように思いま

す。 

 この判決は、先ほどアンケートの話をしたとおり、他社と比較しているわけです。金融機関や

他の事業会社と比較しているわけです。ですから、内部統制について考える場合は、他社と比較

して、整備状況が劣っているというのはリスクがある。ですから、やはり他社、特に同業他社で

同規模程度の会社の動向に注目して、内部統制システムの改善を進めていく必要があるというこ

とです。 

 あとは、こういうふうに有事になる、訴訟とかになってしまうということを考えれば、これだけ

苦労して内部統制システムを構築しているんだということを記録に残しておくということが、会社

に必要なのではないでしょうか。 

 

○司会 ありがとうございました。しょっちゅう裁判になっていたら大変ですが、裁判では特に同

業他社のリスク管理体制について、現況がどうなっているかといった情報が常に必要なのではな

いかといったご意見でありました。 

 一方、渡部先生はヤクルト事件について、どうお考えになりますでしょうか。 

 

○渡部 この判例を読みまして、３点、感じるところがあります。 

まず第１ 点目は、ヤクルトはデリバティブ取引について、相応のリスク管理体制が構築されて

いることを認定した上で、リスク管理体制の構築義務違反が生じていないことから、取締役及び

監査役の任務懈怠責任を問わなかった判例であります。このように、リスク管理体制が一定程度

構築されていれば、他の取締役または従業員において、違法行為や不適切な行為があっても、

当然頭取には任務懈怠にならないという免責的機能をリスク管理体制の構築が果たしていると

いうことを教えてくれているのではないかと思います。リスク管理体制の構築が取締役を助けるこ

とになっているように感じました。 

 次に第２点目は、先ほど松本先生からもお話があったのですが、内部統制システムには、当

然、従業員の不正（事務リスク）をチェックするというリスク管理体制ばかりではなく、法令遵守・

コンプライアンスが含まれています。 

 最近、注目されているものに、米国の「不正防止プログラム」があります。このプログラムは、

組織不正行為を量刑という観点から設定されたものであり、必要かつ正当な罰則の適用という意

味には、重大な組織犯罪の抑止という両目的があったと言われています。 

 基本的罰金が軽減されたり、増加したり、いわば、「アメとムチ」の政策と言われ、当初より、

この目的や効果には疑問の声があげられていました。しかしながら、法律の専門家を中心として

委員会が司法の観点から設計したものでありましたが、多くのアメリカ企業は、この制度を機に、

企業倫理やコンプライアンスの施策を導入したものであります。 

 ちなみに、同様の不正行為を引き起こしても、社内でそれを防止しようという制度を持ってい
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て、さらに審査、捜査に協力的であった場合と、それと正反対の場合とでは、最大80倍の懲罰

的罰金が課せられると言われております。法令遵守に日頃から取り組んでいる会社の場合には、

例外的なケースと見なされて、罰金刑が大幅に軽減されるという制度であります。 

 つまり、内部システムの構築を積極的におこなう会社と消極的におこなう会社で、刑罰が変わ

るのです。最近日本で会計不祥事がたくさん起こっているわけですが、将来的には、この「不正

防止プログラム」が、わが国にも導入されるようになるかもしれません。そうなると、ここに来ら

れている弁護士さん、仕事が増えるかなと感じております。 

 最後の３点目は、裁判の判例の中で、監査役と監査法人を一緒にしないで、ということなの

です。お手元の資料編77ページを見ていただけますか。下から17行ぐらいのところです。「想定

元本の限度額規制の潜脱は･･･」というところから、最後は「･･･善管注意義務違反があったと

いうことはできない」の中に「本件監査法人からも指摘がなかった」とあります。 

 われわれは、会社の機関ではありません。会社のリスク管理体制の一部ではありません。われ

われ監査人は二重責任の原則に基づき、会社が作成した財務諸表、これは当然、会社が責任を

持つものなのですが、われわれはあくまでも監査意見に責任を持つものでありまして、われわれ

が会社の機関、リスク管理体制の一部ではないということで、この判例を読みながら違和感は感

じました。 

 次の日本システム技術事件でも、同じように、われわれが会社のリスク管理体制の一部を構成

するというようなことが出てくるのですが、これにもちょっと違和感を感じました。 

 

○司会 どうもありがとうございました。渡部先生は３つおっしゃいましたけれども、３つ目のと

ころは、僕もどこかの監査法人に属しているのですが、同じようなことを思います。必ず判決文

の中で、監査法人が何も意見を言ってないというのが出てくるのですね。何かお墨付きを与えて

いるような形で、弁護士さんが立証する際にお使いになられるから、判決文でも出てくるのかな

と思いますが、ちょっと待ってよ、というのが本音のところでございます。 

 松本先生は、どうでしょうか。ご意見はありますでしょうか。 

 

○松本 このケースの場合も、先ほどと同じ統制活動とモニタリングの観点からつかまえるべき

だと思います。先ほど加藤先生からのほうからも、資料編の67ページを引用されまして、内部統

制というのは、会社の規模ないしはそれぞれの事情によって左右されるから、一義的に決められ

るものではないというところを引用されました。 

 このヤクルトにおいても、デリバティブ取引に関して一義的に決めるものではなくて、先ほど森

久先生のほうから紹介がありましたとおり、27ページですが、時系列的に段階を追って、デリバ

ティブ取引に関して自己規制を掛けていっているのです。具体的には、含み損が特金で発生した

ので、それを挽回するために、デリバティブ取引を試験的におこなうのですが、「本件制約」と書

いてあるとおり、一定の上限を課して、この金額を超えて運用してはいけないという制約を課して

います。 

 さらに、そこでも含み損が発生したから、今度は常務会決定で上限をさらに引き上げた上で規
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制を掛けています。このデリバティブ取引の想定元本の上限を引き上げつつ、これ以上の想定元

本を超えて投資を広げるなとしたのです。このことは何を意味しているかというと、常務会、取締

役会が、このデリバティブ取引に関してはリスクがある。高いリスクがあって、うちの会社に損害

を与える可能性があるとリスク評価をしたがために、想定元本の引き上げに関して統制活動とし

て規制を掛けたということになります。要するに、予見可能だったという話です。 

 先ほど加藤先生がおっしゃいましたが、ヤクルトとしては、多段階的に内部統制としての自己

規制を強めていった。つまり、内部統制を整備していった。この内部統制をヤクルトとしては、

整備していったという事実をちゃんと訴訟戦略として立証したということで、うまく裁判所が誤導

されて、OKだ、ヤクルトのほうが正しいと言ったのかもしれないのです。しかし、そうであるなら、

想定元本の取引額の引き上げられた上限が適切に守られているかどうかを、どうしてチェックし

なかったのか。つまり、内部統制の運用状況まで踏み込んで、ヤクルト本社が統制活動とモニタ

リングを講じていたかどうか。あるいは、内部統制というモニタリングによってチェックしていたか

どうかは裁判所は議論していないのです。 

 ヤクルトのケースでわかるのは、訴訟手続として立証しやすいのは整備であり、先ほどの大和

銀行事件では、職務分掌に関する規程すら裁判所は提出させずに、内部統制が整備されていな

いとは言えないと言っていましたが、ヤクルトの場合は、被告側が整備の事実を筋道立てて立証

したのです。 

 ところが、適切に運用されていたことは立証していないし、反証もされていない。つまり、訴

訟手続的に言えば、立証しやすいのは、整備されていることを立証するほうがはるかに簡単です。

そもそも、もう一回夏休みの宿題の話をすると、何月何日に算数を何ページやって、国語を何ペ

ージをやって、理科を何ページやってと計画したものをお母さんに持っていって、あるいは先生

に持っていって、私はこうやって勉強しますと宣誓書で出させるだけでいいわけです。その計画ど

おりに果たして進んでいるかどうかというのを検証しなくてもいいと、裁判所は言っていると私は

感じます。 

 本来、想定元本の上限を引き上げていくというのは、宿題の計画に置き換えると、１ 週間経っ

てみたら、うちの子どもは勉強をするのが嫌いだから、当初の計画どおり、宿題が進んでいない。

だから、お母さんは怒って、計画は毎日５ページでいいと言っていたのを、10ページに変えるよ

というので、ここから後は、３週間、10ページずつやりなさいと、計画を変更したのです。とこ

ろが、また言うことを聞かないから、もう一回、また１ 週間経った段階で、今度はもう、このまま

だったら、夏休みが終わるまでに宿題が終わらないから、一日25ページやりなさいと、計画を変

えたのです。その計画を変更した書類を裁判所に提出して、お恐れながら、これで内部統制の整

備状況は完璧でございました。よし、わかった、OKだ、というのがこの裁判の判決だと私は思

います。 

 その後、本当に夏休みの宿題が先生の手元に提出されたかどうかはわからないのです。実際、

ヤクルトの場合も、損失が顕在化してしまうわけですから、やはり宿題は先生の手元に正常な形

では提出されなかったんだろうなと思います。でも、そこは争っていないのです。という部分が面

白い判決だと思いました。以上です。 
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○司会 業務担当外取締役に関しては、松本先生、ご意見はございませんか。 

 

○松本 業務担当外取締役なのですが、これは常務会決定で想定元本を引き上げて、それを上

限として、担当取締役に規制、強制させたというのは、まさしく統制活動です。その統制活動が、

常務会を構成する業務担当外取締役によって決定されているわけですから、それを決定した取締

役が、適切にその上限が守られているかどうかを自己的に検証する義務を持っていたと思いま

す。でも、それをおこなっていなかったのですから、裁判所は認定していませんが、その運用が

不備であった、運用状況をチェックすることが不備であったという意味では、業務担当外の取締

役による統制活動にも欠陥があったのではないかなと思います。 

 

○司会 ありがとうございました。ヤクルト事件の責任に関して、ちょっとおさらいをしておこうと

思います。28ページになります。 

 ヤクルトの役員責任に関しては、デリバティブを実際に運用対象として、大穴を開けてしまった

方を除けば、結局、どなたも問われていらっしゃいません。この辺が大和銀行やヤクルトの判決

文を読んでおりますと、業務担当取締役以外は、内部統制構築義務違反にほぼ問われることは

ないのではないかといったうがった見方ができてしまう。僕は、実はそう思っていたりするのです

が、加藤先生、いかがでございましょうか。 

 

○加藤 大和銀行事件も、ヤクルト事件控訴審も、いずれも特段の事情がない限り、信頼の抗

弁、権利が認められるとして、頭取や代取の責任が認められる場合を限定的に捉えております。 

 また、平（ひら）の取締役についても、相応のリスク管理体制に基づいて監視がおこなわれて

いるのであれば、特段の事情がなければ、監視義務違反に問われないと判示しております。 

 このように、いずれも特段の事情、特段の事情というふうに裁判所は言っておりますが、皆さ

まも同じように感じていただけると思うのですが、裁判上、「特段の事情」を裁判所に認めさせる

のは、なかなかハードルが高いというのが実際ですので、廣田先生のご指摘は、まさにそのとお

りのような気がいたします。 

 ただ、これだけ大企業で、かつ、部門ごとの専門分化が進んでいる以上、代表取締役がすべ

て把握することは難しい。だから、信頼の抗弁的な法理はもちろん必要だと思うのです。ただ、

内部統制システムがちゃんと機能していることが前提です。松本先生から、先ほどから激しく運

用が重要だというご指摘を頂戴しているのですが、まさにそのとおりで、運用がしっかり機能して

いるのかどうかということを確認していく。それが、今後、重要になってくるのではないかと思っ

ております。 

 

○司会 どうもありがとうございました。最後に、ヤクルト事件に関して、伊勢田先生はいかがお

感じでしょうか。特に、信頼の抗弁に関してコメントを頂けましたら、幸いでございます。 
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○伊勢田 ヤクルト事件は、私の授業では信頼の原則を説明するリーディングケースとして使っ

ているわけですが、ただ、先ほど来、信頼の抗弁が認められるためには、適切な内部統制体制

が必要だということを申し上げていますが、実は、これは自明のことではありません。実際の内

部統制を、本当に一応の内部統制だけでも十分だという考え方もあるわけで、実はこの点につい

ては、アメリカに興味深い事件の展開がございます。 

まず１ つは、1963年、今から50年前ですが、デラウェア州の最高裁が出した「アリスチャルマ

ーズ事件」という有名な事件がございます。これは、電気製品の会社で、大きく事業部門を２つ

に分けて運営していた会社なのです。その会社で、一方の部門で反トラスト法（独禁法）違反の

事件が過去にあったものですから、それと同じことがまた起きて多額の課徴金により会社に損害

が生じました。その場合に、取締役がきちんと防止体制を取っていなかったということで、株主

が代表訴訟を起こしたという事件がございます。 

そのときに、デラウェア州の最高裁は、同州の会社法では、そういった内部統制体制の構築

は要求していない、取締役としては、特段の事情がない限り、同僚の取締役、あるいは下位の

従業員を信頼する権利があるというふうに明確に言いました。それが50年前の事件で、そのとき

は、会社の内部統制体制構築義務というものは認められなかったわけです。 

しかし、この事件から36年が経ちました1999年に、こちらは最高裁ではなくて、同じデラウェ

ア州の衡平法裁判所という、日本だと地方裁判所にあたる裁判所ですが、有名なアレン判事とい

う裁判官がいまして、その人が書いた判決があります。ケアマークという医療品を扱っている会

社なのですが、そこで人体実験に類したようなことが現場でおこなわれていまして、それが連邦

法違反ということで、後にその会社が多額の罰金刑を受けることになりました。 

その防止体制を取っていなかったということで、これがまた代表訴訟が起こったのですが、そ

のときにアレン判事は、「取締役会のメンバーは会社に対する義務を履行するにあたり、適切な

内部統制体制を構築しなければいけない」と述べました。その理由とされたのは、次の３つで

す。 

まず第一に、デラウェア州の会社法においては、取締役会の役割というのが、非常に重視さ

れている。つまり、取締役会がモニタリングの機能をしっかり果たさないといけないという考え方

がアメリカのデラウェア州にはあるわけです。それが１ つ。 

それから２つ目は、やはり取締役会のモニタリング機能、監視機能を果たす上では、適切かつ

十分な情報を得ておくということが、論理的な前提になるはずだと。そうすると、その情報を得る

ための体制として、内部統制は不可欠のものであるということが、２つ目。 

そして最後は、先ほど渡部先生からご紹介がありました連邦の制裁ガイドラインであります。不

正防止プログラムと呼ばれる一定のプログラムを会社が備えていれば、後に独禁法違反で制裁を

受けるときにも、それが軽減されるというプログラムが、既に当時のアメリカでは一般化していた

と。それを備えておくのは、大規模の会社としては当然のことだということが前提になりまして、

内部統制体制の構築義務というのが、1999年のケアマーク事件では認められたということであり

ます。 

いずれにしましても、信頼の原則の前提となる内部統制体制が、実際にどれだけの水準を持
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っていればいいのか、どれだけの運用がおこなわれていれば、信頼が認められるのかというの

は、まだまだ議論の余地がある問題でありまして、今後の判例の展開を見ていかなければいけな

いと思っております。以上です。 

 

○司会 ありがとうございました。簡単にまとめてしまいますと、大和銀行事件も、ヤクルト事件

も、一人に任せてしまったというのが、そもそもの間違いかなと思う次第であります。大和銀行事

件は昭和50年後半から平成元年まで、ヤクルト事件は平成７ 年ぐらいまでの時期です。そういっ

た時期ですが、パネラーの先生方からもそのような指摘が挙がりますけれども、判決文では、そ

れが俎上にのっていないという感がございます。 

 もう１ つは、信頼の抗弁という考え方です。それがポイントになってくるような感じがいたしま

す。法に関しては、私は素人でございますが、珍しく、法はこの部分だけは性善説を取っている

ような感じで捉えてしまいます。もっと積極的に、取締役が内部統制の運用面で把握しにいく手

だてが何か必要なのではないかなという気は個人的にはしております。 

 

5-4 日本システム技術事件の検討 

○地裁・高裁判決と最高裁判決の違い 

○司会 それでは最後に、日本システム技術事件をパネリストの方々の討議する題材に加えてい

こうと思います。 

 この事件では、先ほどの２つの事例では採り上げなかった運用状況が直接俎上に乗ります。

それでは、まず最初は加藤先生。日本システム技術事件の特徴点を確認させていただけますでし

ょうか。 

 

○加藤 日本システム技術事件なのですが、地裁、高裁共に、内部統制システムの不備を認め

ていたと。ところが、最高裁がこれをひっくり返して、内部統制システムについて、初めて判断し

たという点で非常に注目すべき判決だと思っております。 

 資料編83ページのエに載っているのですが、本件では、財務部や監査法人が販売先、IBM系

の会社に対して郵送した売掛金残高確認書を、この不正をやっていたメンバーの営業社員らが、

その販売会社を訪問して、担当者をだまして、未開封のまま回収して、つじつまが合うように金

額を記入するという偽装をしております。このような巧妙な偽装を代表取締役がリスクとして認識

できるか、できないかの評価の違いで、下級審と最高裁の結論が分かれたと思っております。 

 

○司会 ありがとうございました。次は伊勢田先生。公認会計士は判決に不慣れでありまして、

下級審と最高裁の結論が分かれた事情の持つ意味をご説明していただけましたら、助かります。 

 

○伊勢田 ご存じのように、わが国の裁判所では三審制を採っておりますので、最高裁の判決が、

高裁以下の判決に比べて優先するということは当然のことでございます。 

 例えば、高裁のレベルで、複数の判断が分かれているという事案があります。最近の衆議院
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選挙の違憲判決もそうですが、複数の高裁でいろいろ異なる判決が出ているときに、それを最高

裁の判決で統一するということはございます。それ以降は、最高裁の立場で、すべての裁判所が

基本的に動くということになるわけです。 

 ただ、通常の民事裁判では、事実に関する審理というのは、高裁までで終わりです。最高裁

は、法律問題だけになりますので、普通は高裁の判断が最終的な判断になるわけです。この事

件では、法律問題だったのか、事実問題だったのかというのは、ちょっと微妙な部分がございま

して、もし事実問題だとすると、法律審である最高裁が事実の問題に口を出して、判決をひっく

り返したというのは、数の上からすれば、結構珍しいケースになるわけです。 

 なぜ、こういうことをしたのかというと、ちょっと大げさかもしれませんが、この高裁の結論が

確定してしまうと、日本経済全体あるいは日本企業にとって、非常に影響が大きいという判断が

あったのかもしれません。 

 

○司会 それでは、会場の皆さまは、当日配布資料の35ページをご覧ください。ちょうど今、ス

ライドに映っておりますのは、35ページの上のほうに出ています67枚目のスライド、最高裁バージ

ョンでの日本システム技術の内部統制の評価を図にしたものであります。その35ページの下のと

ころは、高裁バージョンの内部統制を図にしたものでありますが、松本先生、図のポイントのとこ

ろをご解説願えますでしょうか。 

 

○松本 今、廣田先生のほうからご指示がありました35ページのところで、最高裁のバージョン

が上で、高裁のバージョンが下で、廣田先生におつくりいただいております。これをご覧いただ

きますと、先ほど森久先生からお話がありましたように、このケースは、日本システム技術事件

の２つの事業部のうち、売上規模の小さい事業部での事件です。80％がソフトウェアの販売会

社で、20％弱が、この大学向けのパッケージウェアを販売している会社というふうにご記憶くださ

い。それを担当していたC事業部の事件です。 

 ご覧いただきますとわかりますように、特に留意して見ていただきたい部分は、リスクの評価の

部分と統制活動の部分なのですが、最高裁のほうは、前のスライドで見ると黄色い部分。つまり、

偽造印、注文書・検収書の偽造。確認状の虚偽記載などはリスクとして認識していなかった。

つまり、当初から想定外である。リスク評価の段階で、まさか、うちの会社の従業員が、ここま

であくどいことをやることは想定していなくても構わないというふうな認定が最高裁です。 

 高裁のほうは、黄色いのが全体の枠組みの中に入っておりますように、統制活動の部分をご覧

いただきますと、チェックの後で、売上報告がされる体制を整えていましたが、財務部は滞留す

る売掛金の内容を事業部門に定期的に報告させて把握していたものの、その滞留している売掛

金の原因について厳格に調査していません。これは、本文をご覧いただきますとわかりますが、

２年以上、売掛金が滞留しています。 

売掛金というのは、簿記を勉強し始めると必ず勉強しますが、３日ないし５日後には現金にな

って入ってくるというふうに通常は学びます。ですから、２年間も売掛金が滞留したまま、現金化

せずにうちの会社に入ってこないというのを、財務部が厳格に調査をしなかったという部分につ
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いて、高裁は十分な内部統制が運用されていなかった。つまり、内部統制が整備はされていた

けれども、運用のレベルで、財務部の統制活動が不十分な形でしかチェックしていなかったとい

うので、責任を認定したのが高裁です。以上です。 

 

○司会 ありがとうございました。起こったのは不正なのですが、詰まるところ、高裁と最高裁

の線引きは、非主流の事業部の事業部長さんというそこそこ偉い方が悪いことをやったと。その

方が悪いことをするかもしれないというのを想定した内部統制であるべきなのか。ではなくて、そ

こまで偉い人は、そんな内部統制の対象ではなく、絶対に悪いことをしないとくみした形がいい

のか。そういった線引きになりそうな感じがいたします。 

 次に、日本システム技術事件で、もう１ つ論点がございます。経理規程63条というのが判決文

に出てくるのですが、「債権、債務については、本社の経理部門会計責任者は相手先の残高を

照合し、常に正確な残高を把握するとともに、必要に応じて、その相手先から、その残高確認を

取り寄せなければならない」とあります。 

 そういった場合に、事業部自体が不正をやっているときに、外部で検証できるのは、財務部だ

けであったわけです。そういった文章が地裁判決で出てきます。その２年を超える滞留期間の売

掛金と関連づけていただいて、渡部先生、ご意見を頂けますでしょうか。 

 

○渡部 資料編94ページの（３）イの中ほどに、「大学が複数のパッケージを採用する場合等に

は、システム全体の稼働が確認され、最終的な検収がなされてから、回収まで１ 年半程度掛か

ることがあった。しかしながら、検収から２年間以上回収がなされないことは例外的であった」

とあります。つまり、長くとも回収まで１ 年半程度と検収から２年間以上回収がなされないという

ことは、一般的に考えても、その会社にとっては異常事態であり、有事対応が求められます。ギ

アチェンジが必要になってきます。 

 では、会社として、どういう対応が求められるかと言いますと、この資料編の97ページの下か

ら19行目ぐらい、網掛けのところです。「本社の経理部門である財務部としては、同事業部が一

見合理的な回収遅延理由を報告したり、日本IBM二社名義の売掛金残高確認書が存したとして

も、財務部が独自に直接日本IBM二社に対して、売掛金債権の存在や遅延理由を確認したり、

被告に対する入金額がどの売掛金債権に対するものなのかを確認したりすべきであった」と。ま

さに、そのとおりだと考えます。 

 本件は、事業部長という企業内で一定の権限を与えられた者が不正をおこない、隠蔽していた

場合でありまして、よほどのことがない限り、容易に不正を発見できるものではありません。これ

は、これらのことが巧妙だから発見できないのではなく、通常どおり、外見上、業務が流れてい

るということでなかなか発見できないのであります。 

われわれの業界に関するルールで、昨年６月から企業会計審議会監査部会で「不正リスク対

応基準」というものが議論されています。その中で、職業的懐疑心の強調がうたわれています。

われわれ監査人は、当然会社と対応するとき、職業的懐疑心を持って臨むわけですが、毎日経

理の人と対応していきますと、お互いに信頼関係も出てくるし、尊敬もしてきます。こうなります
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と、その人に不正な意図があるはずがないという固定概念が形成されますと、われわれ監査人の

能力は半減、減殺されることになります。だから、当事者でない第三者であれば、ぱっとわかる

怪しい兆候が、当事者は気づかないということも起こるので、常々注意して監査対応しないとい

けないと思っております。 

ここの「売掛金が滞留し始めた」というのが、不正が発生するパターンの一番多く見られるケ

ースであります。滞留売掛金は、回収可能性について問題が発生しているという兆候を示してお

ります。あるいは、売掛金が実在しないかもしれません。不正の発見のタイミングとしては、①取

引開始のタイミング。あとは、②不正が崩壊する直前です。 

売掛金の問題につきましては、ナナボシの事件を思い出します。滞留売掛金が問題でありまし

た。滞留イコール焦げ付きなので有事対応が必要になります。あの場合も、架空の工事収益計

上した架空売掛金が決算期が終わっても、なかなか入金されないということで、監査法人と監査

役さんが現場を見に行って、粉飾決算が発覚した事件でした。 

われわれ、近畿会の監査会計委員会でも不正の勉強会をしているわけですが、売掛金、相手

方から言えば、買掛金です。この買掛金の支払拒否ということで、不正が発覚する場合が多々あ

ります。だから、ちょっと滞留したということでも、ばかにはできません。そういう異常な兆候が

あれば、ギアチェンジして、慎重に対応しなければならないと常々思っているところであります。 

 

○司会 どうもありがとうございます。それでは、パネラーの方に一通り、お聞きします。最高裁

の認めたリスク管理体制と地裁の認めた管理体制と、どちらが妥当だったとお考えになりますか。

よくわかるようにお答えください。加藤先生、よろしくお願いします。 

 

○加藤 結論から言えば、下級審に賛成でございます。 

 先ほどから、皆さんから、ご指摘があったとおり、売掛金を２年以上回収されないというのは、

例外的であったということですから、財務部は直接販売会社に確認するべきだったと思います。 

 あと、高裁は、BM課、CR部がパッケージ事業部に直属していた点も問題としております。BM

課は元事業部長の指示により、売掛金が滞留した際に、正常な売掛金の入金を架空の売掛金に

対する入金として消込処理をしているわけです。これは資料編94ページの一番下の（イ）のとこ

ろに載っているのですが、このようにBM課が元事業部長の指示に従わざるを得ないというのは、

やはり組織体制自体に問題があるということだと思うのです。ですから、下級審、地裁、高裁が

言うように、内部統制システムについては問題があったと思っております。 

 ただ、本件訴訟は非常に特殊でして、会計士の先生方には何を言っているのかと思われるか

もしれないのですが、原告は会社法350条に基づいて請求しているわけです。ですから、会社の

責任が認められるには、代表取締役の不法行為が成立することが前提なわけです。そうなると、

こんな巧妙な偽装をされている場合に、代取自身が原告に対して、過失で不法行為責任を負う

のかという点については、疑問に感じております。そういう点では、最高裁の結論もよくわかるわ

けです。結局、下級審と最高裁で判断が割れるにふさわしい事案であったのではないかと思って

おります。 
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○司会 松本先生は、いかがでしょうか。地裁側でしょうか、最高裁側でしょうか。 

 

○松本 流れ的に高裁、地裁のほうを持たないといけないのですが、一番わかりやすい図が、

森久先生がお描きいただいている配布資料の31ページのスライド59図の「日本システム技術

（株）における内部統制当時 （３）債権の残高確認」という図ですが、先ほどから申し上げ

ましたとおり、内部統制というのは、統制活動とモニタリングは絶対条件です。この会社は、C

事業部の中のBM課、CR部、営業部、つまりパッケージを売って、代金を回収する部門外に財

務部を設けていました。つまり、事業部から独立した組織として財務部があって、その財務部が、

C事業部が上げてくる売上債権が適切に回収できるかどうかを検証する任務を負っていたという

ので、ある意味、職務分掌が適切におこなわれていたという形になっています。 

 では、この財務部、つまりC事業部から独立した形で、C事業部が計上する売上債権が適切で

あるかどうかを検証する義務を負っていた財務部が、どうして滞留売掛金や滞留売上債権に関し

て、追跡調査をしなかったのかというのを考えないといけません。その場合、先ほど申しました

とおり、このパッケージ事業部というのは、売上規模で言うと、この会社の20％弱しか占めない

部門です。つまり、コアではないのです。いわゆる、ノンコア事業部になります。 

ですから、先生方も大学の学生時代はお考えになったと思いますけれども、もう時間がないか

ら、ヤマを張らないと期末試験を受けられない。これから、３時間以内でどこまで勉強するか。

ヤマとして、必ず出ると思われる、80％の確率で出ると思われる部分に３時間全部を突っ込むの

か。あるいは、20％でも出る確率があるから、その部分に関しても、３時間のうち、たとえ30分

でも配分するのかという意思決定が求められています。この会社は、30分を使わなかったのです。

つまり、３時間全部を80％の出る確率の部門に対して、全部の統制活動を突っ込んだのです。 

つまり、財務部は、20％しか売上げのないノンコア事業部であるパッケージ事業部の売掛金の

滞留に対しては、その在庫を追跡調査することなく、滞留しているものに関して、C事業部長が

上げてきた証拠をそのまま鵜呑みにしていました。高裁、地裁の側は、「それは鵜呑みにしては

いけないでしょう。C事業部の売上債権が過度に滞留しているのですから、過度に滞留している

売掛金に関しては、直接確認すべきであったにもかかわらず、その独立した検証をおこなわなか

った財務部は責任がある。」つまり、運用が失敗していると認定したのが、地裁、高裁です。 

 最高裁側は、いやいや、ノンコアなのだから、今現在整備されているはずの内部統制で日本

システム技術としては十分であったと判示しています。 

 ここで考えていただきたいのは、もしこういう理解がOKであるなら、リストラ対象となっている

役員はノンコアの責任者に置いておいたらいいのです。リストラ対象になっているような取締役を

ノンコアの責任者に配置しておいて、もしノンコアで不祥事があったら、そこの事業部をぱっと切

ったらいいだけの話で、責任は全部、その事業部の取締役が負うというのを、最高裁は認めた

という話になってしまいます。こんな理不尽な話は、私はないと思うのです。 

 ノンコアであろうが、コアであろうが、粉飾が起こりやすいのは、コアではなくて、ノンコアの

はずです。現在、会計士の先生方はよくご承知だと思いますけれども、内部統制報告書というの
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が、金商法24条の４に基づいて、経営者は金融庁に提出する義務を負っております。金商法24

条の４に基づいて、内部統制報告書の中でうちの会社の内部統制は有効ですと書いた舌の根も

乾かないうちに、うちの内部統制には欠陥がありましたという訂正内部統制報告書を出す会社

が、毎年、20社から30社存在します。直近の例であれば、沖電気が訂正しましたし、近鉄も訂

正しました。つまり、当初は内部統制報告書の中で、うちの会社には内部統制の不備はありませ

ん、欠陥はありませんと報告していた経営者が、何カ月か後には、粉飾が明らかになったので、

うちの会社には内部統制上、欠陥がありました、すみません、申しわけありません、訂正報告書

を出させていただきますと、出しているのです。 

これはどういうことかと言うと、当初、内部統制を評価した段階では、ノンコアを重視せず評価

対象から外していたという代表例です。実際、粉飾が起こるのは、もともと目立たないノンコア

の事業部です。目立たないところで、悪いことをするわけですから。目立たないところで悪いこと

をしたものが積み重なって、とうとう、粉飾決算になって外部に露見した段階で、すみません、

うちの内部統制には欠陥がありましたという訂正報告書を出すのです。 

ということは、コアの部分でリスク管理が適切になされるのは当然として、ノンコアの部分でも、

そもそもリスクが高いかどうかを判断するということも代取の責任のはずです。そうでなかったら、

代取は一生責任を負わなくても済みます。ノンコアの事業部で問題が発生しても、代取に責任が

負わされないのであれば、ノンコアのところになるべく不祥事が集中するようにしておけばよい。

もし、その不祥事が発覚したらノンコアの責任者だけに責任を負わせた上で内部統制報告書を訂

正させていただきますと、訂正内部統制報告書を出したらいいという話で落ち着いてしまうことに

なります。これは不公平ではないかと私は思いますので、地裁、高裁の判決のほうを支持します。 

 

○司会 ありがとうございます。当初の予定２単位２時間のところを、３時間まで延長しようと

していますので、簡潔にお願いいたします。渡部先生、いかがでしょうか。同じ質問でございま

す。 

 

○渡部 地裁、高裁の判決は非常に説得感のあるものだと考えております。高裁の判決を読み

まして、腹にすとんと落ちました。会計士が書いた判例ではないかと思われるぐらい、会計士の

考え方、100人会計士がいれば、９割は「そのとおりだ」と言うでしょう。 

 私は、この最高裁の判例の背景には、多くの日本企業が採用している事業部制組織の問題が

あったと考えます。そういうところから、最高裁は大所高所から判断したのではないかと考えてい

ます。 

事業部制組織の場合、事業部長がかなりの権限をトップから委譲されて、事業部でワンストッ

プ、すなわち製造、販売、研究、開発、管理といった事業運営に必要なすべての機能を持って

おります。マーケットにおける現場の情報と技術・生産の現場の情報を統合して、意思決定を素

早く自主的に行うことができます。そういう絶対的な裁量があり、意思決定を早くでき、組織の活

性化ができるというのが、事業部制組織の特徴であります。 

会社が大きくなれば、事業が多角化し事業形態が複雑になり、製品別地域別事業部制とか、
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そういう形で事業部制組織を敷くことが多くなります。当然、事業部は「会社の中の会社の社長」

ということになりまして、今回の場合は、事業部長が自ら内部統制を無視し悪い方向に出てしま

ったケースであります。内部統制の限界という面も見られますが、事業部制組織が日本のかなり

の会社を支えているという大所高所から、日本の企業組織構造の問題もありまして最高裁として

判断をしたのではないかと考えています。 

 

○司会 最後に伊勢田先生はどうでしょうか。同じ質問でございます。 

 

○伊勢田 この事件の場合、いろんなご意見がありましたように、巧妙な偽装工作がおこなわれ

たというのがポイントだと思います。法律の業界用語で言いますと、まさに予見可能性に関わる

ところでございまして、かなり微妙な判断を要する事案だと思います。 

 高裁が認定したのと同じ事実を前提にしながら、最高裁が異なる判断を採った理由は、２つ

の見方ができると思います。 

１ つは、事実問題として、偽装工作がかなり巧妙におこなわれたために、この場合には、役

員の民事責任を負わせるということが適当ではないという事件の結論を採ったという見方です。

これはおそらく、大所高所の判断として、そういう判断があったのかもしれません。 

もう１ つは、先ほどから言っていますように、法律問題として予見可能性の程度です。役員の

責任を認める前提としてかなり高度な予見可能性を要求した上で、巧妙な偽装がおこなわれてい

たという場合には予見可能性がないと。そういう法律上の判断があったとも考えられます。 

いずれも、実際はどちらだったのかということは、これは今後、商法の学会でも議論をしてい

かなければいけないところで、今の私にどちらを取れというのは難しいので、現時点では判断を

留保させていただきますが、あえて言えば、最高裁の立場には、やや疑問を感じています。以上

です。 

 

○司会 ありがとうございます。大和銀行、ヤクルト、日本システム技術と、整備と運用につい

て議論してきました。整備は当然に検討対象になるのですが、運用について裁判になった場合、

後の事例になるほどだんだんより詳細に検討されてきたというのが見て取れるかなと思います。 

 あと、会社法に関して改正事案が出てきたりしておりますが、その会社法に関しての内部統制

の運用について、今後、どのように取り扱っていくのか、ご意見を伊勢田先生に頂けたらと思い

ます。 

 

○伊勢田 役員のポジションによって、内部統制体制の構築義務の内容には違いがあるというこ

とは、既にお話ししたとおりです。 

 現実の裁判例を見てみましても、現場に直接の責任を負っている役員、つまり、業務執行役員

のみが内部統制に関する責任を負い、代表取締役や他の取締役会メンバーは、責任を負うこと

はまずないという結果になっています。 

 代表取締役は多くの場合に、現場には関与していないでしょうから、自分は知らなかったんだ
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という言い逃れを認めることになりかねません。また、取締役会は内部統制の大綱を作るという

ことになっておりますので、どこの会社においても大同小異の大綱をつくれば、それで監視義務

を果たしたというのは、疑問であります。 

 現状では、内部統制体制に関する民事責任が十分に機能していないのではないかという感じ

がいたします。ただ、これに関しては、それでいいんだという考え方もあります。つまり、内部統

制については、民事責任ではなくて、もっと他の手段で整備が確保されるように定めておけばい

いのだと。あえて役員の民事責任を問うてまで、内部統制を進める必要はないという考え方もあ

るところであります。 

 ただ、そうは言いましても、内部統制が会社法上も金商法上も要求されておりますので、単に

構築するというだけではなくて、それが実質的に機能するように何とか工夫していかなければなら

ない。そうすると運用の義務というものも、やはり善管注意義務の内容として要求していく必要が

あるんだろうというふうに考えます。 

 具体的には、代表取締役及び業務執行役員は、法令遵守に関して、定期的な社員教育、従

業員教育をおこなって、違反者があれば、異動をおこなったり、懲戒をするといったこと。そう

いったことを通じて、内部統制の効果を維持していくといった義務があるのではないかと思いま

す。また、取締役会のメンバーとしても、問題事例があれば、その報告を聞き、それに対して質

問をし、疑問があれば必要な範囲で調査をするということも法律上の義務として求められるんだ

というふうに考えています。 

 

5-5 最後に 

○司会 時間をかけて討議してきたシンポジウムですが、やっと最後の討議も終了しつつありま

す。それでは最後に、内部統制を法的にどのように捉えていくか、そういったことについて、パネ

ラーの方にひと言ずつ頂けたらと思います。それでは加藤先生、よろしいでしょうか。 

 

○加藤 先ほど松本先生から、裁判所は内部統制の整備ばかりを見ていて、運用を見ていない

のではないかという痛烈なご批判があったと思うのですが、私も自分の裁判での経験からして、

裁判所というのは書証を重視するので当たり前かもしれませんが、規程類などが裁判所で書証と

して出ると、もう整備状況のみならず、それに従ってきっちり運用されているというふうに流れて

いく。そのような傾向があるような気がいたします。 

それで非常に遅い時間にもかかわらず、ヤクルト事件に話を戻して恐縮なのですが、資料編55

ページをちょっと見ていただけますでしょうか。大変心苦しいのですが。 

 ここらに載っているのですが、ヤクルト事件ですが、この元副社長、デリバティブの担当役員で

すが常務会決定で審議されて禁止されているにもかかわらず、平成９年５月には、また新たな通

貨スワップ取引をやっているのです。その後には、また新たなデリバティブ取引までやっているの

です。これには、経理担当役員とか、常勤監査役とかが気づいて、文句を付けるのです。でも、

文句を付けたのに対して弁解されてしまうと、もう何も言えなかったというふうに認定されている

のです。これは結構問題だと思いまして、例えば経理担当取締役が気づいたんだったら、どうし
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てもっと断固たる措置を取らなかったんだと。役会に上げるとか。それで徹底することができれば、

平成９年８月以降に株価は暴落したということですから、損害がある程度防げたのではないかと

思うわけです。この点に注目すれば、ヤクルトのリスク管理が十分なものではなかったのではな

いかと思うのです。 

 このように、運用面が今後重要になると思っておりまして、また勉強しないといけない嫌な会

社法改正が今年の秋の国会で出て、来年総会後に施行と聞いているのですが、これで運用面、

運用状況について、事業報告に記載することになると言われております。ですから、この会社法

改正の流れからしても、今後、運用面について、しっかりチェックしていかなければならないと

いうようになっていくと思います。 

 あと、会社法の改正と言えば、今、施行規則にある企業集団における業務の適正を確保する

ための体制というのが格上げされて、会社法に書かれる方向性だというふうに言われております。 

 先ほど松本先生から、「粉飾はコアで起きているのではない。ノンコアで起きているんだ」とい

うようなお言葉を賜ったわけですが、もうまさに、そのとおりだと思うのです。今後はグループ管

理を重視していかなければいけない。そのように思っております。 

 

○司会 ありがとうございました。それでは、松本先生も最後にひと言、よろしくお願いいたしま

す。 

 

○松本 今までの裁判の判決の文章を表面上見る限りにおいては、裁判所は内部統制が整備さ

れているかどうかの有効性しか検討していません。先ほど加藤先生がおっしゃいましたように、

その整備された内容が適切に運用されているかどうかに関する検証まで、裁判所はおこなってい

ません。ですから、その点について、金商法上は1950年の段階で、既に内部統制を監査上も旧

証取法上も取り込んでいたのですが、会社法が運用まで取り込むという段階になったのであれ

ば、裁判記録の上でも、整備状況だけでなく運用状況に関しても、ぜひ検討の対象、俎上に乗

せる内容として、訴訟原因に挙げていただきたいなと思います。 

 でないと、代取はいつまで経っても、責任を取らないで、整備しただけで、その整備を有効に

運用できなかった業務担当取締役だけが責任を負わされるという、極めて不公平な裁判結果し

か出ないような気がしてなりません。以上です。 

 

○司会 渡部先生、いかがでしょうか。 

 

○渡部 内部統制システムは非常に厄介なものであります。これは、人間である経営者がつくる

わけですから、なかなか完璧なものはできません。平時は大変信頼できるわけですが、ふとした

ことで壊れてしまう。有事になれば、まったく崩壊してしまいます。これを壊すのも人間でありま

す。 

 だから、いくら平時にコンプライアンス等の整備・運用が完璧でありましても、有事のときには、

まったく役に立ちません。 
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 詰まるところは、企業風土、企業文化、カルチャー、これをどうやって構築していくかというこ

とに尽きるのではないかと思います。内部統制をつくるのも生かすも培すのも人間ということで、

経営者を中心として地に着いた生きた組織を定着させるように持っていかないと、いつまで経っ

ても会計不祥事はなくならないと考えております。 

 最後に、松本先生の名言であります「粉飾はノンコアで起きているんだ」。いわゆる、真のリ

スクとはなにかを把握するのは非常に難しいものであります。ノンコアから不祥事事件が起こると

いうのは、リスクを誰も認識していないということでありまして、真のリスクをどのようにして、経

営者、あるいはわれわれ監査人が見つけ出していくかというのが、今後の課題かなあと考えてい

ます。 

 

○司会 最後に伊勢田先生、よろしくお願いいたします。 

 

○伊勢田 資料編84ページの日本システム技術開発事件の最高裁判決の最後の部分ですが、 

「監査法人も上告人の財務諸表につき、適正であるとの意見を表明していたというのであるか

ら」いいのだと書かれています。これに関して、実は高裁はまったく逆のことを言っていまして、

監査法人がいいと言っていても、それは善管注意義務違反がなかったということにはならないと

言っています。 

 私は法律家としては、監査法人を信頼していますので、最高裁の判示はもっともかなと読んで

いたのですが、今回、会計士の皆さんと一緒に勉強していて、監査法人は、先ほどあったように、

ノンコア事業はあまり評価の対象としていないことを知りました。全事業の３分の２というものを

見ていて、それ以外はあまり対象にされていないということを聞きまして、それを前提にするなら

ば、この部分の最高裁の判示というのはどうなのかなとほとんどの場合に考えるようになりまし

た。 

 そういうふうに、今まで法律家は法律家で、会計士は会計士で、それぞれ内部統制を論じるこ

とが多かったわけで、今回のシンポで同じ土俵で議論を戦わせるというのは非常に有意義な機会

でありました。 

私が内部統制に関してまとまった論文を書いたのは、もう10年以上も前のことですが、その後、

日本はいくつもの裁判を経てきたわけですが、まだまだ理論的な部分、それから根本的な部分に

ついては、考えなければいけないことがたくさん残されているなと痛感しました。 

 

○司会 ありがとうございました。どうも皆さま、長時間、ありがとうございました。３時間と称

して運営していたら完璧な運営なのですが、２時間と言っていて３時間掛かってしまいました。

すみません。会館を運営されている方、誠に申しわけございません。５時で終わると勝手に予定

変更してしまいまして。あと５分ございます。若干時間がございますので、もし、質問等がござい

ましたら、パネラーの方にお答えいただきますが、いかがでございましょうか。挙手していただけ

れば、マイクを持って参じますが。よろしゅうございますか。 

 それでは、閉会のご挨拶を大阪弁護士会内藤副会長にお願いしたいと思います。 
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６ 閉会の挨拶 

 

大阪弁護士会副会長  内藤 欣也 氏 

 

 本年度、弁護士会の副会長をしております内藤です。本日は長時間、どうもお疲れさまでござ

いました。渡部先生、松本先生、伊勢田先生、加藤先生、森久先生、どうも長時間、ありがと

うございました。 

 今、司会の廣田先生からもお話がありましたように、３時間というご案内があればよかったで

すね。私、実は４時から５時まで担当委員会がございまして、完全に飛ばしてしまいまして、内

部統制のシンポジウムでこんなリスクがあるなんて、私、夢にも思っていなかった。リスクが現

実化してしまいまして、後で委員長にこっぴどく怒られるだろうなと、今、内心ひやひやしており

ます。 

 さて、「内部統制」という言葉、実は私どもが司法試験を受けたときには、そういう言葉がな

かったので、なかなか取っつきにくいところがあったのですが、今日のシンポジウムで先生方の

お話を聞いていて、この中身は取締役の監視義務なんだということで、そうかそうかということ

で、腑に落ちたところがございます。 

 ただ、内部統制の本を読んでいると、とても取っつきにくくて、枠をつくれば、会社の責任は

免責されるというふうに何となく思い込んでいるところがあったのですが、今日のお話では決し

てそうではなくて、むしろ運用のほうが大事であるということで、目から鱗というような感じがご

ざいました。 

 今日は大和銀行事件、ヤクルト事件、日本システム技術事件ということで、われわれ実務家

にとっては、判例から判例理論を読み解いて、これをどう実務に生かしていくかというアプロー

チをしていただきましたことは、大変参考になったかと思います。 

 それから、印象的な信頼の原則という、交通事故でよくわれわれが使う言葉がここでもあると

いうことですが、裁判になれば、会社を守るほうからすれば、この議論をつくるのでしょうけれ

ども、実務的に、例えば自分が会社の内部統制に関与していくときに、この原則があるから大

丈夫だよと、代表者というか、経営者を説得するか。そんなことは絶対しませんよね。1,000人、

2,000人規模の会社になれば、絶対悪いことは起こるよと。社長、いくらやったって、不祥事は

起こりますよと。だから、内部統制をきちんとしないといけないのです、という指導をするように

私は思います。裁判になれば、この信頼の原則を使わせていただくことがあろうかと思いますが、

実務的には、そうなのかなと思いながら聞いておりました。本日は本当に長時間、どうもありが

とうございました。 

最後に、今年度、公認会計士協会近畿会とは共催ということで、適時開示セミナー、それか

ら上場ルール、インサイダー問題といったことで、今回は内部統制と誠に時宜を得たテーマで共

催をしていただきました。近畿会さんにも、大変感謝をいたしております。 

 簡単ではございますが、これで私の閉会のご挨拶とさせていただきます。本日はどうもお疲れ

さまでございました。 

 

○司会 内藤副会長、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。どうも長時間、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 

 昨年は「公正なる会計慣行」を取り上げて公認会計士と弁護士の間の認識の違いを明ら

かにした。同じように両者の認識を確認してよいものに「内部統制」がある。今回の題材

は「内部統制」である。 

会社が順調に売上高を伸ばし総資産・純資産も大きくなっていくためには、その業務が

社会に受け入れられるとともに会社の組織的運営が必要である。その組織的運営を保証す

るものが内部統制と考える。 

会計監査では、公認会計士が会社の内部統制の運用状態が良好であることを確認できな

いと監査の前提であるリスク・アプローチは取り得ず、意見表明はできない。しかしなが

ら、会社法においては、内部統制の運用について特段の事情を認識しない限り業務担当外

の取締役は責めを負わないし、業務担当の取締役も経営判断の原則により責めを負わない

ケースすらあるように見える。内部統制に関しては、会社法の規定が緩やかに思えてしま

うのが意外である。 

とはいえ、金商法における内部統制も拠点すべてに関してその運用状況の検証を実施す

るわけではない。 

 今回は「大和銀行ニューヨーク支店巨額粉飾事件」「ヤクルト株主代表訴訟事件」「日本

システム技術事件」で俎上に乗った内部統制を検討事例としているが、内部統制に対する

判決でその草分けたる「大和銀行ニューヨーク支店巨額粉飾事件」ですら平成１２年の判

決であって１０年と少ししか経過していない。それよりも財務諸表監査では内部統制の重

要性は先行して認識されているが、金商法の内部統制は制度化されて５年にすぎない。 

 このように内部統制は、会社の組織的運営を保証する重要な内容でありながら、会社法

と金商法で異なるとらえ方をされ、まだまだ今後の展開の仕方に大きな余地がある。そこ

で、近畿会及び大阪弁護士会、そして、企業会計、会社法に精通した学者を交えた議論を

企画するものである。 

 

 

Ⅰ－２．シンポジウムの位置づけ 

近時の「内部統制」を取り上げた判例事例から「内部統制」整備・運用の両面について、

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・

監査と会社法を研究する学者の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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第１ 会社法上の内部統制が第１ 会社法上の内部統制が
目指すもの

内部統制に関する法制定の経緯内部統制に関する法制定の経緯

• 平成14年商法特例法 21条の７第1項• 平成14年商法特例法 21条の７第1項

⇒委員会等設置会社の取締役会の権限に関する定め

⇒監査委員会による監査の実効性を確保するために内部統制⇒監査委員会による監査の実効性を確保するために内部統制
体制の整備を要求（法務省令１１９３条）。

• 平成17年会社法 348条 362条• 平成17年会社法 348条、362条

⇒内部統制体制に関する決定は取締役会の専決事項

⇒大会社に内部統制体制に関する決定を義務づけ大会社に内部統制体制に関する決定を義務づけ

• 平成18年金融商品取引法 24条の4の2、24条の4の4

代表者による開示書類の適正性に関する確認書⇒代表者による開示書類の適正性に関する確認書

⇒内部統制報告書



会社法及び法務省令が求める内部統制体制会社法及 法務省令 求 る 部統制体制

がが びび(1) (1) 取締役の職務の執行が取締役の職務の執行が法令および定款に適合法令および定款に適合することを確保することを確保
する体制する体制

その他その他株式会社の業務の適正株式会社の業務の適正を確保するために必要なものを確保するために必要なもの(2) (2) その他その他株式会社の業務の適正株式会社の業務の適正を確保するために必要なものを確保するために必要なもの
①①取締役の職務の執行に関する情報の保存・管理の体制取締役の職務の執行に関する情報の保存・管理の体制
②②損失の危険の管理に関する規定その他の体制損失の危険の管理に関する規定その他の体制②②損失の危険の管理に関する規定その他の体制損失の危険の管理に関する規定その他の体制
③③取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制
④④使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保する使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保する

体制体制
⑤⑤企業グループの業務の適正を確保する体制企業グループの業務の適正を確保する体制
⑥⑥監査役の監査が実効的に行われることを確保する体制監査役の監査が実効的に行われることを確保する体制⑥⑥監査役の監査が実効的に行われることを確保する体制監査役の監査が実効的に行われることを確保する体制

（会社法３４８条３項４号、３６２条４項６号、会社法規則９８条、１００条）（会社法３４８条３項４号、３６２条４項６号、会社法規則９８条、１００条）

• 内部統制体制の整備を代表取締役や業務執行取締役に委ねては
ならないこと

（法３４８条３項、３６２条４項）

⇒内部統制体制の整備は取締役（会）の専決事項

• 大会社においては、取締役会の有無にかかわらず、内部統制体制
の整備について決定を行うこと

（法３４８条４項 ３６２条５項）（法３４８条４項、３６２条５項）

⇒中小規模の株式会社において決定は要求されていない

• 上記の取締役会の決議内容の概略を事業報告に記載し 監査役は• 上記の取締役会の決議内容の概略を事業報告に記載し、監査役は
当該事項の内容が相当でないと認めるときは、調査報告にその旨及
びその理由を記載しなければならない

（規則 条 項 条 項 号 条 項 号）（規則118条2項、130条2項2号、129条1項5号）

⇒内容の相当性に関しては監査役による監査が求められる



代表取締役の業務執行に対する取締
役の監視義務(判例)役の監視義務(判例)

取締役会は会社の業務執行につき監査する地位に取締役会 会社 業務執行 す 位
あるから、取締役会を構成する取締役は、取締役
会に上程された事柄について監視するにとどまらず、程 事柄 視す ず、
代表取締役の業務執行一般につき、これを監視し、
必要があれば、取締役会を自ら招集し、あるいは招、 役 、
集することを求め、取締役会を通じて業務執行が適
正に行われるようにする職務を有する。
（ 判昭４８・５・２２民集２７・５・６５５）

11

なぜ内部統制体制の構築・維持が
要求されるのか

取締役会

社長

取締役には監視義務がある
管理職

取締役には監視義務がある

現場社員 大企業では直接
監視は不可能監視は不可能



内部統制体制の構築義務（判例）

取締役は、取締役会の構成員として、また、代表取
締役または業務担当取締役として、リスク管理体役 務 役 、 体
制（いわゆる内部統制システム）を構築すべき義務
を負い、さらに、代表取締役および業務担当取締代表
役がリスク管理体制を構築すべき義務を履行して
いるか否かを監視する義務を負うのであり、これも
また、取締役としての善管注意義務および忠実義
務の内容をなすものというべきである。
－大和銀行株主代表訴訟事件－
（大阪地判平12･9･20判時1721-3）

13

取締役の善管注意義務（監視義務）の履行

不祥事発生を未然に防止 発生した不祥事に適切に対応

支援支援

会社法上の内部統制システム



第２ 内部統制体制と取締役の第２ 内部統制体制と取締役の
民事責任

内部統制体制を構築しない という決定は内部統制体制を構築しない、という決定は
許されるか？

• 中小規模の会社であれば、決定の義務なし。

大会社についても 取締役会で決定を行 ているの• 大会社についても、取締役会で決定を行っているの
であれば、法令違反とはならない。

取締役の善管注意義務の問題 ある• 取締役の善管注意義務の問題である。

• 内部統制体制を構築していない会社に損害が発生
し、その損害と内部統制体制を構築しないという判
断との間に相当因果関係が認められれば、取締役
は責任を問われる可能性がある。

• 内部統制体制を構築するか否かは経営判断か？内部統制体制を構築する 否 は経営判断



内部統制体制の内容に関しては
誰が決定する か誰が決定するのか？

• 取締役会のメンバーは 従業員の不正行為を監督取締役会のメンバ は、従業員の不正行為を監督
する義務を負うのか？

• 監査役は、内部統制体制の構築義務を負うのか？監査役は、内部統制体制の構築義務を負うのか？

• 取締役の社内ポジションによる義務内容の相違は
あるのか？あるのか？

• 義務内容の相違を認めることで、上位者による「自
分は知らなかった」という言い訳を許さないという分は知らなかった」という言い訳を許さないという、
内部統制の本来の意味を失わないか？

代表取締役・業務執行取締役代表取締役・業務執行取締役
担当する部門におけるリスク管理体制を具体的に
決定すべき義務を負う決定すべき義務を負う
取締役会
会社経営の根幹にかかわるリスク管理体制の大綱会社経営の根幹にかかわるリスク管理体制の大綱
について決定する
各取締役各取締役
リスク管理体制を構築すべき義務を負い、代表取
締および業務執行取締役がリスク管理体制を構締および業務執行取締役がリスク管理体制を構
築すべき義務を履行しているか否か監視する
監査役監査役
業務執行を担当する取締役らが適切なリスク管理
体制をとっているか監査する体制をとっているか監査する



どの程度の内部統制体制をどの程度の内部統制体制を
整備すべきか？

• 内部統制体制の構築には費用がかかるので、どの
程度の体制を整備するかについては 取締役の裁程度の体制を整備するかについては、取締役の裁
量が働かざるを得ない

取締役 判断 は わゆる経営判断• この取締役の判断については、いわゆる経営判断
原則が適用されるという見解

• 合理的な取締役の基準（抽象的過失）を適用し、会
社の業種や規模、業界の平均水準、過去の事例な
どを勘案して善管注意義務が尽くされていたか否か
を審査すべきという見解

内部統制体制を構築すれば、
それだけで良いのか？それだけで良いのか？

会社法にいう内部統制体制の「整備 には 構築だ• 会社法にいう内部統制体制の「整備」には、構築だ
けでなく、運用も含まれるのか？

内部統制体制の運用が不十分であるとして取締役• 内部統制体制の運用が不十分であるとして取締役
の義務違反が認められた裁判例がないのはなぜ
か？か？

• 内部統制体制を構築すれば、他の役員や従業員が
それに従って適切に業務を行ってくれると信頼するそれに従って適切に業務を行ってくれると信頼する
ことはできないのか？



信頼の抗弁信頼の抗弁

同僚役員や従業員に対する信頼同僚役員や従業員に対する信頼
専門家の助言に対する信頼専門家の助言に対する信頼専門家の助言に対する信頼専門家の助言に対する信頼

⇒それを疑うべき特段の事情がない限り、
信頼することが許される

ただし 信頼の抗弁が認められるためにはただし、信頼の抗弁が認められるためには、
内部統制体制が適切に構築され、それが実
質的に機能していることが前提となる質的に機能していることが前提となる

第３ 不祥事発生時における第３ 不祥事発生時における
対応の誤り





経営判断原則（ＢＪＲ）経営判断原則（ＢＪＲ）

適用を受けるための３要件適用を受けるための３要件適用を受けるための３要件適用を受けるための３要件

専門家の意見を含め、十分な情報を収集する

時間の許す限り、役員会で慎重な討議を行う

企業人として合理的な対応策を決定する企業人として合理的な対応策を決定する

第４ まとめ



会社法上の内部統制の対象は 取締役の職務執行• 会社法上の内部統制の対象は、取締役の職務執行
の法令及び定款適合性のみならず、会社の業務の
適正を確保するための広範囲なものである適正を確保するための広範囲なものである。

• 法令上は内部統制体制の「整備」が求められており、
それは構築のみならず 運用を含む概念であるそれは構築のみならず、運用を含む概念である。

• 会社法上の内部統制に関しては、取締役の民事責
任をめぐって裁判例により展開してきた。

• 内部統制体制の構築に関しては、経営判断原則の内部統制体制の構築に関しては、経営判断原則の
適用の可否が論点となり、運営に関しては信頼の原
則との関係が論点となる。

• さらに、会社に不祥事が生じた場合に適切な対応を
とることも、内部統制に関連する問題である。とることも、内部統制に関連する問題である。

Ⅱ．基礎知識の解説Ⅱ．基礎知識の解説
Ⅱ－２ 金商法（会計）上の内部統制



金商法（会計）上の内部統制金商法（会計）上の内部統制

関西大学教授関西大学教授
松本 祥尚

財務諸表監査（金商法193条の2第1項）表

• 193条の2第1項

– 「……貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類で内閣府令

で定めるものには、その者と特別の利害関係のない公認会計士又は監査法
人の監査証明を受けなければならない。」

• 企業内容等の開示に関する内閣府令（開示府令）企業内容等の開示に関する内閣府令（開示府令）

– 財務計算に関する書類…財務諸表、連結財務諸表、四半期連結財務諸表、
中間連結財務諸表、四半期財務諸表、中間財務諸表
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内部統制の内容財務諸表監査統 表

• 内部統制の位置付け……内部統制の有効性は財務諸表の信頼性に影響
– 財務諸表監査を実施するための前提条件
– 監査手法として試査を採用するための前提監査手法として試査を採用するための前提
– リスク・アプローチにおける発見リスク決定（計画策定）のための必要条件

• 財務諸表の適正性に関する間接証拠
– 特にフロー情報（損益計算書項目）

• 内部統制の新たな概念（H14年改訂監査基準前文）COSOの枠組み
– 目的

「内部統制とは、企業の財務報告の信頼性を確保し、事業経営の有効性と効率性を高
め かつ事業経営に関わ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め、かつ事業経営に関わ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、
運用される仕組みと理解される。」

– 構成要素
「内部統制は、
(1)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(1)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
慣行などからなる統制環境、
(2)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リスク評価の機能、
(3)権限や職責の付与及び職務の分掌を含む諸種の統制活動、

必要な情報が関係する組織や責任者に 適宜 適切に伝えられる とを確保する情(4)必要な情報が関係する組織や責任者に、適宜、適切に伝えられることを確保する情
報・伝達の機能、
(5)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監視
活動
という5つの要素から構成され これらの諸要素が経営管理の仕組みに組み込まれてという5つの要素から構成され、これらの諸要素が経営管理の仕組みに組み込まれて
一体となって機能することで上記の目的が達成される。」
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内部統制の位置付け←財務諸表監査内部統制の位置付け←財務諸表監査

• 財務諸表監査においても内部統制に対する監査手続の実施は不可欠
• 財務報告目的に限定され得ない• 財務報告目的に限定され得ない。

‒ 内部統制を経由して財務諸表の数値にあらゆる事象が影響する。

‒ E.g. 特定事業部の非効率→損失、法令違反→損失

取 財務諸表
・事業経営
法規遵守

内部統制

引

財務諸表
・法規遵守
・財務報告 結論の表明

対象

財務諸表監査
内部統制の有効性財務諸表の信頼性

――監査手続の量――
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財務諸表監査の手法=試査←財務諸表監査財務諸表監査の手法 試査←財務諸表監査

• 近代監査の原則的手法=試査

或る母集団から 定のサンプルを抽出し当該サンプルを詳細に検証した結– 或る母集団から一定のサンプルを抽出し当該サンプルを詳細に検証した結
果を母集団全体の結論に推定する手法

財務諸表
抽出

財務諸表

売掛
金

サンプル

金

詳細に検証
売掛
金に
関連

母集団に売掛金以外
のものが含まれていな
いことが大前提する

内部
統制

検証結果
いことが大前提

良好な内部統制 （e g 収益未収入項目
母集団（売掛金）全体の
結論に推定

良好な内部統制 （e.g. 収益未収入項目
=売掛金・未収金）
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リスク・アプローチ←財務諸表監査リスク アプ チ←財務諸表監査

• 近代監査の実施方法=リスク・アプローチ

重要な虚偽表示のリスクの程度に依存して 監査手続の内容を決定する考– 重要な虚偽表示のリスクの程度に依存して、監査手続の内容を決定する考
え方

［重要な虚偽表示のリスク］ ［発見リスク］ ［監査リスク］［重要な虚偽表示のリスク］
監査がない場合に財務諸表に潜
在する虚偽表示の確率

×
［発見リスク］
一定の監査手続を実
施しても虚偽表示を見
逃す確率

＝
［監査リスク］
財務諸表全体に対す
る結論を誤る確率

逃す確率

内部統制の
有効性

企業固有の
事情

監査手続の
内容

［監査計画］

リスク・アプローチの
根幹

e.g. 
A社: 60％×X％＝5％ X％=8.3％
B社: 20％×Y％＝5％ Y％=25％

根幹

B社: 20％×Y％ 5％ Y％ 25％
• A社を担当した場合、B社を担当した場合よりも、発見リスクを8.3％まで引

き下げられるような監査手続を選択しなければならない。
• B社を担当した場合、A社を担当した場合よりも、発見リスクが25％まで高く
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B社を担当した場合、A社を担当した場合よりも、発見リスクが25％まで高く
なるような監査手続の選択をしても良い。



内部統制の意義の変遷←財務諸表監査統 変 表

• 1948証券取引法・1950監査基準当時……企業側に内部統制概念なし
– ∴1957「正規の監査」開始までに企業側に内部統制の整備が必要

• 企業会計審議会中間報告「監査基準」(1950)
– 「企業の内部統制組織即ち内部牽制組織及び内部監査組織……」

• 内部牽制組織…会社などで、日常の業務執行の過程で生ずる誤謬や不正を業務
の分担によって防止できるように図る組織（広辞苑）。

• 内部監査組織…企業内部における経営者のための従業員（内部監査部門）によ
る監査

通産省産業合理化審議会(1951)• 通産省産業合理化審議会(1951)

– 「ここに内部統制とは、企業の 高方策にもとづいて経営者が、企業の全体
的観点から執行活動を計画しその実施を調整しかつ実績を評価することで
あり これらを計算的統制の方法によって行なうものである それは経営管あり、これらを計算的統制の方法によって行なうものである。それは経営管
理の一形態であるが、経営活動の執行について直接的になされる工程管理
や品質管理などとは異なり、計算的数値にもとづいて行なわれる間接的統制
である点に特徴がある。従ってこの内部統制は、企業方策を決定したり、そ
れを実施したり、または企業の有する資産を保管したりすること自体ではな
い。」
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COSOの枠組み

（出所）内部監査と公認内部監査人http://www.toratama.com/2009/01/post-32.html
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SOX法とJ‐SOX（俗称）

• SOX法の構成

– 第1章: PCAOB、第2章: 監査人の独立性、第3章: 企業の責任、第4章: 財務情
報開示の強化、第5章: アナリストの利益相反、第6章: SECの財源と権限、第7
章: 調査研究と報告、第8章: 刑事上の詐欺責任、第9章: ホワイトカラー犯罪
に対する刑罰強化、第10章: 納税申告書、第11章: 罰則

• SOX上の内部統制報告・監査制度=SOX404

– 経営者による内部統制の評価報告書+それに対する監査（他人証明）

• その後 経営者の評価報告書を省略し 内部統制に対する直接監査へ移行• その後、経営者の評価報告書を省略し、内部統制に対する直接監査へ移行

– わが国内部統制報告・監査制度として導入（俗称J‐SOX）

• SOX302（自己証明）

– 経営者による定期報告書の適正性と内部統制の有効性に関する自己証明

– →わが国の有報の記載内容に関する確認書（金商法24条の4の2）

• 内部統制の有効性に関する確認書なし内部統制の有効性に関する確認書なし

• SOX906（財務報告に関する刑罰）

– 故意による虚偽記載…罰金500万ドル以下a/o懲役20年以下

37

内部統制監査（193条の2第2項）統

• 193条の2第2項

– 「……第24条の4の4の規定に基づき提出する内部統制報告書には、その者と

特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなけれ
ばならない」

• 24条の4の424条の4の4

– 「……当該会社の属する企業集団及び当該会社に係る財務計算に関する書

類その他の情報の適正性を確保するために必要なものとして内閣府令で定
める体制について 内閣府令で定めるところにより評価した報告書」（内部統める体制について、内閣府令で定めるところにより評価した報告書」（内部統
制報告書）

• 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に
関する内閣府令（内部統制府令）3条関する内閣府令（内部統制府令）3条

– 「……当該会社における財務報告が法令等に従って適正に作成されるための
体制」
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内部統制の位置付け←内部統制監査統

• 内部統制監査における内部統制の位置付け

– 経営者による内部統制報告書（監査の対象）の評価対象

• 経営者による評価対象=財務報告目的の内部統制に限定

取

引

財務諸表
・事業経営
・法規遵守
財務報告

財務諸表

引 ・財務報告

結論の表明対象

評価
結論の表明対象

内部統制報告書内部統制監査
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内部統制の内容内部統制監査統

• 内部統制の概念

– 「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準のあり方について」（H17）

• 意義

– 「内部統制は、基本的に、企業等の4つの目的（①業務の有効性及び効率性、

②財務報告の信頼性 ③事業活動に関わる法令等の遵守 ④資産の保全）②財務報告の信頼性、③事業活動に関わる法令等の遵守、④資産の保全）
の達成のために企業内のすべての者によって遂行されるプロセスであり、6

つの基本的要素（①統制環境、②リスクの評価と対応、③統制活動、④情報
と伝達 ⑤モニタリング ⑥ＩＴへの対応）から構成される。」と伝達、⑤モニタリング、⑥ＩＴへの対応）から構成される。」
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内部統制の構成要素←内部統制監査内部統制の構成要素←内部統制監査

• 構成要素（×6）

①統制環境– ①統制環境

統制環境とは、組織の気風を決定し、統制に対する組織内のすべての者の
意識に影響を与えるとともに、他の基本的要素の基礎をなし、リスクの評価と
対応 統制活動 情報と伝達 モニタリング及びITへの対応に及ぼす基盤対応、統制活動、情報と伝達、モニタリング及びITへの対応に及ぼす基盤

– ②リスクの評価と対応

リスクの評価とは、組織目標の達成に影響を与える事象のうち、組織目標の
達成を阻害する要因をリスクとして識別 分析及び評価するプロセス達成を阻害する要因をリスクとして識別、分析及び評価するプロセス

リスクへの対応とは、リスクの評価を受けて、当該リスクへの適切な対応を選
択するプロセス

③統制活動– ③統制活動

統制活動とは、経営者の命令及び指示が適切に実行されることを確保する
ために定められる方針及び手続（e.g.  ある作業に関し、誰が 終的な責任
者であるかを明確にし その者がその作業を 統制できている状況）者であるかを明確にし、その者がその作業を、統制できている状況）
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内部統制の構成要素内部統制監査(cont.)統 構 ( )
– ④情報と伝達

情報と伝達とは、必要な情報が識別、把握及び処理され、組織内外及び関
係者相互に正しく伝えられることを確保すること（e g 連絡・報告・相談をス係者相互に正しく伝えられることを確保すること（e.g. 連絡・報告・相談をス

ムーズに行なうために、それを阻害するパワ・ハラやセクハラ等の禁止を明
文化し、防止を徹底させる）

⑤モニタリング– ⑤モニタリング

モニタリングとは、内部統制が有効に機能していることを継続的に評価する
プロセス（内部監査や外部監査において監査側が統制活動を監査するため
のサンプルの採取がスムーズに行なえるかどうかが焦点になる）のサンプルの採取がスム ズに行なえるかどうかが焦点になる）

– ⑤ITへの対応
ITへの対応とは、組織目標を達成するために予め適切な方針及び手続き

（情報管理規定など）を定め それを踏まえて 業務の実施において組織の（情報管理規定など）を定め、それを踏まえて、業務の実施において組織の
内外のITに対し、適切に対応すること（e.g. 4つの目的、6つの基本的要素を

踏まえて情報システムを構築すること、ＩＴの保守・管理部門によって行なわ
れる財務関連の元データ情報の更新に関して 更新履歴を正確に記録するれる財務関連の元デ タ情報の更新に関して、更新履歴を正確に記録する
ことなど）
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Ⅲ．判例事例の解説判例事例の解説

Ⅲ－１ 大和銀行ニューヨーク支店巨額
粉飾事件（従業員の不正と内部統制）粉飾事件（従業員の不正と内部統制）

大和銀行ニューヨーク支店における不正の手口

不正行為の手口 （概要については（資料編）3頁。詳細については（資料編）12～
26頁、特に、①12～13頁および②15頁を参照）

井口氏は、適法に行っていた売買で含み損を抱えたため、損失を取り戻そうと、
①本件無断売買 を行い、本件無断売買により生じた損失を隠ぺいするため、②
本件無断売却 を行った さらに ②本件無断売却 を隠ぺいするため 財務省本件無断売却 を行った。さらに、②本件無断売却 を隠ぺいするため、財務省
証券の保管残高証明書を、本件無断売却の事実がないように作り替えていた。

不正のトライアングル（不正行為の「動機」、「機会」、
「正当化」）により不正行為の原因を分析すると…

●不正行為の「動機」

●不正行為の「機会」 参考文献

●不正行為の「正当化」

１．井口俊英著「告白」文
集文庫
２．相田洋ほか「NHKス
ペシャル・マネー革命・第
３巻・リスクが地球を駆け
めぐる」NHKライブラリー



大和銀行ニューヨーク支店におけるリスク管理体制の変遷

NY支店長（資金係）（ﾊﾞｯｸｵﾌｨｽ係）（証券係）（トレーダー）

昭和51年1月から
昭和59年1月

（証券係）

NY支店長
の任期

（資金係）
平成1年4月新設

（ﾊ ｯｸｵﾌｨｽ係）
平成1年4月新設

（証券係）
（カストディ係）

（トレーダー）

K

（トレーダー）
昭和59年2月新設

昭和59年2月から
昭和59年5月

昭和59年1月

昭和 年 月から
（トレーダー） （証券係）

Ka

Ni

（資金係）
成 年 月新設

平成1年4月から
平成1年12月

時
間

昭和59年6月から
平成1年3月

（ ダ ）

本件無断取引

（証券係）

本件無断売却

Ni

Ya

I
（ﾊﾞｯｸｵﾌｨｽ係）

成 年 月新設

（カストディ係）
平成2年1月新設

本件無断売却

平成1年4月新設
平成1年12月

平成2年1月から
平成7年7月 Ya

平成1年4月新設

本件無断売却

Ni

Ya

Tsu

注：事実経過の詳細については、（資料編）１２～２６頁を参照されたい（「第三 当裁判所の判断」「二」「３ 本件無断取引及び無断売却」を参照）。

大和銀行ニューヨーク支店における内部統制（整備状況： 終）

売買 資料編 参

（相手方） （トレーダー）

（１）売買 ･･･（資料編）10～11頁参照

（カストディ係） （資金係）（ﾊﾞｯｸｵﾌｨｽ係）

①売買契約①売買契約
を締結する

②取引伝票を
起票する

③勘定入力す
る起票する る

④売却ならば、
所有者の売却売買確認
指示書をｺﾝ
ﾌｧｰﾒｰｼｮﾝと照
合する。

売買確認
書（ｺﾝﾌｧ
ﾒｰｼｮﾝ）

バックオフィス係は、財務省証券取引に関する
ポジション枠及び損切りルールが遵守されている枠及 損切り
か監視するため、日々の取引及びポジションの状
況を管理する。



大和銀行ニューヨーク支店における内部統制（整備状況： 終）

資金決済 資料編 参

（相手方） （トレーダー）

（２）資金決済 ･･･（資料編）10～11頁参照

（カストディ係） （資金係）（ﾊﾞｯｸｵﾌｨｽ係）

購（購入の場合）

⑤相手方指定
のコルレス銀行
に送金に送金

（売却の場合）（売却の場合）

⑥バンカーズト
ラストの預け金
口座に入金 ⑦（日次・月次）口座に入金 ⑦（日次 月次）

入出金明細表
と照合

トレーダー係や カストディ係は 資金決済に関与していないトレ ダ 係や、カストディ係は、資金決済に関与していない。

大和銀行ニューヨーク支店における内部統制（整備状況： 終）

証券受渡 物確認 資料編 参

（相手方） （トレーダー）

（３）証券受渡、現物確認 ･･･（資料編）10～12頁参照

（カストディ係） （資金係）（ﾊﾞｯｸｵﾌｨｽ係）

⑧売買に応じて
指図

⑨バンカーズト
ラストで証券受
渡渡

⑩保管残高証
明書と帳簿残
高と照合

（毎月）保管残
高証明書

高と照合

カストディ係で保管している財務省証券の保管カ トディ係で保管して る財務省証券の保管
残高については、検査部による臨店検査及び会
計監査人による監査の際に確認され、また、
ニューヨーク支店の店内検査及び内部監査担当
者による監査においても、その確認を行っていた。



大和銀行の役員の責任

代表取締役
頭取および

常勤監査役
社外監査役頭取お び

副頭取
社外監査役

監督義務 監査（善管
注意義務）

大和銀行NY支店

検査部及び
責任あり

責任あり

米州企画室
検査部及び
NY支店以外
の取締役

NY支店長
担当取締役

責任あり

米州企画室
担当取締役

責任あり

検査部
担当取締役

従業員
（井口俊英）

監視義務

Ⅲ．判例事例の解説Ⅲ．判例事例の解説
Ⅲ－２ ヤクルト株主代表訴訟事件

（役員 と内部統制）（役員の不正と内部統制）



ヤクルトにおける不正の手口

不正行為の手口 （（資料編）54～57頁。以前の経緯については44～54頁）

ヤクルト本社では財テク（特金）の運用の失敗を埋め合わせるため 平成3年10ヤクルト本社では財テク（特金）の運用の失敗を埋め合わせるため、平成3年10

月から財テク（デリバティブ取引）を開始。当初、一色が運用するデリバティブ取引
は好調だったものの、平成7年の株価暴落により含み損を抱えることになった。同
社は、本件制約、本件常務会決定などを通じて同取引を収束させようとしていた。社は、本件制約、本件常務会決定などを通じて同取引を収束させようとしていた。
一色は、平成9年2月以降、本件制約、本件常務会決定、代表取締役社長の指

示を逸脱するデリバティブ取引を行い、デリバティブ取引の失敗を隠蔽するため
に、①損失の先送り、②実質想定元本の偽装などを行った。

熊谷直樹・管理本部長兼取締役副社長（（資料編）40
頁以下の「被控訴人一色和男」）の不正行為の原因は…

、①損失 先送り、②実質想定元本 偽装な を行 た。

●不正行為の「動機」

●不正行為の「機会」●不正行為の「機会」

●不正行為の「正当化」

ヤクルトにおけるリスク管理体制の変遷 ･･･（資料編）44～57頁参照

ルールのデリバティブ特金 組織

昭和59年1月から
平成2年3月

ルールの
導入時期

デリバティブ
取引

特金

運用結果良好

組織

含み損発生平成2年4月から
平成3年9月

平成2年3月

平成3年10月から
平成 年 月

平成2

年：バブ
ル崩壊

資金運用基本方針

試験的運用
監査室の監査

監査法人の監査

平成4年10月から
平成6年3月

時
間

平成4年9月
試験的運用

本格的運用
開始

監査法人の監査

（監査室を、一色の
掌握する管理本部

平成6年4月から
平成7年4月

含み損発生

平成7年5月から
本件制約

平成7

年：阪神
大震災、
ｻﾘﾝ事件

含み損減少→

実現損失を発

監査室の監査
常勤監査役の監査
監査法人の監査

掌握する管理本部
から社長室へ移管）

平成9年2月から

平成9年1月
実現損失を発
生させて処理

本件常務会決
定違反の デ

本件常務会決定

本件規程

監査法人の監査

平成9年2月から
平成10年3月

定違反の、デ
リバティブ取引

注：事実経過の詳細については、（資料編）４４～６０頁を参照されたい（「第三 当裁判所の判断」「２ デリバティブ取引の経過」を参照）。



ヤクルトにおける内部統制（整備状況： 終） ･･･（資料編）44～57頁参照

取締役会

経営政策
審議会

本件制約(H7)

本件規程（H9）

四半期毎

資金
審議会

報告
毎月

運用
基本
方針

常務会

代表取締役

本件常務会
決定（H8）

指示・監督（H9.5～）
報告

経理担当取締役

社長

（経理部財務課内）
資金運用チーム

監査室

常勤監査役資金運用チ ム

監査法人

ヤクルトの役員の責任 ･･･①規範について、（資料編）66～69頁
②責任の有無について、（資料編）75～78頁参照

代表取締役
社長・会長

②責任の有無について、（資料編）75 78頁参照

監査役
社長 会長

① 各取締役としての義務（p67）
② 代表取締役としての義務（p68）

監査役としての義務（p68）
② 代表取締役としての義務（p68）

p

責任あり

管理本部長
取締役副社長

経理担当
取締役

① 各取締役としての義務（ ）
取締役副社長
担当取締役

① 各取締役としての義務（p67）
② 経理担当取締役としての義務（p68）

その他の
取締役

① 各取締役としての義務（p67）
② その他の取締役としての義務（p68）



Ⅲ．判例事例の解説Ⅲ．判例事例の解説
Ⅲ－３ 日本システム技術事件

日本システム技術㈱における不正の手口

不正行為の手口 （（資料編）83～84頁および92～95頁）

パッケ ジ事業本部・Ｃ事業部の事業部長Ｂが Ｃ事業部の営業担当者であパッケージ事業本部・Ｃ事業部の事業部長Ｂが、Ｃ事業部の営業担当者であ
る部下数名（以下「営業社員」）に指示して、①（虚偽の受注）営業社員に偽造印
で販売会社名義の注文書を偽造させ、②（虚偽の納品）営業社員が検収依頼
書を販売会社に渡さずに 検収書を偽造させて BM課に渡させた書を販売会社に渡さずに、検収書を偽造させて、BM課に渡させた。

その上、財務部が不正の兆候に気づかないように、③営業社員に、販売会社
の担当者から「送付ミスである」として、売掛金確認状を回収させて、偽造印をの担当者から「送付ミスである」として、売掛金確認状を回収させて、偽造印を
使い偽造した売掛金確認状を、財務部に返送させていた。また、売掛金の滞留
残高が増大し、不正の兆候が現れ始めると、④営業社員に、売掛金が（回収さ
れないまま）滞留する原因を財務部に対して虚偽報告させていた。

パッケージ事業本部・Ｃ事業部の事業部長Ｂの不正行
為の原因は…（（資料編）83～84頁および92～95頁）

滞 財

為の原因は…（（資料編）83 84頁および92 95頁）

●不正行為の「動機」
●不正行為の「機会」機
●不正行為の「正当化」



日本システム技術㈱における内部統制（当時） ･･･（資料編）82頁参照

受注（１）受注

財務部 C事業部
⑤検収依頼書送付

CR部 BM課 営業部 販売会社 大学

①商談

CR部 BM課 営業部 販売会社 大学

②注文書
③注文書

④受注処理
③注文書

日本システム技術㈱における内部統制（当時） ･･･（資料編）82頁参照

検収 売 計（２）検収・売上計上

⑩注文書と検収書等を
確認して売上計上

財務部 C事業部

確認して売上計上

CR部 BM課 営業部 販売会社 大学

⑥検収

CR部 BM課 営業部 販売会社 大学

⑦検収書交付
⑧検収書回付

⑨売上処理

⑧検収書回付



日本システム技術㈱における内部統制（当時） ･･･（資料編）83頁参照

債権 残高確認（３）債権の残高確認

⑪毎年９月中間決算時に
売掛金残高確認書を送

財務部 C事業部

売掛金残高確認書を送
付する

CR部 BM課 営業部 販売会社 大学CR部 BM課 営業部 販売会社 大学

⑪売掛金残高確認書を
返送する返送する

日本システム技術㈱における内部統制（当時）

滞留売掛金 把握（４）滞留売掛金の把握

⑫ 売掛金のうち滞留
する内容を把握する

財務部 C事業部

する内容を把握する

CR部 BM課 営業部 販売会社 大学CR部 BM課 営業部 販売会社 大学

⑬ 売掛金滞留残高報告
書を提出する書を提出する



日本システム技術㈱の役員の責任

【 高裁判決の判断】

代表取締役は、「通常想定される架空売
上げの計上等の不正行為を防止し得る
程度の管理体制 は整えていた

【控訴審判決・第一審判決の判断】

代表取締役は、「各部門に不正はないも
のと過信し、…不正行為を行い得るリス
クを排除 逓減する対策を講じ ず 適程度の管理体制」は整えていた。

• 本件不正行為当時，①事業部門と
財務部門を分離し，②Ｃ事業部につ
いて 営業部とは別に注文書や検収

クを排除・逓減する対策を講じ…ず、適
切なリスク管理体制を構築」しなかった。

• 本件不正行為当時，Ｃ事業部は幅
広い業務を分掌し ＢＭ課 ＣＲ部がいて，営業部とは別に注文書や検収

書の形式面の確認を担当するＢＭ
課及びソフトの稼働確認を担当する
ＣＲ部を設置し，それらのチェックを

広い業務を分掌し，ＢＭ課・ＣＲ部が
同事業部に直属するなど…Ｂらが企
図すれば容易に本件不正行為を行
い得るリスクが内在していた…のに…部を設置し，それらのチ ックを

経て財務部に売上報告がされる体
制を整え，③監査法人及び上告人
の財務部が，それぞれ定期的に，販
売会社に売掛金残高を確認していた

当該リスクを排除・逓減する対策を
講じなかった。

• 財務部は，…販売会社に直接、長期
未 収 売掛金債権 存在売会社に売掛金残高を確認していた。

本件不正行為は 通常容易に想定

間未回収の売掛金債権の存在や遅
延理由を確認すべきであったのにこ
れを怠り、…不正行為の発覚の遅れ
を招いた

財務部に対する評価が原審と違うのはなぜか？

• 本件不正行為は，…通常容易に想定
し難い方法によるものであった。

を招いた。

• 本件不正行為を行い得るリスクが現
実化する可能性を予見すること…は
可能であった。不正の予見可能性が原審と違うのはなぜか？ 能 あ 。

注：裁判例の詳細については、 高 判決は（資料編）８４、８５頁を、控訴審・第一審判決は（資料編）９６～９８頁を、それぞれ参照されたい。

不正の予見可能性が原審と違うのはなぜか？



Ⅳ パネルデ スカ シ ンⅣ．パネルディスカッション

●パネルディスカッション・メモ

論点１：役員の責任の検討 論点２
リスク管理体制の担当外

Ⅳ－１．各事例における「内部統制」の論点整理

リスク管理体制の
検討社長

担当外
取締役

監査役

大和銀行ニューヨーク
支店巨額粉飾事件

○ ○ ○ ○

ヤクルト株主代表訴訟
事件

○ ○ ○ ○

日本システム技術事件 ○ － － ○

Ⅳ－２．パネルディスカッションの論点

（１）内部統制の整備について
・経営判断の原則について
・大和銀行事件のリスク管理体制評価と判決
ヤク ト事件と「信頼の抗弁・ヤクルト事件と「信頼の抗弁」

（２）内部統制の運用について
・業務担当取締役以外が内部統制構築義務違反に問われるケース
・日本システム技術事件のリスク管理体制評価と判決
金商法が適用される時期に日本システム技術事件が起きていたら・金商法が適用される時期に日本システム技術事件が起きていたら

・内部統制の運用について会社法と金商法の違い



内部統制の基本的要素

ケース 法的側面

統制環境
リスクの

評価と対応
統制活動

情報と伝
達

モニタリング
ＩＴへ
の
対応

トレーダーに取
引限度枠を設

（財務省証券
取引）取引担
当者が自己
又は第三者
の利益を図る
ためその権限

国際資金証券部で海外
店の取引を監視している
（ウインド）。

頭取・副頭取は委
ねた業務執行の
内容につき疑念を
差し挟む特段の事
情がない限り。監
督義務懈怠の責

トレーダー
は起票した
取引伝票
を（速やか
に）バック

ける。ためその権限
を濫用する。

（財務省証券
取引）取引担
当者が価格

（ウ ）。
督義務懈怠の責
を負うことはない。

上記の指揮系に
属さない取締役は
リスク管理体制の
構築を監視する義

に）バック
オフィス係
に入力依
頼する。

日次で管

大和銀行ニュー
ヨーク事件

ポジション枠及
び損切りルー
ルを実施・遵守
する。

トレーダー、
カストディ、
バックオフィ
ス、資金担
当に分掌す

当者が価格
変動リスクが
現実化して損
失が生じた場
合に隠ぺいし
たり挽回を
図って損失を

店内検査
検査部・

構築を監視する義
務を負う。が、大
綱のみならず仕組
みについて整備さ
れていなかったわ
けではなく、監視
義務違反はない。

日次で管
理資料を
作成し支
店長及び
財務省証
券取引担
当副支店当に分掌す

る。

（カストディ業
務）保管担当
者が自己又

拡大させる。

入出金明細書
と資金移動を
照合する。

店内検査
により損
益の状況、
ポジショ
ンの状況
等を検査
する。

内部監査
により損
益の状況、
ポジショ
ンの状況
等を検査
する

下記以外の監査
役は任務懈怠の
責めを負うことは
ない。

当副支店
長に提出
する。

者が自己又
は第三者の
利益を図って
保有物を無断
で売却して権
限を濫用する。

米州企画室担当
取締役・取締役支
店長・検査部担当
取締役とニュー
ヨーク支店往査に

保管残高明細
書と保有残高
を照合する。

する。
する。日次、月次

及び期次
で国際資
金証券部
に報告して
いた。

ヨ ク支店往査に
立ち会った監査役
は任務懈怠である。

内部統制の基本的要素

ケース 法的側面

統制環境
リスクの

評価と対応
統制活動 情報と伝達 モニタリング

ＩＴへの
対応

監査室が個別
取引報告書を
確認、検討する。

①デリバティ

善管注意義務
違反が認めら
れなかった。

ヤクルト事件

（下記の役員以外
の代表取締役、そ
の他の取締役、監

資金運用部
門から監査
部門を独立
チ クする

①想定元本額
を増大する、②
期日延長して
損失を顕在化
させない、③契
約条件を変更

①デリバティ
ブ取引個々
に対し個別
取引報告書
を作成し回
付する。

②月次損益

その後監査室
は常勤監査役
に報告する。

個別取引報
告書を資金運
用部門が作
成し、経理担
当取締役の

①常務会
での縮小
方針の決
定、②資金
運用に関
する決裁

他 取締役、監
査役）

チェックする約条件を変更
してリスクを増
大させる。

②月次損益
計算書で実
現した運用
損益を独立
掲記した。 常勤監査役は

定期的に社長
に報告する。

当取締役の
確認を経る。

する決裁
規程の見
直し

平成9年2月以

後で想定元本
を拡大した取引
を実行したこと
に関しては善
管注意義務が
認められる。

Ｙ１本人
（内部統制の内容ではなく、本人の善管注意義務違反に関して）

注：平成7年5月以降のリスク管理体制である。



内部統制の基本的要素

ケース 法的側面

統制
環境

リスクの
評価と対応

統制活動
情報と
伝達

モニタリング
ＩＴへ
の
対応

財務部では売り上げ
は注文書がないと計
上されない。職務分掌規

程等を定め
て事業部門

財務部は滞留する売
掛金の内容を事業部
門に定期的に報告さ
せて把握している。

と財務部門
を分離して
いる。

通常想定され
る架空売り上
げの計上等を

財務部は売掛金残高確

代表取締役による
リスク管理体制を
構築すべき義務に

日本システム技術
事件（対象は社
長）

げの計上等を
リスクとして認
識している。

得意先の発行した注
文書がないとＢＭ課
は受注処理しない

認を実施している
構築すべき義務に
違反した事実はな
かった。

Ｃ事業部内
でも営業部
と別にＢＭ
課、ＣＲ部を
設置してそ
れらのチェッ 検収依頼書はＢＭ課れらのチェッ
クの後、売り
上げ報告が
される体制
を整えてい
る。

検収はＣＲ部と販売
会社が行う

検収依頼書はＢＭ課
から送付する。高裁ver

偽造印、注文
書・検収書の偽
造。確認状の
虚偽記載など
はリスクとして
認識していな認識していな
かった。

内部統制の基本的要素

ケース 法的側面

統制
環境

リスクの
評価と対応

統制活動
情報と
伝達

モニタリング
ＩＴへ
の
対応

財務部では売り上げ
は注文書がないと計
上されない。職務分掌規

程等を定め
て事業部門

財務部は滞留する売
掛金の内容を事業部
門に定期的に報告さ
せて把握している。

と財務部門
を分離して
いる。

日本システム技術
事件（対象は社
長）
b

通常想定され
る架空売り上
げの計上等を
リスクとして認
識している

得意先の発行した注
文書がないとＢＭ課
は受注処理しない

財務部は売掛金残高確
認を実施している

代表取締役によリ
スク管理体制を構
築すべき義務に違
反した事実がある。

事業部門で
もＣ事業部
からBM課とb 識している。 からBM課と
CR部を独立
させている。

それらの
チェックの後、

検収依頼書はＢＭ課
から送付する。

高裁ver

チェックの後、
売り上げ報
告がされる
体制を整え
ている。

検収はＣＲ部と販売
会社が行う



会社法の考える各機関の役割と事例における義務の結論

取締役会：重要な業務
執行、会社経営の根幹
にかかわるリスク管理
体制の大綱を決する体制の大綱を決する。

代表取締役及び業務担
当取締役：大綱を踏ま

その他の取締役：代表取
締役及び業務担当取締

監査役：代表取締役及び
業務担当取締役がリスク当取締役 大綱を踏ま

え担当する部門のリス
ク管理体制を具体的に
決定すべき職務を負う。

締役及び業務担当取締
役がリスク管理体制を構
築すべき義務を履行して
いるか監視する。

業務担当取締役がリスク
管理体制を構築すべき
義務を履行しているか監
査する。 。

大和銀行事件（平成7年） 善管注意義務なし 善管注意義務なし － 善管注意義務なし大和銀行事件（平成7年） 善管注意義務なし

ただし、米州企画室担当
取締役、取締役ニューヨー
ク支店長、検査部担当取
締役は任務懈怠。

善管注意義務なし 善管注意義務なし

ただし、ニューヨーク支店
往査に立会った監査役は
任務懈怠。

日本システム技術 善管注意義務なし － － －日本システム技術
（平成16年）

善管注意義務なし

ヤクルト
（平成10年）

－
（本人は特別背任）

監視義務違反なし － －

Ⅴ おわりにⅤ．おわりに
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事件番号 

平成７年（ワ）第１１９９４号、平成８年（ワ）第４６７６号、平成９年（ワ）第１９３

９号、平成１０年（ワ）第８６７７号、平成１０年（ワ）第９２７８号 

事件名 

株主代表訴訟、共同訴訟参加事件 

裁判年月日 

平成１２年０９月２０日 

法廷名 

大阪地方裁判所第１０民事部 

裁判種別 

判決 

結果 

一部認容 

判例集等巻・号・頁 

 判例時報１７２１号３頁、判例タイムズ１０４７号８６頁 

 

 

主文 

一 （省略） 

二 被告安井健二は、株式会社大和銀行（本店の所在地・大阪市中央区備後町二丁目二番

一号）に対し、五億三〇〇〇万ドル及びこれに対する平成八年四月一〇日から支払済み

まで年五分の割合による金員を支払え。 

三 （省略） 

四 （省略） 
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五 （省略） 

六 （省略） 

七 この判決は、二項及び三項に限り、仮に執行することができる。 

 

 

事実及び理由 

第一 請求及び参加請求 

一 甲事件 

 甲事件被告らは、株式会社大和銀行（以下「大和銀行」という。）に対し、連帯して、

一一億ドル及びこれに対する平成七年七月一三日から支払済みまで年五分の割合によ

る金員を支払え。 

二 乙事件（中略） 

第二 事案の概要 

 甲事件は、大和銀行の株主である原告ら及び参加人が、アメリカ合衆国（以下「米

国」という。）所在の大和銀行ニューヨーク支店（以下「ニューヨーク支店」という。）

において、同行の行員井口俊英（以下「井口」という。）が、昭和五九年から平成七年

までの間、同行に無断かつ簿外で米国財務省証券（以下「財務省証券」という。）の取

引（以下「本件無断取引」という。）を行って約一一億ドルの損失を出し、右損失を隠

ぺいするために顧客、大和銀行所有の財務省証券を無断かつ簿外で売却して（以下「本

件無断売却」という。）、大和銀行に約一一億ドルの損害を与えたことにつき、右は、

当時、代表取締役及びニューヨーク支店長の地位にあった取締役が、行員による不正

行為を防止するとともに、損失の拡大を 小限にとどめるための管理体制（以下「内

部統制システム」という。）を構築すべき善管注意義務及び忠実義務があったのにこれ

を怠り、その余の取締役及び監査役は、右代表取締役らが内部統制システムを構築し

ているか監視する善管注意義務又は忠実義務があったのにこれを怠ったため、本件無

断取引及び無断売却を防止できなかったものであるとして、大和銀行が被った右損害

金一一億ドル、そして、井口の平成七年七月一三日付けの頭取宛ての書簡により損害

の発生が明らかになったとして、同日から支払済みまで民法所定の年五分の割合によ

る遅延損害金を、同行に賠償するよう求めた株主代表訴訟である。 

 また、乙事件は、…（中略）。 

一 当事者間に争いのない事実、掲記の証拠（以下、掲記の証拠番号は乙事件の証拠番号

であり、枝番号を含む。以下同様。）及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実 

１ 当事者等 

（一） 大和銀行は、銀行業務、信託業務等を目的とする、我が国有数の普通銀行（都

市銀行）であり、平成七年七月一七日現在の発行済株式の総数は一五億七〇五八

万五一二七株（普通株式一五億二〇五八万五一二七株・優先株式五〇〇〇万株）（額
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面株式一株の金額五〇円）、資本の額は二〇七〇億七五六六万七三九五円である

（弁論の全趣旨）。 

（二） 原告らは、平成七年一〇月二日の六か月以上前から引き続き大和銀行の株式一

〇〇〇株以上を保有する株主の地位にある。 

（三） 参加人は、大和銀行の株式一〇〇〇株を保有する株主の地位にある。 

（四） 被告らは、大和銀行の取締役又は監査役の地位にあった者であり、その在任期

間及び役職は、別紙「被告の大和銀行役員就退任時期及び役職の推移」記載のと

おりである。 

（五） 井口は、昭和五一年一月ころ、ダウンタウン（米国ニューヨーク州ニューヨー

ク市ブロードウェイ一四〇番地）にあったニューヨーク支店に採用されて、証券

係に配属され、カストディ業務（証券保管業務）及び有価証券の投資業務を担当

した。 

２ 本件無断取引及び無断売却 

（一） 大和銀行は、昭和五九年二月、ニューヨーク支店に対し、三〇〇万ドルの取引

限度枠で財務省証券の取引を認可した。井口は、証券係で、カストディ業務を担

当する傍ら、トレーダーとして財務省証券の取引も担当することとなった。 

（二） 井口は、当初は認可された三〇〇万ドルの取引限度枠内で財務省証券（トレジ

ャリー・ボンド、償還期限まで一〇年超の利付国債）の取引を行い、少額ながら

着実に利益を挙げていたが、同年六月末ころ、一回の取引で約二〇万ドルの含み

損を抱え、これを計上すれば取引停止となると考え、右損失を取り戻そうと、無

断かつ簿外で、財務省証券の取引を行い、かえって、損失を拡大させた。そして、

井口は、損失が五〇万ドルを超えたころには、認可された三〇〇万ドルの取引限

度枠を超えてポジションを保持するようになり、損失を増大させた。右の取引限

度枠は、三〇〇万ドルから五〇〇〇万ドルまで拡大されたが、井口は、昭和六〇

年三月ころには約一億ドル、昭和六二年二月末には約一〇億ドル、平成元年五月

から七月にかけては約二〇億ドル、平成五年には約一五億ドルと、認可された取

引限度枠を超えて、ポジションを保持し、本件無断取引を行い、損失は、昭和六

〇年三月ころには約三五〇〇万ドル、昭和六一年には五〇〇〇万ドルから六〇〇

〇万ドル、平成元年七月ころには約五億七〇〇〇万ドルなどと増加した。 

（三） 井口は、本件無断取引により生じた損失を隠ぺいするために、証券係（平成二

年一月以降は、カストディ係）で保管していた顧客、大和銀行（本部年金信託部

及び信託部又はニューヨーク支店勘定）所有の財務省証券を無断かつ簿外で売却

し、さらに、右事実を隠ぺいするため、右財務省証券の再保管銀行であるバンカ

ーズ・トラスト・カンパニー（以下「バンカーズ・トラスト」という。）から大和

銀行に郵送されてくる保管残高明細書を作り替えていた。 

（四） 井口は、被告藤田彬宛てに、本件無断取引により約一一億ドルの売買損を出し
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たこと、右売買損を補てんするために顧客等が所有する財務省証券を無断売却し

たこと、右無断売却の事実を隠ぺいするためにバンカーズ・トラストの保管残高

明細書を作り替えていたことなどを内容とする平成七年七月一三日付けの書簡

（乙Ａ一九、以下「本件書簡」という。）を同月一八日午後六時四一分（現地時間）

に発送し、同被告は、同月二四日、大和ビジネスサービス及び本部秘書室経由で、

本件書簡を受領した（乙Ａ二〇、弁論の全趣旨）。 

（五） 本件無断取引及び無断売却による損失金額は、平成七年七月一三日当時で約一

一億ドルであった。 

３ 大和銀行の刑事訴追（中略） 

４ 米国内における銀行業務の停止命令（中略） 

５ 損失の処理（中略） 

６ 井口及び被告津田昌宏の有罪判決（中略） 

７ 提訴請求（中略） 

二 争点 

１ 被告らに、内部統制システムの構築に関し、任務懈怠行為があったか（甲事件、乙

事件・本件訴因１４ないし２０） 

２ （中略） 

３ （中略） 

三 争点に関する当事者の主張（中略） 

第三 当裁判所の判断 

一 （中略） 

二 当事者間に争いのない事実並びに〈証拠略〉及び弁論の全趣旨を総合すると、以下

の事実が認められる。 

１ 大和銀行における管理体制 

（一）組織等 

（１） 大和銀行は、平成七年七月二七日現在、発行済株式の総数が一五億七

〇五八万五一二七株（普通株式一五億二〇五八万五一二七株、優先株式

五〇〇〇万株）（額面株式一株の金額五〇円）、資本の額が二〇七〇億七

五六六万七三九五円である、我が国有数の普通銀行（都市銀行）であり、

昭和五九年当時の店舗数は一八七か店（うち海外は六か店）、従業員数は

約九九〇〇名であり、平成七年三月末当時の店舗数は二四三か店（うち

海外は三六か店）、従業員数は約九六〇〇名であった。大和銀行は、取締

役会の下、企画部、人事部、検査部、国際業務部、国際資金証券部等数

十の組織からなる本部のほか、本支店、出張所等数多くの店舗によって

構成されていた。そして、大和銀行は、右の組織機構及び各部店の役割、

権限、責任分担等については、取締役会の承認を得て作成される事務分
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掌規程によって明確にしていた（もっとも、事務分掌規程が当法廷に証

拠として提出されていないため、その詳細は不明である。）。 

（２） 大和銀行では、前頭取である取締役会長が取締役会の招集権者であり、

また、代表取締役頭取が同行の業務全体を統括し、これを補佐する二、

三名（定款上は「若干名」）の代表取締役副頭取が大阪（本店所在地）及

び東京に駐在していた。このうち、東京駐在の副頭取が国際部門を統括

していた。そして、頭取、副頭取の下に、六名前後の代表取締役、二〇

名以上の取締役が選任されており、その多くは、取締役会において特定

の業務の担当が委嘱されていた。そして、本部各部の所管事務を処理遂

行するに当たっての決裁権限を明確にするため、頭取決裁を経て、決裁

権限規程が作成されており、頭取決裁から担当次長決裁までの段階が定

められていた（もっとも、事務分掌規程及び決裁権限規程が当法廷に証

拠として提出されていないため、被告らが取締役として担当した部門の

具体名は、別紙「被告の大和銀行役員就退任時期及び役職の推移」に記

載されている肩書で窺い知ることができるだけであり、その詳細は不明

である。）。 

（３） 大和銀行では、商法上規定されている取締役会が通常月一回開催され

ていたほか、経営会議（全代表取締役が出席して通常月二回開催され、

経営の 重要案件の討議、協議、決議等が行われる。）、定例役員会（全

取締役が出席して毎週月曜日開催され、その週の経営上の案件の討議、

報告等が行われる。）、全国支店長会議（全取締役、全支店長が出席して

年二回、四月及び一〇月に開催され、頭取による経営方針の示達、担当

役員による業務運営上重要な事項の示達、支店長による経営報告等が行

われる。）、海外拠点長会議（全代表取締役、国際部門担当取締役、全拠

点長が出席して年一回、四月及び一〇月に開催され、頭取による経営方

針の示達、担当取締役による経営上の諸問題の示達、拠点長による経営

上の問題及び状況の報告等が行われる。）、海外拠点管理会議（海外拠点

長会議と同時期に開催される。）、業務推進会議等の経営諸会議が開催さ

れていた。 

（二）海外支店等の管理 

（１） 大和銀行では、昭和五八年、総合部制導入に伴い、新たに国際総合部

を国際部門統括部門として新設し、その部内部として国際企画部を設け、

同部内に海外拠点担当を置き、ニューヨーク支店を含む海外拠点の管理

等を行うこととした。そして、昭和六三年六月には、右海外拠点担当を

発展独立させた拠点係を国際企画部内に設け、海外拠点の管理強化の方

針を明確にした。拠点係は、海外拠点長会議や運営方針懇談会を主催し、
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また、業務上の指示を発するなど支店に対する管理、業務推進の窓口と

して機能していた。その後、平成四年四月に国際総合部を、平成五年一

月には国際企画部を順次廃止し、同月、国際部を新設して海外拠点の管

理を行っていた。 

（２） 大和銀行では、平成二年三月、ロイズ銀行から買収した米国内におけ

る拠点一五か所（一四支店、一現地法人）を統括するため、国際総合部

の部内部として、ロイズ銀行の米州本部機構をほぼそのまま米州業務部

として残し、また、大和銀行本部との連絡窓口として米州企画室を新設

し、国際総合部の部内部とした。そして、平成五年八月、米州企画室の

所轄事項を、米州業務部の所轄業務からニューヨーク支店を含む米州地

区全体に拡充し、同支店の内部監査担当者二名を米州企画室に移籍させ

た。米州企画室は、平成六年九月一九日から二週間、ニューヨーク支店

のカストディ業務の検査を実施した。 

（三）検査体制 

（１）検査部による検査 

 大和銀行では、内部監査部門として検査部を設置しており、同部は部

長、次長、検査係、システム監査室から構成され、検査係が各部店の事

務の検査等を担当していた。そして、検査部が実施する検査には、検査

部が臨店する臨店検査、検査部統括の下に営業店や本部各部が実施する

部店内部検査及びシステム監査室によるシステム監査があった。いずれ

の検査も、検査部が担当取締役の決裁を経て作成した詳細な検査要領に

基づいて実施されていた。 

 臨店検査には、一般検査、特別部分検査及び特別検査があった。 

 一般検査は、六名ないし一三名の検査部員が四、五日間臨店して事務

及び管理運営状況を検査し、検査対象は、国内・海外営業店、本部、国

内関連会社、海外現地法人で、国内店については一年に一回、それ以外

については原則として二年に一回実施されていた。一般検査は、事務総

合検査と管理総合検査に分けられ、事務総合検査は融資、外国為替、預

金・信託・証券、為替、保管等を検査対象とし、事務部又は当該業務の

主管部が担当取締役の決裁を経て作成した事務取扱手続に沿った処理が

なされているか検査し、管理総合検査は店舗、人事、文書、店内検査等

の管理運営状況を検査していた。そして、臨店検査は、まず、現金及び

現物を帳簿と照合して確認することから行われ、カストディ係が保管し

ている財務省証券の保管残高の確認も行い、財務省証券取引業務につい

ては、証券会社以外から財務省証券を購入するなどの法令違反行為がな

いか、ポジション枠や損切りルールが守られているかなどを検査してい
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た。 

 特別部分検査は一般検査において不振であった科目を検査し、特別検

査は特定事項を検査するもので、いずれも適宜実施されていた。 

 臨店検査の結果は、まず速報ベースで検査部の担当役員に報告され、

その後、正式な検査報告書が、頭取、副頭取、常勤監査役に提出された。 

 ニューヨーク支店に対する臨店検査（一般検査）は、海外店用の検査

要領に基づき、昭和六一年九月、昭和六三年九月、平成二年六月、平成

四年五月、平成六年一〇月にそれぞれ実施された。 

（２）部店内部検査 

 部店内部検査は、部店内部検査規程に基づき、検査部の統括の下に実

施されていた。部店内部検査には、店内検査実施要領に基づき毎月実施

される店内検査と、検査部長の通告に基づき実施される特別店内検査及

び店内検査に準じて行われる部内検査があった。店内検査の結果は、各

支店が「店内検査実施報告」として、毎月検査部に報告されていた。 

（３）監査役による監査 

 監査役は、常勤監査役三名、非常勤監査役二名（社外監査役、ただし、

平成六年六月以降）である。 

 監査の方法については、監査役会で常勤監査役と非常勤監査役の職務

分担を決めており（商法特例法一八条の二第二項）、常勤監査役は、（１）

取締役会、経営会議、定例役員会、全国支店長会議、海外拠点長会議、

海外拠点管理会議、業務推進会議等への出席（海外拠点長会議に出席す

る全拠点長に対するヒアリングも実施した。）、（２）重要な決裁書類、資

料等の閲覧、（３）取締役等からの職務の執行に関する報告の聴取、（４）

営業店への往査、（５）会計監査人からの報告聴取及び監査立会い、（６）

諸検査の結果報告の聴取などを行い、期中監査及び期末監査を行ってい

た。これに対し、非常勤監査役は、原則として、（１）取締役会への出席、

（２）随時取締役からの報告の聴取、（３）監査役会で常勤監査役あるい

は取締役からの報告の聴取などを行っていた。 

 なお、海外拠点（営業店）への往査については、全拠点を米州、欧州、

アジアの三地区に分け、各三年に一回を目途に実施していた。監査期間

は通常一店当たり半日ないし二日であり、主として支店長、副支店長等

の拠点幹部との面談を通じて、業務推進状況、リスク管理状況、内部管

理状況、資産管理状況等を監査していた。ニューヨーク支店に対する監

査役による往査は、昭和五九年から平成七年までの間に四回実施され、

そのうち、平成五年八月三一日から同年九月一三日までの間は、被告奥

貫雄が、米州地区の海外拠点八か所の往査の一環として実施した。 
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 また、諸検査の結果報告の聴取方法は、検査部による検査結果につい

て検査報告書を閲覧した上、検査部長より報告を聴取し、外部機関によ

る検査結果についても担当取締役より報告を聴取していた。 

（４）会計監査人による監査 

 大和銀行は、昭和四九年の商法改正により会計監査人制度が設けられ

て以来、太田昭和監査法人を会計監査人に選任し、会計監査を委託して

いた。 

 会計監査人は、銀行の収益に関与している本部及び主要な営業店を中

心として監査を実施していたが、海外拠点についても、昭和五四年から

往査を実施し、昭和五九年からは三年毎に、北米、アジア、欧州の順に

往査を実施していた（ニューヨーク支店に対する往査は、昭和五四年九

月、昭和五九年一一月、昭和六二年九月、平成二年九月、平成五年九月

にそれぞれ実施した。）。 

 海外拠点の往査に当たっては、前もって、拠点より資料を徴求・分析

し、国際部で現状等を聴取していた。往査時には、金融機関との取引残

高の照合等も実施しており、ニューヨーク支店については、カストディ

係が保管している財務省証券の保管残高の確認等も行っていた。 

 監査の結果は、会計監査人より大和銀行宛ての監査項目別総括表が提

出され、総務部より取締役及び監査役に回付され、担当部署へは写しが

送付されていた。また、上半期、年度の決算時には、報告会を開催し、

会計監査人より、取締役及び監査役に対して、監査結果の報告がなされ

ていた。 

（四）外部機関による監督 

（１）大蔵省検査・日本銀行考査 

 大蔵省銀行局及び国際金融局（検査）、並びに日本銀行（考査）は、大

和銀行本店に対する定例検査を実施しており、その際、海外営業店につ

いても、膨大な資料を提出させ、帰国した支店長と面接して検査を行い、

さらに、検査官を海外営業店に派遣して実調検査を実施していた。検査

の後、検査官より代表取締役及び監査役に対する講評があり、検査結果

が定例役員会又は取締役会において報告された。 

 ニューヨーク支店に対する実調検査は、平成元年から平成六年までの

間、大蔵省による検査が二回、日本銀行による考査が二回、それぞれ実

施され、財務省証券取引の取引状況、損益状況、ポジションの状況、有

価証券の保有状況等について調査された。 

（２）ニューヨーク州銀行局及びＦＥＤによる検査 

 ニューヨーク支店は、ニューヨーク州法に基づき設置されたため、ニ
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ューヨーク州銀行局の監督に服していた。また、平成三年、外国銀行監

督強化法が制定され、ＦＲＢに外国銀行の支店等に対する完全な検査権

限が認められ、各支店等は一年に少なくとも一回検査を受けなければな

らなくなった。 

 ニューヨーク支店に対するニューヨーク州銀行局による検査は、昭和

五九年三月、昭和六〇年五月、昭和六一年六月、昭和六三年四月、平成

元年八月及び平成三年八月にそれぞれ実施された。また、平成四年一一

月、外国銀行監督強化法により、ＦＥＤによるニューヨーク支店に対す

る検査が実施され、平成五年一一月及び平成六年一一月には、ニューヨ

ーク州銀行局及びＦＥＤによる合同検査が実施された。 

 右検査は、事務、管理及び業務運営の内容について全般的に実施され

たが、その具体的な検査項目については法律又は通達で開示が禁止され

ているため、明らかではない。 

２ ニューヨーク支店における管理体制 

（一） ニューヨーク支店の組織 

 大和銀行は、ニューヨーク支店の組織、機構について、取締役会の決議を経た

事務分掌規程で定めており、ニューヨーク支店長の権限は、頭取決裁を経て作成

された決裁権限規程で定めていた。 

 ニューヨーク支店には、貸付け、シンジケート・ローン等を担当する相談係、

資金為替関係を統括する資金・為替係、証券係、輸入係、輸出係、送金係、メー

ル係、日本の機関投資家や大和銀行本部所有の財務省証券等の保管業務を担当す

るカストディ係（平成二年一月新設）、日々の取引の勘定入力等を担当するバッ

ク・オフィス係（平成元年四月新設）、入出金の照合等を担当するリコンサイル

係（平成元年四月新設）があった。 

 支店長は、支店の毎期の運営方針の設定及び期中の進捗状況管理、折々の貸出

金の申請、決裁、人事事項の決定（現地職員の採用、邦人職員を含む全職員の支

店内での配置等）を行っていた。各係の係員は現地採用のローカル職員（現地職

員）であり、係長に相当するマネージャーには原則として邦人職員を配置し、い

くつかの係を副長に相当する邦人の上級職員が管理し、その上位の副支店長が支

店長を補佐し、支店長が支店全体を統括するという体制であった。 

 そして、ニューヨーク支店の各種事務の運営、管理及び処理方法は、ニューヨ

ーク支店の担当取締役である支店長の決裁を経て作成された事務取扱手続に具

体的に定められていた。 

 歴代のニューヨーク支店長は、次のとおりである。 

（１）上場孝継（昭和五七年から昭和五九年まで） 

（２）二宮（昭和六〇年から昭和六二年一〇月まで） 
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（３）被告安井健二（昭和六二年一〇月から平成元年二月まで） 

（４）池田汎（平成元年二月から平成三年一月まで） 

（５）被告山路弘行（平成三年一月から平成五年七月まで） 

（６）新田寛（平成五年七月から平成七年二月まで） 

（７）被告山路弘行（平成七年三月から同年五月まで） 

（８）被告津田昌宏（平成七年五月から同年一〇月まで） 

（二）ニューヨーク支店内における検査体制 

（１）店内検査 

 検査部の統括の下に、毎月、店内検査を実施し、その結果を、検査部

長に報告していた。店内検査では、財務省証券取引について、損益の状

況、ポジションの状況及び取引条件の遵守状況等を検査し、また、カス

トディ係で保管していた財務省証券の残高確認も行っていた。 

（２）内部監査担当者 

 ニューヨーク支店は、昭和六三年二月ころ、内部監査担当者制度を採

用した。内部監査担当者は、財務省証券取引業務については、コンファ

メーションによる照合を行ったり、ニューヨークにある証券会社から直

接ステートメントを取り寄せてポジション（月末現在の未決済残高）の

確認を行った。また、カストディ係で保管している財務省証券の保管残

高確認も行った。そして、監査報告を、直接支店長に対して行い、後に

は、検査部長に対しても行うようになった。 

（３）休暇制度 

 ニューヨーク支店では、昭和四七年ころから、行員の福利厚生のため、

連続一週間の休暇取得制度を設けていたが、強制的に休暇を取得させる

制度は採用していなかった。 

（三）財務省証券取引業務及びその管理 

（１） ニューヨーク支店における財務省証券取引の基本的な仕組みは、次の

とおりである。すなわち、 

 まず、トレーダーが相手方（証券会社）との間で、財務省証券の売買

契約を締結し、取引伝票（トレード・チケット）を起票する（当初は、

これに加え、アシスタントが売買明細書を作成していた。）。そして、右

取引について、取引伝票をもとに勘定入力され、また、取引の相手方か

ら送られてくるコンファメーション（売買確認書）との照合作業が行わ

れる。そして、資金関係については、財務省証券の購入であれば、相手

方指定のコルレス銀行に資金カバー指図がなされて資金が送金され、財

務省証券の売却であれば、相手方の取引銀行からバンカーズ・トラスト

の預け金口座に入金がされる。また、証券の受渡しについては、カスト
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ディ係を通じてバンカーズ・トラストに対する指図がなされ、バンカー

ズ・トラストにて、証券の受渡しが行われる。 

（２） 大和銀行では、本部（国際企画部）において、財務省証券取引に関し、

その取引量を規制するために、いわゆる「売り持ち」、「買い持ち」を一

定限度額に押さえるポジション枠の認可を行っており、評価損が一定限

度を超えるとその取引を決済して、それ以上損失が拡大しないようにす

る損切りルールを実施していた。昭和六三年六月、国際資金証券部が国

際総合部の部内部として新設されると、国際企画部に代わって国際資金

証券部において、海外店の為替、資金、証券のポジション枠及び損切り

ルール等を管理するようになった（後には、国際資金証券部にＡＬＭ会

議が設けられた。）。 

 ニューヨーク支店では、バック・オフィス係（ミドル・オフィス係設

置後は同係）が、財務省証券取引に関するポジション枠及び損切りルー

ルが遵守されているか監視するため、日々の取引及びポジションの状況

を管理しており、日次で管理資料を作成して支店長及び財務省証券取引

担当の副支店長に提出するとともに、日次、月次及び期次で、国際資金

証券部に報告していた。 

 大和銀行は、平成五年四月、海外店用の新オンライン・システム「ウ

インド」をニューヨーク支店にも導入した。右システムには、海外店で

の取引明細を、いつでも国際資金証券部で監視できる「ミラー機能」が

備わっていた。 

（四）カストディ業務の概要 

（１） カストディ業務には、顧客との折衝、証券の受渡し、証券の保管、送

金、保管中の証券を売却する際の所有者の売却指示書と証券会社からの

コンファメーションとの照合等の事務があった。カストディ業務は、当

初、証券係が担当していたが、平成元年四月、証券係が、財務省証券取

引業務担当とカストディ業務担当に分離され、平成二年一月には、カス

トディ係が新設された。 

（２） カストディ係（カストディ業務担当者）には、毎月末、バンカーズ・

トラストから、月末現在の財務省証券の保管残高明細書が郵送されてく

るので、同係内の照合担当者が、右明細書と同係の帳簿とを照合してい

た。 

（３） カストディ係で保管している財務省証券の保管残高については、検査

部による臨店検査及び会計監査人による監査の際に確認され、また、ニ

ューヨーク支店の店内検査及び内部監査担当者による監査においても、

その確認を行っていた。 
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（五）郵便物等の管理 

 ニューヨーク支店は、郵便物等を集中管理するためのメール係を設置しており、

同係は、書留便について、発信簿及び受信簿に、日付、発信者、受信者及び内容

等を記載していた。そして、店内検査や内部監査担当者による監査の際に、右記

載が適切になされているか確認していた。 

（六）組織図の作成 

 ニューヨーク支店では、大和銀行の事務指針に従って、毎月、職員の実名入り

の組織図を作成して、人事部人事係に提出していた。 

３ 本件無断取引及び無断売却 

（一）（１） 井口は、昭和五一年一月ころ、ニューヨーク支店に採用されて、証券係

に配属され、カストディ業務（証券保管業務）及び有価証券の投資業務を

担当した。 

（２） 昭和五九年二月、井口（アシスタント・バイス・プレジデント）は、証

券係のマネージャーであり、証券係の指揮系統（ライン）は、上場支店長・

副支店長・邦人の上級管理職・井口・現地職員の順となっていた（乙Ａ三

三の一）。 

（二）（１） 井口は、同月、ニューヨーク支店が本部（国際企画部）から三〇〇万ド

ルの取引限度枠で財務省証券取引を行うことを認可されると、証券係の責

任者（マネージャー）としてカストディ業務を含む同係の全業務を管理す

る一方、唯一のトレーダーとして財務省証券取引も担当することとなった。 

（２） 井口は、当初は認可された三〇〇万ドルの取引限度枠内で財務省証券取

引を行い、少額ながら着実に利益を挙げていたが、同年六月末ころ、一回

の取引で約二〇万ドルの含み損を抱え、これを計上すれば取引停止となる

と考え、右損失を取り戻そうと、無断かつ簿外で、財務省証券の取引を行

い、かえって、損失を拡大させた。そして、井口は、損失が五〇万ドルを

超えたころには、認可された三〇〇万ドルの取引限度枠を超えてポジショ

ンを保持するようになり、損失を増大させた。井口は、取引限度を超えて

ポジションを保持し、財務省証券取引を行うに当たって、レポ取引（買戻

条件付売却）を利用したり、財務省証券を例えば一週間先の決済日ベース

で買い付け、同決済日ベースで売却し、決済日にその差額で決済する方法

をとった。 

（３） このように、井口が無断かつ簿外で財務省証券取引を行うことができた

のは、井口が取引から、起票、勘定入力、資金カバー及び証券受渡しの指

図まで全てを一人で行っていたからである。 

 すなわち、当該井口は、唯一のトレーダーとして、邦人の上級管理職員の

管理の下、相手方（証券会社）との間で、財務省証券の売買契約を締結して、
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取引伝票を起票した上勘定入力し、右上級管理職員が、取引の相手方から送

付されるコンファメーションを取引伝票と照合することになっていた（なお、

昭和六〇年までは、ニューヨーク支店では、財務省証券取引の決済が終わる

と、コンファメーションを破棄していた。）。そして、資金関係については、

財務省証券の購入であれば、井口は、相手方指定のコルレス銀行に資金カバ

ー指図をして、資金が送金され、財務省証券の売却であれば、相手方の取引

銀行からバンカーズ・トラストの預け金口座に入金がされた。また、証券の

受渡しについては、井口は、カストディ業務も担当していたので、バンカー

ズ・トラストに対して、直接、証券受渡しの指図をして、バンカーズ・トラ

ストにて、証券の受渡しが行われた。したがって、井口は、本件無断取引を

行うに当たって、証券会社との間で、財務省証券取引の売買契約を締結する

も、右取引について、起票、勘定入力をせずに、自ら資金カバー及び証券受

渡しの指図を行うことができたのであり、コンファメーションも、井口の所

属する証券係に送付されてくるのであるから、容易に隠匿でき、上級管理職

員による照合を免れることができたのである。 

（４） 井口は、本件無断取引により生じた損失を隠ぺいするために、証券係の

カストディ業務で保管していた顧客又は大和銀行（本部年金信託部及び信

託部勘定）所有の財務省証券を、無断で、同支店の帳簿には記載せずに売

却していた。 

 ところで、前記認定のとおり、カストディ業務では、保管している財務省

証券を売却する際に、照合担当者が、所有者の売却指示書とコンファメーシ

ョンの照合を行っていたが、右照合によって本件無断売却は発覚しなかった

（その理由は定かでないが、当時、井口が証券係のマネージャーであったこ

とから、現地職員が、井口の指示に疑問を抱くことなく従っていたとも考え

られる。）。 

（５） 井口は、毎月末、バンカーズ・トラストから郵送されてくる、月末現在

の財務省証券の保管残高明細書を本件無断売却の事実がないように作り替

えていた。そして、ニューヨーク支店は、毎月店内検査を実施しており、カ

ストディ業務で保管していた財務省証券の残高確認もしていたが、その方法

が、バンカーズ・トラストから郵送されてきた保管残高明細書と同支店の帳

簿を照合するというものであったため、本件無断売却を発見することができ

なかった。 

（６） 同年一一月、会計監査人（太田昭和監査法人）は、ニューヨーク支店に

対する監査を実施し、財務省証券の保管残高確認も行ったが、本件無断売

却を発見することができなかった。その理由は、会計監査人が、監査の基

準日を設定し、監査対象であるニューヨーク支店に対し、バンカーズ・ト
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ラストから基準日現在の財務省証券の保管残高明細書を入手しておくよう

にと予め通知し、ニューヨーク支店が取り寄せた保管残高明細書と同支店

の帳簿とを照合するという方法で確認したため、井口は、保管残高明細書

を本件無断売却の事実がないように作り替えることができたからである。 

（三）（１） 井口は、その後も、損失を取り返そうとして本件無断取引を繰り返して

いるうちに、かえって損失額を増大させてしまい、昭和六〇年三月ころに

は、一〇〇万ドルの取引限度枠を超えてポジションを一億ドル以上にまで

拡大させた。同年ころ、本件無断取引及び無断売却による損失は約三五〇

〇万ドルであった。 

（２） 同年五月、ニューヨーク支店に対し、ニューヨーク州銀行局による検査

が実施されたが、本件無断取引及び無断売却は発覚しなかった。 

（四）（１） 昭和六一年ころ、井口の本件無断取引及び無断売却による損失は約五〇

〇〇万ドルから約六〇〇〇万ドルの間で推移していた。 

（２） 同年六月、ニューヨーク支店に対し、ニューヨーク州銀行局による検査

が実施されたが、本件無断取引及び無断売却は発覚しなかった。 

（３） 同年九月、ニューヨーク支店はミッドタウン（米国ニューヨーク州ニュ

ーヨーク市ロックフェラー・プラザ七五所在）へ移転したが、カストディ

業務については、ダウンタウン地区のウォール街にある証券会社との間で

証券現物の受け渡しをする必要があり、ミッドタウンでは不都合であった

ことから、ダウンタウンにカストディ業務出張所を設けて残した。その際、

カストディ業務専用の送金係及びコルレス銀行の預け金口座を設けた。そ

して、井口は、カストディ業務の責任者（証券係のマネージャー）として、

ダウンタウンのカストディ業務出張所に勤務することになったが、引き続

き、財務省証券取引を担当することとなった（財務省証券取引をダウンタ

ウンのカストディ業務出張所で行うために必要な大蔵省への届出は行わな

かった。）。 

（４） 同年一〇月、井口（バイス・プレジデント）は、証券係のマネージャー

を務める邦人職員（主事補）の上位者となっており、証券係の指揮系統は、

二宮支店長・副支店長・邦人の上級職員（増田副参事）・井口・邦人職員（主

事補）・現地職員の順となっていた（乙Ａ三三の二）。 

（５） 同月、ニューヨーク支店における財務省証券取引業務について、初めて、

フロント・オフィスとバック・オフィスの分離が計られ、証券係とは別に、

資金管理・計算係及びＥＤＰ係（主計係）で、取引の勘定入力、コンファ

メーションによる照合及び入出金の照合等を行うようになった。そして、

ニューヨーク支店における財務省証券取引業務は、以下のとおり、管理さ

れるようになった。 
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 すなわち、トレーダーは相手方（証券会社）との間で、財務省証券の売買

契約を締結すると、証券担当のバック・オフィス業務を担当する資金管理・

計算係又はＥＤＰ係（平成元年四月バック・オフィス係設置後は、同係［証

券担当］）に対し、取引伝票を送付して売買連絡を行った。右係では、右売

買について取引伝票をもとに、勘定入力をするとともに、資金が必要であれ

ば、資金為替担当のバック・オフィス係に対し、資金カバーの指図をし、ま

た、取引の相手方から送付されてきたコンファメーションとトレーダーから

の売買連絡とを照合し、一致すれば売買が正式に確定する。そして、資金関

係については、財務省証券の購入であれば、資金カバー指図を受けた資金為

替担当のバック・オフィス係が、証券会社指定のコルレス銀行に資金カバー

指図をして資金が送金され、財務省証券の売却であれば、証券会社の取引銀

行からバンカーズ・トラストの預け金口座に入金された。そして、各コルレ

ス銀行及びバンカーズ・トラストから入出金明細書が、日次又は月次で、バ

ック・オフィス業務を担当する資金管理・計算係又はＥＤＰ係に送付されて

くるので、その入出金明細書をリコンサイル業務を担当する資金管理・計算

係又はＥＤＰ係（平成元年四月リコンサイル係設置後は、同係）が確認する。 

（６） しかし、井口は、以下の手口で、本件無断取引を行っていた。 

 すなわち、井口は、証券会社との間で、財務省証券の売買契約を締結して

も、資金管理・計算係又はＥＤＰ係（バック・オフィス係）に対して売買連

絡を行わず、したがって、右係で右売買が勘定入力されることはなかった。

また、井口は、特定の証券会社との間でのみ本件無断取引を行っており、右

証券会社の担当者に依頼して、コンファメーションを資金管理・計算係又は

ＥＤＰ係（バック・オフィス係）にではなく、自分のところに送付させてい

た。そのため、右係におけるコンファメーションと売買連絡との照合により、

本件無断取引が発覚することもなかった。 

 そして、井口は、前記認定のとおり、レポ取引により資金を調達して、本

件無断取引を行っており、決済日に差金決済をして、利益が出た場合には、

バンカーズ・トラストの口座に益金が入金となり、逆に、損失が出た場合に

は、井口は、カストディ業務も兼任していたことから、専用の送金係を利用

して、バンカーズ・トラストの口座から証券会社指定のコルレス銀行に送金

させ、損失が一定額以上になると、カストディ業務が保管している顧客又は

大和銀行所有の財務省証券を無断で売却し、右売却代金と損失とを相殺して

いた。 

 なお、前記認定のとおり、各コルレス銀行及びバンカーズ・トラストから

入出金明細書が、日次又は月次で、資金管理・計算係又はＥＤＰ係（バック・

オフィス係）に送付され、右係（リコンサイル係）が右明細書を確認してい
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た。ただ、それにもかかわらず、本件無断取引が発覚しなかった理由は定か

でないが、井口が、本件無断取引による損失が発生すると本件無断売却をし、

出金と入金を同額にしていたため、右係（リコンサイル係）がそれ以上追及

しなかったこと、あるいは、カストディ業務で保管している財務省証券の売

買として処理していたことが考えられる。 

（７） 昭和六一年九月、検査部は、ニューヨーク支店に対する臨店検査を実施

し、財務省証券の保管残高の確認も行ったが、本件無断売却を発見するこ

とはできなかった。その理由は、検査部が、基準日を設定し、同日現在の

財務省証券の保管残高明細書を、検査対象であるニューヨーク支店がバン

カーズ・トラストから取り寄せ、これと同支店の帳簿とを照合するという

方法で確認したため、井口は、保管残高明細書を本件無断売却の事実がな

いように作り替えることができたからである（なお、原告ら及び参加人は、

検査部が右臨店検査で財務省証券取引業務についての検査を行わなかった

旨主張し、本件書簡［乙Ａ一九］にも、右主張に沿う記載がある。しかし

ながら、財務省証券取引業務の検査が検査項目に含まれていたものと推認

されるから、本件書簡の記載のみを根拠に検査部が一切財務省証券取引業

務の検査を行わなかったとまで認定することはできない。）。 

（五）（１） 井口は、本件無断取引を繰り返し、昭和六二年二月末には約一〇億ドル

のポジションを持ち越し、同年三月から五月の暴落で約一億ドルの損失を

出した。 

（２） 同年九月、会計監査人（太田昭和監査法人）は、ニューヨーク支店に対

する監査を実施したが、前回の監査と同じ理由で、本件無断売却を発見す

ることができなかった。 

（３） 同年一〇月、被告安井健二がニューヨーク支店長に就任した。 

 そのころ、ニューヨーク支店の主な業務は、貸出（日系企業に対する貸出

及び非日系企業に対するシンジケート・ローン）及び貸出の原資となるドル

資金の調達であり、ほかに、為替のディーリング及び証券業務（中長期的な

投資、財務省証券取引及びカストディ）を行っていた。同被告は、大和トラ

ストで取引担当者が財務省証券の不正取引を行っていたことが発覚したこ

ともあり、支店長着任直後に、ダウンタウンのカストディ業務出張所の責任

者である増田副長（副参事）との間にホットラインを引き、それまでに行わ

れてきた通常の支店長への報告に加え、毎日夕刻に財務省証券取引の取引状

況や損益状況等を報告させ、ポジション枠や損切りルールの徹底を図った。 

（４） 同年一一月ころ、被告安井健二は、財務省証券取引の管理強化策として、

本部（経理証券部）で証券取引を行った経験のある梅田（主事）を、六か

月間ミッドタウンの支店からダウンタウンのカストディ業務出張所へ移籍
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させ、財務省証券取引について、コンファメーションを全て確認させたが、

梅田は、本件無断取引を発見することができなかった（その理由は定かで

ないが、井口が、本件無断取引について、コンファメーションを、本来送

付されるべき資金管理・計算係又はＥＤＰ係ではなく、自分のところに送

付させていたためと考えられる。）（乙Ａ三三の三・四）。 

（六）（１） 被告安井健二は、昭和六三年二月、検査体制の充実を図るため、内部監

査担当者（インターナル・オーディター）制度を採用し、内部監査担当者

としてジョン・カシス外一名を雇用した。 

 内部監査担当者はダウンタウンのカストディ業務出張所にも駐在し、財務

省証券取引について、コンファメーションによって取引を照合し、証券会社

から直接ステートメントを取り寄せてポジションを確認するなどしたが、本

件無断取引を発見できなかった（その理由は定かでないが、井口が、本件無

断取引に係る、コンファメーションを、本来送付されるべき資金管理・計算

係又はＥＤＰ係ではなく、自分のところに送付させていたため、あるいは、

井口が、本件無断取引の相手方である証券会社の担当者に依頼し、虚偽のス

テートメントを発行してもらっていたためと考えられる。）。 

 また、内部監査担当者は、財務省証券の保管残高確認を行ったが、本件無

断売却を発見することができなかった。その理由は、内部監査担当者が、監

査対象である証券係が保管していたバンカーズ・トラストの保管残高明細書

と同支店の帳簿を照合するという方法を採ったため、井口が保管残高明細書

を作り替えることができたためである。 

（２） 同年三月、被告安井健二は、財務省証券取引のトレーダー間の相互牽制

作用を働かせるため、井口に加え、従前カストディ業務を担当していた荒

木（副参事）を同取引専任のトレーダーに任命し、同取引の複数体制を採

用した。その時点における証券係の指揮系統は、安井支店長・増田副支店

長・井口（バイス・プレジデント）・梅田主事・荒木副主事（証券係のマネ

ージャー）・現地職員の順となっていた（乙Ａ三三の五）。 

（３） 同年四月、ニューヨーク支店に対し、ニューヨーク州銀行局による検査

が実施されたが、本件無断取引及び無断売却は発覚しなかった。 

 なお、ニューヨーク支店では、ダウンタウンのカストディ業務出張所で財

務省証券取引を行うことについて大蔵省への届出を出していなかったので、

右検査に際して、トレーダーをミッドタウンの支店へ移動させた（なお、被

告安井健二は、トレーダーの移動は行っていなかった旨述べているが、当時、

ダウンタウンのカストディ業務出張所では、大蔵省への届出なしに財務省証

券取引を行っており、被告山路弘行が、前任のニューヨーク支店長に確かめ

たところ、右トレーダーの移動を行っていたことがわかった旨述べているこ
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とからすると、被告安井健二の右供述を採用することはできない。）。 

（４） 同年五月、被告安井健二は、本部（経理証券部）でチーフ・トレーダー

をしていた八木をトレーダーに任命した。その結果、井口（バイス・プレ

ジデント）とその下位者である八木（主事）及び荒木（主事）の三名が、

財務省証券取引を行う体制となった。 

（５） 同年六月、被告安井健二は、本部（国際資金証券部）で財務省証券のバ

ック・オフィス担当の次長をしていた屋内がニューヨーク支店の副支店長

として赴任してきたので、同人に対し、ダウンタウンのカストディ業務出

張所における財務省証券取引業務及びカストディ業務の特別検査を命じた。

屋内副支店長は、英語が堪能であり、コンファメーションによって取引を

照合したほか、ステートメントを取り寄せたり、直接電話をしたりしてポ

ジションを確認するなどしたが、本件無断取引を発見することはできなか

った（その理由は定かでないが、井口が、本件無断取引のコンファメーシ

ョンを自分のところに送付させ、あるいは、相手方である証券会社の担当

者に依頼し、虚偽のステートメントを発行してもらったり、虚偽の回答を

してもらったりしていたためと考えられる。）。 

（６） 同年八月ころ、ニューヨーク支店に対し、国税局による調査及び日本銀

行による考査が実施されたが、本件無断取引及び無断売却は発覚しなかっ

た。 

（７） 同年九月六日から同月一六日までの間、検査部は、ニューヨーク支店に

対する臨店検査を実施し、財務省証券の保管残高の確認も行ったが、前回

の検査と同じ理由で、本件無断売却を発見することができなかった。 

（８） 同年一〇月、井口は、被告安井健二の指示により、海外拠点長会議に出

席するとともにカストディ業務の顧客（取引先）を訪問するため、日本に

出張し、一週間、ニューヨーク支店を離れたが、本件無断取引及び無断売

却は発覚しなかった。 

（９） 同年一一月、ニューヨーク支店に対し、国税局による調査が実施された

が、本件無断取引及び無断売却は発覚しなかった。 

（七）（１） 平成元年二月、池田汎がニューヨーク支店長に就任した。 

（２） 同月、ニューヨーク支店に対し、大蔵省国際金融局による抜き打ち検査

が、為替ディーリング及び財務省証券取引について実施されたが、本件無

断取引は発覚しなかった。 

（３） 同年四月、井口は、池田汎の指示により、海外拠点長会議に出席するた

め日本に出張し、一週間、ニューヨーク支店を離れたが、本件無断取引及

び無断売却は発覚しなかった。 

（４） 同月、池田汎は、財務省証券取引業務に関するフロント・オフィスとバ
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ック・オフィスの分離を強化するため、資金管理係（マネーコントロール

係）及びＥＤＰ係が担当していた右事務を、ミッドタウンの支店に移転し、

取引の勘定入力やコンファメーションによる照合等を行うバック・オフィ

ス係を新設して、資金、為替ディーリングのバック・オフィス係に統合し、

また、入出金の照合等を行うリコンサイル係を新設した。また、井口がカ

ストディ業務の担当者としてダウンタウンを離れる訳にいかないと移転に

反対したことから、フロント・オフィスはダウンタウンに残したが、証券

係を財務省証券取引業務担当とカストディ業務担当とに分離した。その結

果、証券係の指揮系統は、財務省証券取引業務については、池田支店長・

増田副支店長・井口（バイス・プレジデント）・八木・荒木各主事の順とな

り、カストディ業務については、池田支店長・増田副支店長・井口・邦人

の副主事（マネージャー）・現地職員の順となった（乙Ａ三三の六）。 

（５） 当時、ニューヨーク支店では、財務省証券取引に関するポジション枠及

び損切りルールが遵守されているか監視するため、バック・オフィス係が

日々の取引及びポジションの状況を管理し、その管理資料を支店長、担当

副支店長、さらには、国際資金証券部に提出していたが、本件無断取引を

発見することはできなかった。その理由は定かでないが、井口が、本件無

断取引について、そもそも売買連絡を行わず、右売買が勘定入力されるこ

とがなかったためと考えられる。 

（６） 同年五月から七月にかけて、井口は、無断で約二〇億ドルのポジション

を持ち越し、約二億七〇〇〇万ドルの損失を出した。当時、本件無断売却

により埋め合わせていた損失の累計額は、約五億七〇〇〇万ドルに達して

いた（なお、原告ら及び参加人は、同年六月、井口が、 も多額のポジシ

ョンを持ち越した上、本件無断売却が遅れたため、ニューヨーク支店の資

金が約一億ドルも不足した旨主張し、本件書簡［乙Ａ一九］にも、右主張

に沿う記載があるが、他に的確な証拠がなく、本件書簡の記載のみを根拠

に右事実を認定することはできない。）。 

（７） 同年八月、ニューヨーク支店に対し、ニューヨーク州銀行局による検査

が実施され、ＦＥＤの検査官も立ち会ったが、本件無断取引及び無断売却

は発覚しなかった。 

 なお、ニューヨーク支店では、ダウンタウンのカストディ業務出張所で財

務省証券取引を行うことについて大蔵省への届出を出していなかったので、

右検査に際して、トレーダーをミッドタウンの支店へ移動させた。 

（８） 同年九月、本部（国際資金証券部）は、大蔵省国際金融局より、ニュー

ヨーク支店における財務省証券の取引量が多いことを指摘された。被告安

井健二（国際総合部長）は、池田汎支店長に照会するように国際資金証券
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部長に指示したが、短期売買が多いためであるとの回答を得て満足し、そ

れ以上の調査を行わなかった。 

（八）（１） ニューヨーク支店は、平成二年一月、副支店長を二名とし、一名は、相

談係、資金・為替デイーリング係、証券ディーリング係といった業務推進

的な営業部門を統括し、他の一名は、輸入係、輸出係、預金・送金係、メ

ール係、バック・オフィス係、リコンサイル係、カストディ係等といった

業務管理的な内部事務部門を統括することとした（乙Ａ三三の七）。 

（２） 同月、井口（シニア・バイス・プレジデント）は、営業部門の証券ディ

ーリング係と内部事務部門のカストディ係の両方を担当することとなった。

そして、証券ディーリング係の指揮系統は、池田支店長・営業部門を統括

する副支店長・実参事補・井口・八木・荒木各主事（マネージャー）・現地

職員の順となり、カストディ係の指揮系統は、池田支店長・内部事務部門

を統括する副支店長・実参事補・井口・邦人の主事（マネージャー）・現地

職員の順となった（乙Ａ三三の七）、 

（３） 同年六月四日から同月一五日までの間、検査部は、ニューヨーク支店に

対する臨店検査を実施し、財務省証券の保管残高の確認も行ったが、前回

の検査と同じ理由で本件無断売却を発見することができなかった（なお、

右臨店検査から、検査部が、臨店検査の実施日の一週間前に、検査対象で

あるニューヨーク支店に対して、検査の実施及び検査の基準日を通知し、

同支店があらかじめバンカーズ・トラストから基準日現在の保管残高明細

書を取り寄せておく方法に変更された。）。 

（４） 同年九月、ニューヨーク支店に対し、国税局による調査が実施されたが、

本件無断取引及び無断売却は発覚しなかった。 

（５） 同月、会計監査人（太田昭和監査法人）は、ニューヨーク支店に対する

監査を実施したが、前回の監査と同に理由で、本件無断売却を発見するこ

とができなかった。 

（６） そのころ、野村證券株式会社がカストディ業務を始めるため、ニューヨ

ーク支店が保管していた同社所有の財務省証券を同社に移管することとな

った。井口が無断売却していた財務省証券は同社所有のものが多かったこ

とから、井口は、損失を隠ぺいし続けるためには、新たに財務省証券を確

保する必要に迫られた。そこで、井口は、本部を説得し、五〇〇〇万ドル

で財務省証券（トレジャリー・ノート、償還期限まで一年超一〇年以内の

利付国債）の取引を開始し、この財務省証券を無断売却して野村證券株式

会社が所有していたのと同じ銘柄の財務省証券を買い戻した。 

（九）（１） 平成三年一月、被告山路弘行が、ニューヨーク支店長に就任した。 

（２） 同年二月末ころ、井口（シニア・バイス・プレジデント）は、営業部門
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の証券係と内部事務部門のカストディ係の両方を担当しており、証券係の

指揮系統は、山路支店長・営業部門を統括する副支店長・実参事補・井口・

八木・荒木各参事補（マネージャー）・現地職員の順となり、カストディ係

の指揮系統は、山路支店長・内部事務部門を統括する副支店長・実参事補・

井口・邦人の主事補（マネージャー）・現地職員の順となった（乙Ａ三三の

八）。 

（３） 同年八月、ニューヨーク支店に対し、ニューヨーク州銀行局による検査

が実施されたが、本件無断取引及び無断売却は発覚しなかった。 

 なお、ニューヨーク支店では、ダウンタウンのカストディ業務出張所で財

務省証券取引を行うことについて大蔵省への届出を出していなかったので、

右事実を隠すため、右検査に際して、トレーダーをミッドタウンの支店へ移

動させた。 

（４） 同年九月、証券係が支店長の直轄となり、井口（シニア・バイス・プレ

ジデント）は、証券係とカストディ係の両方を担当したが、カストディ係

担当としては、邦人の上級職員（実副参事）と同格になり、内部事務部門

を統括する副支店長を補佐し、証券係担当としては邦人の上級職員（実副

参事）と同格になり、支店長を直接補佐することとなった（乙Ａ三三の九）。 

（一〇）（１） 平成四年一月の相場暴落で、ニューヨーク支店の財務省証券取引が一〇

〇万ドルの損切り基準近くになったため、井口は、財務省証券取引そのも

のが廃止されるのではないかとの懸念を抱き、利益のあがった無断取引を

同支店の取引として計上した。 

（２） 同年五月四日から同月一五日までの間、検査部は、ニューヨーク支店に

対する臨店検査を実施し、財務省証券の保管残高の確認も行ったが、前回

の検査と同じ理由で、本件無断売却を発見することができなかった。 

（３） 同年七月、被告山路弘行は、ダウンタウンのカストディ業務出張所を同

じダウンタウン地区内で移転した。 

（４） 同月、井口（シニア・バイス・プレジデント）は、証券係とカストディ

係の両方を担当し、証券係担当として支店長を直接補佐するとともに、カ

ストディ係担当として内部事務部門を統括する実副支店長を補佐し、ダウ

ンタウンのカストディ業務出張所における 上席者となった（乙Ａ三三の

一〇）。 

（５） 同年一一月、ニューヨーク支店に対し、ＦＥＤによる検査が実施された

が、本件無断取引及び無断売却は発覚しなかった。 

 なお、ニューヨーク支店では、ダウンタウンのカストディ業務出張所で財

務省証券取引を行うことについて大蔵省への届出を出していなかったので、

右事実を隠すため、右検査に際して、五名のトレーダーのうち四名を、ダウ



 22 / 98 
 

ンタウンのカストディ業務出張所からミッドタウンの支店へ移動させた（本

件訴因２４）。 

（一一）（１） 平成五年四月、内部監査担当者は、ニューヨーク支店の財務省証券取引

に対する監査を実施したが、前回の監査と同じ理由で、本件無断取引を発

見することはできなかった。 

（２） 同月、大和銀行は、海外店用の新オンライン・システム「ウインド」を

導入した。右システムには、海外店での取引明細を、いつでも国際資金証

券部で監視できる「ミラー機能」が備わっていたが、本件無断取引を発見

することはできなかった。その理由は定かでないが、井口が、本件無断取

引について、そもそも売買連絡を行わず、右売買が勘定入力されることが

なかったためと考えられる。 

（３） 同年七月、新田寛が、ニューヨーク支店長に就任した。 

（４） 同月ころ、井口は、無断売却した財務省証券が存在するかのような虚偽

のバンカーズ・トラストの同年六月分保管残高明細書を作成した（本件訴

因１４）。 

（５） 同年九月、会計監査人（太田昭和監査法人）は、ニューヨーク支店に対

する監査を実施し、財務省証券の保管残高確認も行ったが、前回の監査と

同様の理由で、本件無断売却を発見することができなかった。 

 同月、監査役被告奥貫雄は、ニューヨーク支店に対する往査を実施し、

支店長、副支店長等の拠点幹部との面談を通じて資産管理状況等を監査し

たが（なお、会計監査人による監査にも立ち会ったものと思われる。）、本

件無断取引及び無断売却を発見することはできなかった。 

（６） 同年一一月ころ、米州駐在常務取締役であった被告山路弘行は、米州企

画室から、外部検査の間トレーダーをダウンタウンのカストディ業務出張

所からミッドタウンの支店へ移動させることは検査当局を欺く行為になる

旨の指摘がされたことを受け、米州企画室に対し、右移動が米国の規制に

抵触しないか調査するよう指示した。米州企画室は、デイビス・ポルク法

律事務所の意見も踏まえ、ダウンタウンのカストディ業務出張所において

財務省証券取引を行うことは米国では違法であり、刑事罰の対象ともなり

得るとの調査結果を出した。そこで、被告山路弘行は、右調査結果を被告

安井健二に報告し、同被告の指示により、ニューヨーク支店の法律顧問で

もあるサリパン・アンド・クロムウェル法律事務所の意見を徴した上、Ｆ

ＥＤに申告することとした。 

 新田寛支店長は、当時、ニューヨーク支店に対し、ＦＥＤ及びニューヨー

ク州銀行局による合同検査が実施されていたため、ＦＥＤの検査官に対し、

財務省証券取引をダウンタウンのカストディ業務出張所で行うには大蔵省



 23 / 98 
 

への届出が必要だが、右届出を出していなかったことから、前年のＦＥＤに

よる検査の際、トレーダーをダウンタウンのカストディ業務出張所からミッ

ドタウンの支店へ移動させた旨説明した。 

（７） 右合同検査の際、検査官より、井口が財務省証券取引業務とカストディ

業務を兼任するのは問題であるから、即刻分離するよう指摘された。 

 これを受け、ニューヨーク支店は、同年一一月、組織を変更し、従来井

口（シニア・バイス・プレジデント）がカストディ係の邦人の主事（マネ

ージャー）と証券係の邦人の主事（マネージャー）の両者の上位者として、

カストディ業務と証券業務の両者を管理していた体制（乙Ａ三三の一二）

を改め、井口を、カストディ係の邦人の主事（マネージャー）の上位者と

して新田支店長を直接補佐するポストに当てる一方、鳥海副支店長を、証

券係の邦人の主事（マネージャー）の上位者とする体制とし、井口を財務

省証券の取引業務の担当から外した（乙Ａ三三の一三）。そして、新田支店

長は、その旨を書面でＦＲＢに報告した。 

 しかし、井口は、その後も本件無断取引を行い続け、また、他のトレー

ダーは、財務省証券取引に熟達した井口に対し、時折助言を求めていた（な

お、井口が、どのような手段を使って本件無断取引を行い続けたかについ

ては、証拠上、確定することができない。また、原告ら及び参加人は、井

口が、組織上、財務省証券の取引業務の担当を外れた後も、実際には、他

のトレーダーを指揮命令下に置いて正規の財務省証券取引をコントロール

しており、被告山路弘行及び新田寛各支店長もこれを容認していた旨主張

し、本件書簡［乙Ａ一九］にも、右主張に沿う記載があり、米国司法省も

その旨主張し［本件訴因２３］［甲二、三、乙Ａ一二、一三］、大和銀行も

米国の刑事手続でこれを認めている［甲三、乙Ａ一、一三］。しがしながら、

大和銀行が米国の刑事手続で認めたのは司法取引の結果であり、本件書簡

のみでは右事実を認めるのに十分とは言えず、他に認めるに足りる的確な

証拠が当法廷に提出されていないから、右事実を認定することはできな

い。）。 

（一二）（１） 平成六年一月ころ、井口は、無断売却した財務省証券が存在するかのよ

うな虚偽のバンカーズ・トラストの平成五年一二月分保管残高明細書を作

成した（本件訴因１５）。 

（２） 平成六年一月一二日、ＦＥＤ及びニューヨーク州銀行局による合同検査

の講評が行われ、ＦＥＤの検査の際にトレーダーを移動させ、ＦＥＤの検

査官に虚偽の申告をしたことは連邦犯罪法に抵触する、処分についてはＦ

ＲＢで審議される旨の説明がされ、また、大蔵省へ報告するようにと勧告

された。そこで、新田寛は、被告安井健二の指示により、大蔵省ニューヨ



 24 / 98 
 

ーク事務所に出頭して報告し、また、大和銀行の本部では、被告安井健二

が大蔵省国際金融局及び銀行局並びに日本銀行国際局に対し報告をした。 

（３） 同年二月、大和銀行は、右問題につき、歴代のニューヨーク支店長三名

（被告安井健二、同山路弘行及び新田寛）、同副支店長六名及び井口を賞与

減額及び譴責処分にした上、右処分につき、ＦＲＢ及び大蔵省に対し報告

をした。 

（４） 同年五月二五日、ニューヨーク支店に対し、大蔵省による実調検査が実

施されたが、本件無断取引及び無断売却は発覚しなかった。 

（５） 同年七月ころ、井口は、無断売却した財務省証券が存在するかのような

虚偽のバンカーズ・トラストの同年六月分保管残高明細書を作成した（本

件訴因１６）。 

（６） 同年九月一九日から二週間、米州企画室は、ニューヨーク支店のカスト

ディ業務に対する検査を実施したが、本件無断売却を発見することはでき

なかった。 

（７） 同月ころ、ニューヨーク支店（新田支店長）は、ミドル・オフィスとし

て、為替、資金及び証券の全ての取引業務を一元的に管理するミドル・オ

フィス係を設置した（乙Ａ三三の一四）。ミドル・オフィス係は、財務省証

券取引について、それに関する経営の管理資料を作成するとともに、日常

的に、フロント・オフィスである証券係のトレーダーがポジション枠や損

切りルール等を遵守しているか監視するとともに、バック・オフィスであ

るバック・オフィス係、リコンサイル係がその事務を適切に行っているか

監視することになったが、本件無断取引を発見することはできなかった（そ

の理由は定かでないが、井口が、本件無断取引について、そもそも売買連

絡を行わず、右売買が勘定入力されることがなかったためと考えられる。）。 

（８） 同年一〇月、検査部は、ニューヨーク支店に対する臨店検査を実施し、

財務省証券の保管残高の確認も行ったが、前回の検査と同じ理由で、本件

無断売却を発見することができなかった。 

（９） 同年一一月、ニューヨーク支店に対し、ニューヨーク州銀行局及びＦＥ

Ｄによる合同検査が実施されたが、本件無断取引及び無断売却は発覚しな

かった。 

（一三）（１） 平成七年一月、井口は、エグゼクティブ・バイス・プレジデント（副支

店長格）となった。 

（２） 同月ころ、井口は、無断売却した財務省証券が存在するかのような虚偽

のバンカーズ・トラストの平成六年一二月分保管残高明細書を作成した（本

件訴因１７）。 

（３） 平成七年三月、被告山路弘行が、また、同年五月には、同被告に代わり
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被告津田昌宏が、それぞれニューヨーク支店長に就任した。 

（４） 同年七月ころ、井口は、無断売却した財務省証券が存在するかのような

虚偽のバンカーズ・トラストの同年六月分保管残高明細書を作成した（本

件訴因１８）。 

（５） 同年七月一日ころ、井口は、ニューヨーク支店が保管していた顧客所有

の財務省証券約三億七七〇〇万ドル分を既に無断で売却していたにもかか

わらず、年金信託部に対し、右証券が現存するかのような虚偽の保管残高

明細書をファクシミリを利用して送信した（本件訴因１９）。 

（６） 同日ころ、井口は、ニューヨーク支店が保管していた顧客所有の財務省

証券約三億七七〇〇万ドル分を既に無断で売却していたにもかかわらず、

信託部に対し、右証券が現存するかのような虚偽の保管残高明細書をファ

クシミリを利用して送信した（本件訴因２０）。 

（７） 同月一八日午後六時四一分（現地時間）、井口は、被告藤田彬宛てに、本

件書簡（乙Ａ一九）をフェデックス（ＦＥＤＥＸ）で発送し、同月二一日、

大和銀行からメール業務の委託を受けていた大和ビジネスサービスに到達

した。本件書簡は、本件無断取引及び無断売却を告白するものであり、そ

の内容は概ね次のとおりであった。すなわち、 

（１） 財務省証券取引で約一一億ドルの売買損を出している。 

（２） 売買損は、ニューヨーク支店の投資有価証券をはじめ顧客よりカ

ストディアンとして預かっている財務省証券を無断売却して埋め合

わせてある。無断売却により埋め合わせてある金額は、財務省証券

取引による売買損に、無断売却した証券の顧客に対して支払った利

子相当額を加えた金額である。 

（３） 本件無断売却を隠すため、バンカーズ・トラストの保管残高明細

書を作り替えていた。 

（４） 本件が米国当局に知れれば、大和銀行の事務管理及び内部検査機

能の不徹底さが表面化し、ＦＥＤに対する報告に反して井口を財務

省証券取引の責任者として担当させていたことで大和銀行経営陣の

モラルが問われ、法的にも米国での営業が厳しくなる。また、本件

が公になれば、年金信託財産の一部を売却して損失を埋め合わせて

いたこと、並びに、運用財産の保管管理担当者に財務省証券取引を

兼務させていたことが、信託併営銀行としての大和銀行の信用を根

底より揺るがすことになりかねない。大和銀行が適切な事後処理を

するまでは、大和銀行の外部はもとより内部の人間にも漏れないよ

う機密を守ることが第一である。 

（５） 本件が現時点でニューヨーク支店内で発覚し得るのは、バンカー
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ズ・トラストからの保管残高明細書とニューヨーク支店システム上

の保管残高とを照合した場合のみである。 

（６） 無断売却により不足している証券を顧客が売却すると、残高不足

で未決済となる。また、不足している証券の利払日が到来すると利

金が入らない。そのため、利払日が到来する前に不足している証券

を買い戻す必要がある。 

（７） 昭和五九年、六〇年度分以降のコンファメーションを保管してい

るから、過去の財務省証券取引の九五ないし九八パーセントはコン

ファメーションで確認できる。 

（８） 本件無断取引及び無断売却による損失金額は、平成七年七月一三

日当時で約一一億ドルであった。 

４ 本件無断取引及び無断売却発覚後の経緯等（中略） 

三 争点１（内部統制システムの構築に関する任務懈怠行為の有無［甲事件、乙事件・

本件訴因１４ないし２０］） 

１ リスク管理 

 健全な会社経営を行うためには、目的とする事業の種類、性質等に応じて生じる

各種のリスク、例えば、信用リスク、市場リスク、流動性リスク、事務リスク、シ

ステムリスク等の状況を正確に把握し、適切に制御すること、すなわちリスク管理

が欠かせず、会社が営む事業の規模、特性等に応じたリスク管理体制（いわゆる内

部統制システム）を整備することを要する。そして、重要な業務執行については、

取締役会が決定することを要するから（商法二六〇条二項）、会社経営の根幹に係わ

るリスク管理体制の大綱については、取締役会で決定することを要し、業務執行を

担当する代表取締役及び業務担当取締役は、大綱を踏まえ、担当する部門における

リスク管理体制を具体的に決定するべき職務を負う。この意味において、取締役は、

取締役会の構成員として、また、代表取締役又は業務担当取締役として、リスク管

理体制を構築すべき義務を負い、さらに、代表取締役及び業務担当取締役がリスク

管理体制を構築すべき義務を履行しているか否かを監視する義務を負うのであり、

これもまた、取締役としての善管注意義務及び忠実義務の内容をなすものと言うべ

きである。監査役は、商法特例法二二条一項の適用を受ける小会社を除き、業務監

査の職責を担っているから、取締役がリスク管理体制の整備を行っているか否かを

監査すべき職務を負うのであり、これもまた、監査役としての善管注意義務の内容

をなすものと言うべきである。 

 もっとも、整備すべきリスク管理体制の内容は、リスクが現実化して惹起する様々

な事件事故の経験の蓄積とリスク管理に関する研究の進展により、充実していくも

のである。したがって、様々な金融不祥事を踏まえ、金融機関が、その業務の健全

かつ適切な運営を確保するとの観点から、現時点で求められているリスク管理体制
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の水準をもって、本件の判断基準とすることは相当でないと言うべきである。また、

どのような内容のリスク管理体制を整備すべきかは経営判断の問題であり、会社経

営の専門家である取締役に、広い裁量が与えられていることに留意しなければなら

ない。 

２ ニューヨーク支店におけるリスク管理 

 争点１で問われているのは、主として、被告らのうち、大和銀行の代表取締役の

地位にあった者及び取締役在任中にニューヨーク支店長の地位にあった者が、同支

店における財務省証券取引及びカストディ業務に内在する、価格変動リスク等の市

場リスク及び事務リスクのうち、特に事務リスクを適切に管理する仕組み、すなわ

ちリスク管理体制を整備していたか否か、また、その余の被告らに、取締役又は監

査役としての監視義務違反又は監査義務違反が認められるか否かである。 

 ところで、取締役は、自ら法令を遵守するだけでは十分でなく、従業員が会社の

業務を遂行する際に違法な行為に及ぶことを未然に防止し、会社全体として法令遵

守経営を実現しなければならない。しかるに、事業規模が大きく、従業員も多数で

ある会社においては、効率的な経営を行うため、組織を多数の部門、部署等に分化

し、権限を部門、部署等の長、さらにはその部下へ委譲せざるを得ず、取締役が直

接全ての従業員を指導・監督することは、不適当であるだけでなく、不可能である。

そこで、取締役は、従業員が職務を遂行する際違法な行為に及ぶことを未然に防止

するための法令遵守体制を確立するべき義務があり、これもまた、取締役の善管注

意義務及び忠実義務の内容をなすものと言うべきである。この意味において、事務

リスクの管理体制の整備は、同時に法令遵守体制の整備を意味することになる。 

 財務省証券取引には、取引担当者が自己又は第三者の利益を図るため、その権限

を濫用する誘惑に陥る危険性があるとともに、価格変動リスク（市場リスク）が現

実化して損失が生じた場合に、その隠ぺいを図ったり、その後の取引で挽回をねら

いかえって損失を拡大させる危険性（事務リスク）を抱えている。また、カストデ

ィ業務には、保管担当者が自己又は第三者の利益を図って保管物を無断で売却して

代金を流用する等、権限を濫用する危険性（事務リスク）が内在している。このよ

うな不正行為を未然に防止し、損失の発生及び拡大を 小限に止めるためには、そ

のリスクの状況を正確に認識・評価し、これを制御するため、様々な仕組みを組み

合せてより効果的なリスク管理体制（内部統制システム）を構築する必要がある。 

 原告ら及び参加人は、大和銀行が構築すべきリスク管理体制を構成する仕組みと

して、（１）証券売買部門と資金決済、事務管理部門との分離（フロント・オフィス

とバック・オフィスの分離、財務省証券取引業務とカストディ業務の分離）、（２）

財務省証券の残高確認の方法、（３）郵便物等の管理、（４）強制休暇取得制度等を

主張するので、順次検討した上、その組合せにより形作られていたリスク管理体制

が、その時点において十分なものであったか否かについて判断する。 
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３ 証券売買部門と資金決済、事務管理部門との分離 

（一）（フロント・オフィスとバック・オフィスの分離） 財務省証券取引の事務リスク

を適切に管理するためには、取引担当者に対しポジション枠、損切りルール等の

取引に関する制限を課した上、取引担当者がこの制限を遵守していることを確認

するため、取引部門（フロント・オフィス）と、取引の相手方（証券会社）から

会社宛て送付されるコンファメーション（売買確認書）を受領し、取引部門から

送付される取引伝票（トレード・チケット）とを照合する事務管理部門（バック・

オフィス）とを組織上分離して、右両部門が相互に牽制しあう体制を整備するこ

とが考えられる。加えて、右体制を実質的に機能させるため、人事配置に当たっ

ては同一の従業員に両部門を兼任させないように配慮し、仮に兼任させざるを得

ない場合には、これを補うための措置を講じることが考えられる。 

（二） これを本件についてみるに、前記認定のとおり、大和銀行では、本部において

ポジション枠の認可を行い、損切りルールを実施していた。ニューヨーク支店に

おけるフロント・オフィスとバック・オフィスの分離については、井口が本件無

断取引を始めた昭和五九年六月末ころから昭和六一年一〇月までの間は、証券係

が財務省証券の取引業務全般を取り扱っており、組織上は分離されていなかった

が、取引は井口が担当し、照合は井口の上司である邦人の上級管理職員が担当す

る体制をとっていたのであるから、機能上は分離されていたものである（それに

もかかわらず、本件無断取引を未然に防止することができなかったのは、井口が

上級管理職員による照合を免れ、取引から、起票、勘定入力、資金カバー及び証

券受渡しの指図まで全てを一人で行っていたためである。）。そして、昭和六一年

一〇月には、組織上もフロント・オフィスとバック・オフィスの分離が行われ、

取引担当者がポジション枠、損切りルール等の取引に関する制限を遵守している

ことを確認する体制が整備された。すなわち、取引は証券係が行い、取引の勘定

入力、コンファメーションによる照合、入出金の照合等は資金管理・計算係及び

ＥＤＰ係（主計係）が行うようになった（それにもかかわらず、本件無断取引を

未然に防止することができなかったのは、井口が、本件無断取引につき起票を行

わず、バック・オフィスで勘定入力が行われなかった上、取引の相手方［証券会

社］の協力を得て、コンファメーションをバック・オフィスではなく井口の元へ

送付させていて、バック・オフィスが取引の成立自体を把握することができなか

ったためである。また、各コルレス銀行及びバンカーズ番トラストからバック・

オフィスに対し送付される入出金明細書を確認することによっても本件無断取引

が発覚しなかった理由については、前判示のとおり、証拠上明らかではなく、フ

ロント・オフィスとバック・オフィスとの分離が不十分であったものと断定する

ことはできない。）。したがって、財務省証券取引の事務リスクを管理するための、

ポジション枠、損切りルール等の取引に関する制限、並びに、取引担当者がこの
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制限を遵守していることを確認するためのフロント・オフィスとバック・オフィ

スの分離は、当法廷に提出された証拠上は、一応実施されていたものと評価され

る。 

 なお、原告ら及び参加人は、財務省証券取引についてフロント・オフィスとバ

ック・オフィスを分離していなかったため、井口の本件訴因１４ないし２０に該

当する行為を発見、防止することができなかった旨主張している。しかしながら、

前記認定のとおり、本件訴因１４ないし２０に係る事実は、井口が虚偽のバンカ

ーズ・トラストの保管残高明細書を作成したこと及び虚偽の保管残高明細書をフ

ァクシミリ送信したことを内容としており、フロント・オフィスとバック・オフ

ィスとを分離したとしても、井口の右行為を発見、防止することができたとは言

えないから、原告ら及び参加人の右主張は採用できない。 

（三）（財務省証券取引業務とカストディ業務の分離） 財務省証券取引は、担当者が自

己の取引の結果生じた損失の隠ぺいを図ったり、その後の取引で挽回をねらいか

えって損失を拡大させる危険性（事務リスク）を抱えている。また、カストディ

業務には、担当者が自己又は第三者の利益を図り、保管物を無断で売却して代金

を流用する等、権限を濫用する危険性（事務リスク）が内在している。そして、

財務省証券取引業務の担当者が、カストディ業務の担当者を兼ねる場合には、無

権限で行った財務省証券取引の損失を、カストディ業務で保管中の財務省証券の

無断売却により隠ぺいし、さらに、無権限での財務省証券取引を繰り返して、銀

行に巨額の損失を与えるおそれがあり、銀行が抱える危険性は飛躍的に増大する

ということができる。したがって、担当者による不正行為を未然に防止し、損失

の発生及び拡大を 小限に止めるためには、財務省証券取引を担当する部門とカ

ストディ業務を担当する部門について、それぞれリスクを適切に管理する仕組み

を整備するほか、両部門を組織上分離して、両部門が相互に牽制しあう体制を整

備することが考えられる。加えて、右体制を実質的に機能させるため、人事配置

に当たっては同一の従業員に両部門を兼任させないように配慮し、仮に兼任させ

ざるを得ない場合には、これを補うための措置を講じることが考えられる。 

（四） これを本件についてみるに、前記認定のとおり、ニューヨーク支店では、平成

元年四月、財務省証券取引業務を担当する財務省証券取引業務担当とカストディ

業務を担当するカストディ業務担当が証券係内に設けられたことにより、初めて、

財務省証券取引業務を担当する部門とカストディ業務を担当する部門とが組織上

分離され（それまでは、両部門は、組織上分離されていなかった。）、平成二年一

月には、証券ディーリング係が財務省証券取引を担当し、カストディ係がカスト

ディ業務を担当することとなり、より一層明確に両部門が組織上分離された。も

っとも、平成元年四月以降も平成五年一一月までの間は、財務省証券取引を担当

する井口が、カストディ部門のマネージャーの上位者として同部門を掌理してお
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り、人事配置の面でみると、実質上両部門の分離は明確ではなく、組織上の分離

の機能を減殺していたものと認められる。平成五年一一月に至り、鳥海副支店長

を証券係のマネージャーの上位者とし、井口を財務省証券の取引業務の担当から

外し、財務省証券取引業務とカストディ業務の分離が人事配置の面でも実現した

（なお、井口が、組織上財務省証券の取引業務の担当を外れた後も、実際には他

のトレーダーを指揮命令下に置いて正規の財務省証券取引をコントロールしてい

たものと認めるに足りる証拠は、当法廷に提出されていない。）。したがって、財

務省証券取引及びカストディ業務の事務リスクを管理するための、財務省証券取

引業務とカストディ業務の分離は、平成元年四月までは実施されておらず、その

後も平成五年一一月までの間は人事配置の面で十全ではなかったものと評価され

る。 

 しかしながら、前判示のとおり、当法廷に提出された証拠上、井口の本件無断

取引及び無断売却の手口には未解明の部分が多々あり、また、本件訴因１４ない

し２０に係る行為は、井口が虚偽のバンカーズ・トラストの保管残高明細書を作

成したこと及び虚偽の保管残高明細書をファクシミリ送信したことを内容として

いるから、財務省証券取引業務とカストディ業務とを分離したとしても、井口の

右行為を発見、防止することができたとは必ずしも言えない。 

（五）（被告ら主張の仕組み） ニューヨーク支店は、このほか、財務省証券取引及びカ

ストディ業務に内在する事務リスクを管理するため、前記認定のとおり、次の措

置をとった。すなわち、 

（１） 昭和六二年一一月ころ、本部（経理証券部）で証券取引を行った経験の

ある梅田（主事）をダウンタウンのカストディ業務出張所に派遣して不正

行為がないか検査を実施した。 

（２） 昭和六三年二月ころ、内部監査担当者制度を採用して随時監査を実施し

た。 

（３） 同年三月、荒木（副参事）を取引担当者として、財務省証券取引の担当

者を複数とした。 

（４） 平成六年九月ころ、為替、資金及び証券の全ての取引業務を一元的に管

理するミドル・オフィス係を設置した。 

４ 財務省証券の保管残高確認 

（一） カストディ業務には、担当者が、自己又は第三者の利益を図り、保管中の証券

を無断で売却する危険性（事務リスク）がある。この事務リスクを適切に管理す

るためには、預かり保管する証券の性質に応じた適切な方法によって保管残高を

検査することが必要である。本件無断売却された財務省証券は証券が発行されな

い登録債であって証券の現物との突合を行うことはできず、かつ、ニューヨーク

支店がバンカーズ・トラストにその保管を再委託していてバンカーズ・トラスト
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に対する照会を行うほかに適切な方法がないから、保管残高を検査するには、カ

ストディ業務の担当者を介さず、直接バンカーズ・トラストに対して保管残高の

照会を行うことが考えられる。 

（二） これを本件についてみるに、前記認定のとおり、ニューヨーク支店は、検査部

の統括の下、本部（検査部）が担当取締役の決裁を経て作成した検査要領に基づ

き、毎月店内検査（部店内部検査）を実施し、また、内部監査担当者による監査

を随時実施しており、カストディ係で保管している財務省証券の保管残高を確認

していた。本部（検査部）は、ニューヨーク支店に対し、右検査要領に基づく臨

店検査を二年に一回実施し、カストディ係で保管している財務省証券の保管残高

を確認していた。本部（米州企画室）は、平成六年九月、ニューヨーク支店のカ

ストディ業務の検査を実施した。監査役及び会計監査人は、ニューヨーク支店に

対する往査を三年に一回実施しており、会計監査人は、カストディ係で保管して

いる財務省証券の保管残高を確認しており、監査役は、会計監査人の監査に立ち

会っていた。しかしながら、店内検査、内部監査担当者による監査、検査部によ

る臨店検査、米州企画室による検査、会計監査人による監査のいずれの場合にお

いても、検査対象であるニューヨーク支店あるいはカストディ係にバンカーズ・

トラストから財務省証券の保管残高明細書を入手させ、その保管残高明細書と同

支店の帳簿とを照合するという確認方法を採用していたため、井口が本件無断売

却の事実がないように作り替えた保管残高明細書と、同支店の帳簿とを照合する

結果となり、本件無断売却及び本件訴因１４ないし２０（虚偽のバンカーズ・ト

ラストの保管残高明細書の作成及び虚偽の保管残高明細書のファクシミリ送信）

に係る行為を発見、防止することができなかった。したがって、カストディ業務

に内在する事務リスクを適切に管理するための、財務省証券の保管残高を確認す

る仕組みは、整備され、かつ実施されていたものの、その検査方法は、検査対象

者に隠ぺいの機会を残すものであったと評価される。 

（三） なお、原告ら及び参加人は、財務省証券の保管残高の確認方法について、抜き

打ち検査を行わなかったこと、並びに、検査部の臨店検査を事前予告方式に代え

たことも問題とするが、原告ら及び参加人が指摘する方法が、事務リスクを適切

に管理するという観点から見て、当然に不適切な検査方法であるとまでは評価す

ることができない。 

５ その他 

（一）（郵便物等の管理） 原告ら及び参加人は、ニューヨーク支店における郵便物等の

管理が不適切であったため、井口の本件無断取引を発見することができなかった

旨主張する。 

 しかしながら、前記認定のとおり、ニューヨーク支店は、メール係を置いて郵

便物を一括管理していた上、書留便については、発信簿及び受信簿に日付、発信
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者、受信者、内容等を記載し、店内検査、内部監査担当者による監査等において

も、右記載が適切になされているか確認していたのであって、それ以上の郵便物

の管理が当然に必要であるとは認め難い。加えて、前記認定のとおり、ダウンタ

ウンのカストディ業務出張所には、カストデイ係で保管している証券の売却に係

るコンファメーションが送付されており、コンファメーションが送付されること

自体は不自然ではなかったこと、井口の無断取引の手口の詳細は、証拠上確定し

難く、本件無断取引のコンファメーションがどの様な形で送付されていたかし不

明であるから、郵便物等の管理によって直ちに本件無断取引を発見できたとは言

えない。 

（二）（強制休暇取得制度） 原告ら及び参加人は、大和銀行が平成六年まで財務省証券

取引の担当者に四日ないし五日の休暇を強制的にとらせる制度を採用していなか

ったため、井口の本件無断取引を発見することができなかった旨主張する。 

 確かに、前記認定の事実関係によれば、大和銀行は、井口について、人事ロー

テーションを実施せず、長期間にわたって財務省証券取引業務及びカストディ業

務を担当させていた。他に代わるべき人材が得られない等の理由で、止むなく、

特定の従業員を、長期間にわたり同一部署の同一業務に従事させる場合には、事

務リスクを適切に管理するため、特段の措置を講じる必要が生じる。しかしなが

ら、強制休暇取得制度がそのための唯一の方法ではないし、前記認定のとおり、

井口は、ニューヨーク支店長に命じられて、本部で開催された海外拠点長会議に

出席するため、一週間連日、職場から離れたことがあるにもかかわらず、本件無

断取引及び無断売却は発覚しなかったのであって、強制休暇取得制度を採用する

ことによって直ちに井口の本件無断取引を発見することができたとは言えない。 

（三）（昭和六一年の臨店検査） 原告ら及び参加人は、本部（検査部）が昭和六一年九

月に臨店検査を実施した際、財務省証券取引について検査しなかった旨主張して

いるが、前判示のとおり、右事実を認めるに足りる証拠はない。 

（四）（大蔵省に対する届出の懈怠） 原告ら及び参加人は、大和銀行が、昭和六一年九

月、ニューヨーク支店をミッドタウンへ移転した後、大蔵省に対する届出をしな

いまま、ダウンタウンのカストディ業務出張所で財務省証券取引を行わせるよう

な杜撰な管理体制であったから、井口の本件無断取引及び無断売却を発見、防止

することができなかった旨主張するけれども、大蔵省に届出をすることによって

井口の本件無断取引及び無断売却を発見、防止することができたとは言えない。 

（五）（カストディ業務出張所に対する管理） 原告ら及び参加人は、大和銀行が、昭和

六一年九月、ニューヨーク支店をミッドタウンへ移転した際、ダウンタウンのカ

ストディ業務出張所にカストディ係専用の送金係及びコレルス銀行の預け金口座

を設けるなどした結果、右出張所が事実上独立した支店となり、ニューヨーク支

店の管理が及ばなくなったから、井口の本件無断取引及び無断売却を発見、防止



 33 / 98 
 

することができなかった旨主張する。 

 しかしながら、前記認定のとおり、ニューヨーク支店は、カストディ業務出張

所における財務省証券取引業務及びカストディ業務を、支店長・副支店長・邦人

の上級職員・井口・邦人職員（マネージャー）・現地職員という指揮系統で管理し

ていたから、右出張所についてニューヨーク支店の管理が及ばなくなったという

ことはできない。 

（六）（約一億ドルの資金不足） 原告ら及び参加人は、平成元年六月に、井口が多額の

ポジションを持ち越したこと等によりニューヨーク支店の資金が約一億ドル不足

したのに、誰も気付かないほど、同支店の管理体制は杜撰であったから、井口の

本件無断取引及び無断売却を発見、防止することができなかった旨主張するけれ

ども、前記認定のとおり、平成元年六月に同支店の資金が約一億ドル不足してい

たことを認めるに足りる証拠はないから、原告ら及び参加人の主張は、その前提

を欠く。 

（七）（大蔵省の指摘） 原告ら及び参加人は、大和銀行は、昭和六三年一二月、本部（国

際資金証券部）が大蔵省のヒアリングにおいて、「大和銀行の財務省証券の取引額

が異常に多い」と指摘され、「取引額を減らすように」と注意されたにもかかわら

ず、この注意を無視して何らの対策もとらなかったから、井口の本件無断取引及

び無断売却を発見、防止することができなかった旨主張する。 

 確かに、前記認定のとおり、平成元年九月、本部（国際資金証券部）が大蔵省

国際金融局からニューヨーク支店における財務省証券の取引量が多いことを指摘

された際、被告安井健二（国際総合部長）は、国際資金証券部長を通じ池田汎支

店長に照会し、短期売買が多いためであるとの回答を得て満足し、それ以上の調

査を行っていないけれども、原告ら及び参加人は、右以上の調査を要する状況に

あったとの主張、立証を行わないから、原告ら及び参加人の主張は、その前提を

欠く。 

（八）（トレーダーの移動等） 原告ら及び参加人は、平成四年一一月、ＦＥＤによる検

査が実施された際、ニューヨーク支店が、ダウンタウンのカストディ業務出張所

で財務省証券取引を行っている事実を隠すため、トレーダーをミッドタウンの支

店へ移動させるなど、同支店が違法行為を組織ぐるみで隠ぺいする杜撰な管理体

制にあったから、また、平成五年八月ころ、被告山路弘行支店長が、井口を副支

店長と同格の待遇としたから、井口の本件無断取引及び無断売却を発見、防止す

ることができなかった旨主張するけれども、原告ら及び参加人指摘の事項と、井

口が本件無断取引及び無断売却を行ったこととの間に因果関係があるものとは認

めがたい。 

（九）（被告山路弘行の対応） 原告ら及び参加人は、被告山路弘行が平成五年一一月米

州企画室から、ダウンタウンのカストディ業務出張所で財務省証券取引を行うこ
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とは違法である旨指摘を受けた際、財務省証券取引業務の管理体制を抜本的に見

直すよう取締役会に報告する等適切な処置をとらなかったから、また、井口をそ

のころ実施された業務検査に対応させたから、さらに、組織図上は井口を財務省

証券取引の担当から外しながら、井口が電話で右取引をコントロールすることを

容認したから、井口の本件無断取引及び無断売却を発見、防止することができな

かった旨主張する。 

 しかしながら、前記認定のとおり、平成五年一一月当時、米州駐在常務取締役

であった被告山路弘行は、米州企画室から指摘を受け、被告安井健二の指示によ

り米国の法律事務所の意見を徴した上ＦＥＤに事実を申告するとの方針を決定し、

新田寛支店長がＦＥＤの検査官に事実を申告し、検査官の指摘を踏まえて、組織

を変更して井口を財務省証券取引の担当から外したのであり、被告山路弘行が適

切な処置をとらなかったとの事実を認めることはできない。また、従来カストデ

ィ業務と財務省証券取引業務を担当していた井口にＦＥＤ及びニューヨーク州銀

行局の合同検査に対応させることは、何ら不自然ではない。さらに、前判示のと

おり、被告山路弘行が、組織変更後も井口が財務省証券取引を電話でコントロー

ルすることを容認したことを認めるに足りる的確な証拠は当法廷に提出されてい

ない。 

（一〇） 以上の次第で、（一）から（九）までの原告ら及び参加人の主張はいずれも採用

することができない。 

６ リスク管理体制の状況（総括） 

（一） 以上のとおり、ニューヨーク支店は、井口が本件無断取引を始めた昭和五九年

六月末ころには、財務省証券取引及びカストディ業務に内在する事務リスクを管

理する仕組みのうち、ポジション枠、損切りルール等の取引に関する制限、並び

に取引担当者と照合担当者を別人とするという限度ではあるが、フロント・オフ

ィスとバック・オフィスの分離を実施していたのであり、その後、順次、様々な

仕組みを追加し、整備してきた。加えて、当法廷に提出された証拠上、井口の本

件無断取引及び無断売却の手口には未解明の部分が多々あり、財務省証券の保管

残高を確認する方法が著しく適切さを欠いていたことのほか、井口が永年にわた

り発覚を免れつつ本件無断取引及び無断売却を続けることができた原因となるべ

きリスク管理体制上の欠陥を特定することができない。したがって、ニューヨー

ク支店における財務省証券取引及びカストディ業務に関するリスク管理体制は、

当法廷に提出された証拠上は、大綱のみならずその具体的な仕組みについても、

整備されていなかったとまではいえないものと言うべきである。 

（二） 右に述べたとおり、大和銀行本部（検査部）、ニューヨーク支店及び会計監査人

が行っていた財務省証券の保管残高の確認は、その方法において、著しく適切さ

を欠いていたものと評価される。財務省証券の保管残高の確認は、カストディ業
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務に内在する事務リスクを適切に管理するため、 も基本的かつ効果的であり、

欠くことのできない仕組みである。他にどのような仕組みを組み合せようとも、

適切な残高確認を欠いたリスク管理体制は十全とは言い難い。そして、この仕組

みを実質的に機能させるためには、前判示のとおり、残高確認を行うに当たって、

預かり保管する証券の性質に応じた適切な方法を採り、いわば現物確認を行うこ

とが必要である。証券が発行されているのであれば、現金の残高を確認する際実

際に現金を数えて帳簿上の金額と照合するように、証券の現物と帳簿上の記載と

を突合することが必要であり、証券が発行されない登録債であり、かつ、バンカ

ーズ・トラストにその保管を再委託している場合には、カストディ業務の担当者

を介さず、直接バンカーズ・トラストに対して保管残高の照会を行うことが必要

となる。それにもかかわらず、ニューヨーク支店では、毎月の店内検査、随時実

施されていた内部監査担当者による監査、二年に一回の臨店検査、米州企画室に

よる検査、三年に一回の会計監査人による監査のいずれにおいても、検査対象で

あるニューヨーク支店あるいはカストディ係にバンカーズ・トラストから財務省

証券の保管残高明細書を入手させ、その保管残高明細書と同支店の帳簿とを照合

するという確認方法を採用していた。そのため、井口に保管残高明細書を改ざん

する機会を与える結果となり、本件無断売却及び本件訴因１４ないし２０（虚偽

のバンカーズ・トラストの保管残高明細書の作成及び虚偽の保管残高明細書のフ

ァクシミリ送信）に係る行為を発見、防止することができなかったのであり、大

和銀行のリスク管理体制は、この点で、実質的に機能していなかったものと言わ

なければならない。 

（三） 被告らは、大和銀行が採用していた財務省証券の保管残高の確認方法は、当時

の検査方法として他の銀行においても通常行われていたものであると主張するが、

カストディ業務を行っている金融機関がかかる重大な不備のある検査方法を一般

的に採用していたものとは考え難く、また、これを認めるに足りる的確な証拠は

提出されていない。しかも、検査方法に重大な不備がある以上、仮に、他の金融

機関で同じ方法が採られていたとしても、そのことから、大和銀行の検査方法が

不適切でなかったものと評価される訳ではない。 

 また、被告らは、（１）大和銀行は、大蔵省による検査及び日本銀行による考査

を受けており、財務省証券の保管残高の確認方法について不適切であるとの指摘

を受けたことがないから、同行のリスク管理体制は、金融当局が期待する水準に

達していた、（２）ニューヨーク支店は、ニューヨーク州銀行局及びＦＥＤによる

検査を受けており、財務省証券の保管残高の確認方法について不適切であるとの

指摘を受けたことがないから、同支店のリスク管理体制は、当時の他の都市銀行

と比較して見劣りのするものではなかった、（３）本件無断取引及び無断売却を発

見、防止できなかったのは、井口の異常に巧妙な隠ぺい工作によるものであって、
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そのような隠ぺい工作にも耐え得るようなリスク管理体制を整備することは、法

が要求する取締役及び監査役としての善管注意義務の範囲を超えるなどと主張す

る。 

 しかしながら、大蔵省、日本銀行ニューヨーク州銀行局及びＦＥＤが、大和銀

行が採用していた財務省証券の保管残高の確認方法について検査した上これを適

切であると評価していたものと認めるに足りる証拠は当法廷に提出されていない。

前判示のとおり、大和銀行は、顧客から預り保管していた財務省証券の残高確認

を行うに当たり、証券の性質に応じた現物確認（検査担当者が登録債の保管残高

明細書をバンカーズ・トラストから直接取り寄せて支店の帳簿と照合すること）

という欠くべからざる方法を採らないという、正に重大な過誤を犯したために、

本件無断売却を発見できなかったのであり、井口が異常に巧妙な隠ぺい工作を採

ったから本件無断売却を発見できなかった訳ではない。我が国及び米国の監督当

局は、一行の経営破綻が金融システム全体に波及するおそれがあるという銀行の

特殊性に鑑み、銀行の業務の健全性及び適切性を確保するために検査を行ってい

るが、銀行の経営の健全性を確保する第一次的な責任を負っているのは、銀行自

体である。銀行は、自己責任の観点から、自ら管理を行わなければならないので

あって、自ら行うべき管理を監督当局の検査をもって代替しようとしてはならな

い。したがって、被告らの主張を採用することはできない。 

７ 被告らの任務懈怠の有無 

（一） 前判示のとおり、店内検査は、検査部の統括の下、検査部が担当取締役の決裁

を経て作成した検査要領に基づいて実施されていたのであり、臨店検査は、検査

部が右検査要領に基づいて実施していたのであるから、検査部の担当取締役が業

務担当取締役あるいは使用人兼務取締役として、財務省証券の保管残高の確認方

法が適切さを欠いていたことにつき、任務懈怠の責を負う。また、店内検査及び

内部監査担当者による監査は、ニューヨーク支店長の指揮の下実施されるのであ

るから、取締役が支店長を務めている場合には、同支店長が業務担当取締役とし

てあるいは使用人兼務取締役として、財務省証券の保管残高の確認方法が適切さ

を欠いていたことにつき、任務懈怠の責を負う。さらに、米州企画室の担当取締

役は、米州企画室が実施した財務省証券の保管残高の確認方法が適切さを欠いて

いたことにつき、任務懈怠の責を負う。 

（二） 原告ら及び参加人が本件訴訟において担当取締役としての責任追及をしている

被告らのうち、被告安井健二、同山路弘行及び同津田昌宏の三名は、ニューヨー

ク支店長を務めた取締役として任務懈怠の責を負う。すなわち、被告安井健二は、

支店長として、同支店が実施した店内検査及び内部監査担当者による監査におい

て、財務省証券の保管残高の確認を極めて不適切な方法で行い、また適切な方法

に改めなかったため、井口の本件無断売却を発見あるいは防止することができず、



 37 / 98 
 

本件訴因１４ないし２０に係る行為を未然に防止することができなかったもので

ある。また、被告山路弘行及び同津田昌宏は、同様に、支店長として、同支店が

実施した店内検査及び内部監査担当者による監査において、財務省証券の保管残

高の確認を極めて不適切な方法で行い、また適切な方法に改めなかったため、被

告山路弘行は、本件訴因１４ないし２０に係る行為を未然に防止することができ

ず、被告津田昌宏は、本件訴因１８ないし２０に係る行為を未然に防止すること

ができなかったものである（本件訴因１４ないし１７に係る事実は、同被告が支

店長に就任した平成七年五月以前の出来事であるから、同被告が責を負うもので

はない。）。 

 なお、被告藤田彬及び同中川眞一は、検査部担当の業務担当取締役あるいは使

用人兼務取締役であったが、いずれも任期が短く（被告藤田彬は昭和六一年一二

月から昭和六二年一月までであり、被告中川眞一は平成六年六月から同年七月ま

でである。）、その間にニューヨーク支店に対する臨店検査が実施されていないこ

とを勘案すると、右被告らが右検査方法を是正しなかったことにつき直ちに任務

懈怠の責を負うものとは断定し難い。 

（三） ニューヨーク支店が保管している財務省証券の残高確認は検査業務であるから、

その指揮系統は代表取締役頭取、代表取締役副頭取、検査部担当の業務担当取締

役又は同支店担当の業務担当取締役の順序であるものと思われる。もっとも、検

査部及びニューヨーク支店担当の各業務担当取締役の上位者として、両取締役を

指揮監督すべき職務を担っていた代表取締役副頭取が誰であったかについては、

主張、立証がない。また、大和銀行では、代表取締役頭取が、同行の業務全体を

掌理するとともに、副頭取を指揮監督し、副頭取が、担当する各部門の業務担当

取締役を指揮監督する体制を組織していたものと思われるが（事務分掌規程及び

決裁権限規程は当法廷に提出されていない。）、大和銀行のような巨大な組織を有

する大規模な企業においては、頭取あるいは副頭取が個々の業務についてつぶさ

に監督することは、効率的かつ合理的な経営という観点から適当でないのはもと

より、可能でもない。財務省証券の保管残高の確認については、これを担当する

検査部、ニューヨーク支店が設けられており、この両部門を担当する業務担当取

締役がその責任において適切な業務執行を行うことを予定して組織が構成されて

いるのであって、頭取あるいは副頭取は、各業務担当取締役にその担当業務の遂

行を委ねることが許され、各業務担当取締役の業務執行の内容につき疑念を差し

挟むべき特段の事情がない限り、監督義務懈怠の責を負うことはないものと解す

るのが相当である。そして、本件において、右特段の事情についての主張、立証

はない。 

（四） 検査部及びニューヨーク支店の指揮系統に属さない取締役（代表取締役を含む。）

は、取締役会上程事項以外の事項についても、監視義務を負うのであり、リスク
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管理体制の構築についても、それが適正に行われているか監視する義務がある。

しかしながら、前判示のとおり、ニューヨーク支店における財務省証券取引及び

カストディ業務に関するリスク管理体制は、その大綱のみならず具体的な仕組み

についても、整備がされていなかったとまではいえず、ただ、財務省証券の保管

残高の確認方法が著しく適切さを欠いていたものであること、検査業務について

は、検査部という専門の部署が設けられていたこと、検査の専門の部署が、財務

省証券の保管残高を確認するに当たり、バンカーズ・トラストから保管残高明細

書を直接入手するという正に必要欠くべからざる手順をとらず、検査対象である

ニューヨーク支店あるいはカストディ係にバンカーズ・トラストから財務省証券

の保管残高明細書を入手させ、その保管残高明細書と同支店の帳簿とを照合する

という、基本的な過誤を犯すことを想定することは困難であること等の諸事情に

よれば、ニューヨーク支店における財務省証券の保管残高の確認方法について疑

念を差し挟むべき特段の事情がない限り、不適切な検査方法を採用したことにつ

いて、取締役としての監視義務違反を認めることはできないものと言うべきであ

る。そして、本件において、右特段の事情についての主張、立証はない。 

（五） 監査役は、取締役の職務の執行を監査する職務を負うのであり、検査部及びニ

ューヨーク支店を担当する取締役が適切な検査方法をとっているかについても監

査の対象であり、また、会計監査人が行う監査の方法及び結果が適正か否かを監

査する職務も負っていた。 

 ところで、被告平岩新吾は、大和銀行では、同被告のような常勤でない社外監

査役については、原則として取締役会に出席するとともに、随時取締役からの報

告、監査役会における報告などに基づいて監査する旨の職務分担の定めが設けら

れていたから、取締役の違法行為を容易に知ることができたなどの特段の事情が

ない限り、右定めに従って職務を遂行すれば免責される旨主張する。しかしなが

ら、社外監査役が、監査体制を強化するために選任され、より客観的、第三者的

な立場で監査を行うことが期待されていること、監査役は独任制の機関であり、

監査役会が監査役の職務の執行に関する事項を定めるに当たっても、監査役の権

限の行使を妨げることができないこと（商法特例法一八条の二第二項）を考慮す

ると、社外監査役は、たとえ非常勤であったとしても、常に、取締役からの報告、

監査役会における報告などに基づいて受働的に監査するだけで足りるものとは言

えず、常勤監査役の監査が不十分である場合には、自ら、調査権（商法二七四条

二項）を駆使するなどして積極的に情報収集を行い、能動的に監査を行うことが

期待されているものと言うべきである。被告平岩新吾の主張を採用することはで

きない。 

 もっとも、前記認定の事実関係によれば、常勤監査役は、取締役会、経営会議、

定例役員会及び海外拠点長会議等に出席するほか、海外拠点長会議の際はニュー
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ヨーク支店長に対するヒアリングを行い、また、検査部の臨店検査の検査報告書、

会計監査人の監査結果報告書を閲覧し、さらには、会計監査人の監査結果の報告、

大蔵省（検査）及び日本銀行（考査）による検査の講評及び報告を受けるなど十

分な監査を行っていたにもかかわらず、財務省証券の保管残高の確認方法の問題

点を発見することができなかったのであるから、ニューヨーク支店に往査し、会

計監査人の監査に立ち会った監査役を除く他の監査役には、常勤非常勤を問わず、

また社外であるか否かを問わず、同支店における財務省証券の保管残高の確認方

法の問題点を知り得なかったものと認められ、財務省証券の保管残高の確認方法

の不備につき責を負わないものというべきである。 

 そして、前記認定のとおり、被告奥貫雄が平成五年九月にニューヨーク支店に

往査しており（他の時期に往査を担当した監査役が誰であるかについては、主張、

立証がない。）、同被告は、会計監査人による財務省証券の保管残高の確認方法が

不適切であることを知り得たものであり、これを是正しなかったため、本件訴因

１５ないし２０に係る行為を未然に防上することができなかったものである（本

件訴因１４に係る事実は、同被告が往査する以前の出来事であるから、同被告は

責を負わない。）（もっとも、同被告は、甲事件についてのみ責任追及を受けてい

る。）。 

四 争点２（中略） 

五 争点３（中略） 

第四 結論 

 よって、原告ら及び参加人の被告宗宮英韶に対する本件訴えのうち取締役としての

責任を追及する部分は不適法であるから、これを却下することとし、原告らの請求及

び参加人の参加請求は、甲事件については主文第二項の、乙事件については主文第三

項の限度でそれぞれ理由があるからこれを認容し、その余の請求及び参加請求はいず

れも理由がないからこれを棄却することとする。 

 

裁判長裁判官 池田光宏 

   裁判官 桑原直子 松田道別 

 

（別紙）当事者目録（省略） 

（別紙）訴因概要一覧（省略） 
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事件番号 

平成１７年（ネ）第１３４８号 

事件名 

各損害賠償請求，共同訴訟参加控訴事件 

裁判年月日 

平成２０年５月２１日 

法廷名 

東京高等裁判所第９民事部 

裁判種別 

判決 

結果 

控訴棄却・上告 

判例集等巻・号・頁 

 判例タイムズ１２８１号２７４頁 

原審裁判所名 

東京地方裁判所 

原審事件番号 

平成１０（ワ）第１７９９６号、平成１１（ワ）第６２０２号、平成１２（ワ）第２５６

５２号 

原審裁判年月日 

平成１６年１２月１６日 

判示事項 

 

裁判要旨 

 

参照法条 

 

 

 

主文 

 １ 本件控訴をいずれも棄却する。 

 ２ 控訴費用は控訴人らの負担とする。 
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事実及び理由 

第１ 控訴の趣旨 

 １ 原判決中控訴人ら敗訴部分を取り消す。 

 ２ 被控訴人三井正男（以下「被控訴人三井」という。），被控訴人四谷明男（以下「被

控訴人四谷」という。），被控訴人五木治男（以下「被控訴人五木」という。）及び被控

訴人七瀬久男（以下「被控訴人七瀬」という。）は，株式会社ヤクルト本社（以下「ヤ

クルト本社」という。）に対し，連帯して５３３億２０４６万８１７９円（ただし，被

控訴人一色和男（以下「被控訴人一色」という。）とは全額につき，被控訴人乙山夏子

（以下「被控訴人乙山」という。），被控訴人丙川秋子（以下「被控訴人丙川」という。）

及び被控訴人甲野冬子（以下「被控訴人甲野」という。）とは１７７億７３４８万９３

９２円の限度で，被控訴人八代安男（以下「被控訴人八代」という。）及び被控訴人六

田文男（以下「被控訴人六田」という。）とは２１９億４８８０万６７１７円の限度で，

それぞれ連帯して）及びこれに対する被控訴人三井，被控訴人四谷及び被控訴人五木

につき平成１０年９月２日から，被控訴人七瀬につき平成１０年９月６日から，それ

ぞれ支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

 ３ （中略） 

 ４ （中略） 

 ５ （中略） 

 ６ 訴訟費用は，第１，２審とも被控訴人らの負担とする。 

 ７ 仮執行宣言 

第２ 事案の概要 

 １（１） ヤクルト本社は，乳酸菌飲料等の製造販売を主たる業とし，東京証券取引所

第一部（以下「東証一部」という。）上場の株式会社であるが，平成３年１０月

から平成１０年３月までの間，投資銀行，証券会社等の金融機関との間で，原

判決別紙「株価指数スワップ・オプション取引一覧」の整理番号１番ないし２

１番記載の各取引（以下これらの取引を「本件デリバティブ取引」と総称する。）

を含むデリバティブ取引を行った結果，平成１０年３月期に特別損失（以下「本

件特別損失」という。）を計上し， 終的に５３３億２０４６万８１７９円の損

失を被った。上記取引期間中，被控訴人一色は上記取引を担当する管理本部長

兼取締役副社長を務め，亡甲野和男（以下「亡甲野」という。）は代表取締役社

長又は代表取締役会長を務め，被控訴人三井は専務取締役，代表取締役副社長

又は代表取締役社長を務め，被控訴人六田は取締役を務め，被控訴人四谷は専

務取締役を務め，被控訴人五木は常務取締役又は専務取締役を務め，被控訴人

七瀬は取締役，常務取締役又は専務取締役を務め，被控訴人八代は常勤監査役

を務めていた。なお，被控訴人一色は，平成９年２月以降の本件デリバティブ

取引に関係する行為等について，平成１４年９月１２日，東京地方裁判所にお
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いて，所得税法違反，業務上横領罪，特別背任罪及び会社財産を危うくする罪

等により，懲役７年及び罰金６０００万円の有罪判決を受け，同判決は確定し

ている。 

  （２）ア 第１事件は，ヤクルト本社の株主である控訴人ら（第１事件原告ら）が，

被控訴人一色，亡甲野，被控訴人三井，被控訴人四谷，被控訴人五木，被控

訴人七瀬に対し，ヤクルト本社が本件デリバティブ取引により上記損失を被

ったことについて，上記被控訴人ら及び亡甲野に法令（平成１７年７月２６

日法律第８７号による改正前の商法（以下，単に「旧商法」という。）２６０

条２項）違反，定款違反，善管注意義務（旧商法２５４条３項，民法６４４

条）及び忠実義務（旧商法２５４条の３）の違反があったとして，旧商法２

６６条１項５号，２６７条に基づき，連帯して損害金５３３億２０４６万８

１７９円及びこれに対する各訴状送達の日の翌日（被控訴人七瀬を除く被控

訴人らについて平成１０年９月２日，被控訴人七瀬について同月６日）から

支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金をヤクルト本社に支

払うよう求めた株主代表訴訟である。 

 なお，亡甲野は，第１事件の訴訟提起後である平成１５年２月２６日に死

亡し，甲野春子，被控訴人乙山，被控訴人丙川及び被控訴人甲野が，亡甲野

の地位を承継し，同人らは，東京家庭裁判所に対し，限定承認の申述受理の

申立てを行ったところ，同裁判所は，平成１５年９月１２日，限定承認の申

述を受理し，亡甲野の相続財産管理人として，被控訴人乙山を選任する審判

をした。また，被控訴人（第１事件被告）であった甲野春子は，本件控訴が

提起された後の平成１７年２月９日死亡し，被控訴人乙山，被控訴人丙川及

び被控訴人甲野が各３分の１の割合でその地位を承継した。控訴人らは，こ

れに伴い，請求の趣旨を上記第１の４のとおりに変更した。 

 また，控訴人（第１事件原告）であった南原二郎は，控訴提起後の平成１

８年１２月２７日死亡し，相続人である控訴人南原三郎がその訴訟上の地位

を承継した。 

 イ 第２事件は，第２事件原告が，被控訴人六田及び被控訴人八代に対して，

ヤクルト本社が本件デリバティブ取引で上記損失を被ったことについて善管

注意義務違反があったとして，旧商法２６６条１項５号，２６７条に基づき，

連帯して損害金１０５７億円及びこれに対する平成１０年３月２０日から支

払済みまで年５分の割合による金員をヤクルト本社に支払うよう求めた株主

代表訴訟である。 

 ウ 第３事件は，控訴人らが，第２事件原告の被控訴人六田（第２事件被告）

及び被控訴人八代（第２事件被告）に対する請求のうち，損害金２１９億４

８８０万６７１７円及びこれに対する違法行為があった日以降の日である平
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成１０年３月２０日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損

害金をヤクルト本社に支払うよう求める限度で，第２事件に共同訴訟参加し

た事案である。 

 エ 控訴人らは，①本件デリバティブ取引は，旧商法２６０条２項又はヤクル

ト本社の定款に違反するものであった（争点１），②被控訴人一色は，平成５

年５月１２日の本件デリバティブ取引開始の時点以降，あるいは，遅くとも

平成６年末時点以降において，取締役としての善管注意義務に違反して取引

を行った（争点２），③被控訴人一色以外の役員である亡甲野，被控訴人三井，

被控訴人四谷，被控訴人五木，被控訴人七瀬，被控訴人六田，被控訴人八代

（以下，単に「被控訴人等」という。）は，被控訴人一色が行っていた本件デ

リバティブ取引について，適切なリスク管理体制を構築して監視し，これを

中止させるべき義務があったにもかかわらず，これを怠った善管注意義務違

反があった（争点３）などと主張するのに対し，被控訴人らは，本件デリバ

ティブ取引は，本業に支障を来さない限度で行われ，必要とされるリスク管

理体制が構築されていたので，経営者の裁量を逸脱するものではないのであ

って，被控訴人等に善管注意義務違反は存しないと主張して，控訴人らの請

求を争う。 

  （３） 原判決は，ヤクルト本社が本件デリバティブ取引を行ったことは法令や定款

に違反するものではなく，また，これに対する相応のリスク管理体制がとられ

ていて，被控訴人一色を除く被控訴人等に善管注意義務違反は認められないと

判断したが，被控訴人一色には，平成９年２月以降，他の取締役や監査役に事

実を隠蔽した上で，リスク管理体制で定めた想定元本の限度枠を超える取引を

行った善管注意義務違反があると判断し，被控訴人一色に対し，ヤクルト本社

に６７億０５４２万９４５３円及びこれに対する平成１０年９月２日から支払

済みまで年５分の割合による金員を支払うよう命じ，被控訴人一色に対するそ

の余の請求及び被控訴人一色以外の被控訴人等に対する請求をいずれも棄却し

たので，控訴人らが控訴をした。なお，第２事件原告は控訴をしなかったので，

当審で審理，判断の対象となるのは，控訴人らの被控訴人らに対する第１事件

及び第３事件の請求だけである。 

 ２ （中略） 

 ３ 控訴人らの当審における主張（中略） 

 ４ 被控訴人乙山，同丙川及び同甲野（亡甲野の相続人）の主張（中略） 

第３ 当裁判所の判断 

 １ 当裁判所も，控訴人らの請求は，被控訴人一色に対し６７億０５４２万９４５３円

及びこれに対する平成１０年９月２日から支払済みまで年５分の割合による金員をヤ

クルト本社に支払うよう求める限度で理由があるが，被控訴人一色に対するその余の
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請求並びに被控訴人乙山，被控訴人丙川，被控訴人甲野，被控訴人三井，被控訴人六

田，被控訴人四谷，被控訴人五木，被控訴人七瀬及び被控訴人八代に対する請求は，

いずれも理由がないものと判断する。その理由は，下記２以下のとおりである。 

 ２ デリバティブ取引の経過 

 ヤクルト本社がデリバティブ取引を開始しこれを終了させた経緯は，原判決が「事

実及び理由」欄の「第３ 当裁判所の判断」の１項（原判決８８頁２６行目から同１

４０頁１０行目まで）において認定するところと同一であるから，この認定を引用す

る。 

 したがって，上記経緯は次のとおりである（なお，当裁判所で補足した事実につい

ては証拠を掲記した。）。 

  （１） 平成２年から３年にかけての株価暴落により発生した運用資産の含み損とヤ

クルト本社の資金運用基本方針の策定 

    ア ヤクルト本社は，本業による利益，転換社債やワラント債の発行や資金運用

の成功による利益等を原資とする，当面の運転資金や設備投資等に使用する必

要がない余裕資金を有していたところ，昭和５９年１月以降，上記余裕資金を

投資顧問会社に対し特定金銭信託として運用委託（主に株式ヘの投資）するよ

うになった。上記特定金銭信託（特金）は，いわゆる事業会社が行う財テクに

当たるものであるが，株価上昇の経済状況の中で，極めて良好な結果をもたら

した。すなわち，平成２年３月期までの８事業年度の特金の実現利益は合計約

２０４億円に上り，また，金融債，外国債による運用も含めた金融収益の合計

は約２３６億円に上った。また，特金の残高も，昭和５９年１月期当時の約１

９億円から，平成２年３月期には約６４９億円に，平成３年３月期には約７１

９億円に増大した。 

 上記特金の運用は，専門的知識や機動的判断による対処が必要なことから，

取締役である被控訴人一色（平成元年６月から経理部等を掌握する管理本部の

高責任者である管理本部長兼取締役副社長）の判断及び決済により，経理部

財務課内の資金運用チームが行っていた。そして，上記資金運用の実現損益は，

月次損益計算書により，毎月，経営政策審議会に報告され，四半期，中間，期

末には，各損益計算書により，取締役会に報告され，それぞれ承認を得ていた。 

 なお，経営政策審議会は，社長，専務以上の取締役，常勤監査役及び社長の

指名する者で構成される会議で，週１回開催され，経営の重要政策や取締役会

及び常務会に上程する決議事項及び報告事項について事前に審議する会議であ

り，亡甲野，被控訴人一色，被控訴人四谷，被控訴人三井，被控訴人五木及び

被控訴人八代が平成３年１０月当時からのメンバーであり，被控訴人七瀬は平

成９年７月からのメンバーであった。 

    イ ところが，日経平均株価が，平成元年１２月末に３万８９００円を超えてピ
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ークに達した後，平成２年の年頭から同年秋ころまでに約１万８０００円もの

例を見ない大暴落をし，また，平成３年秋から平成４年夏にかけても約９００

０円暴落したところ，この株価の下落を受けて，特金等の運用資産（投資有価

証券，その他保有有価証券を含む。）に計算上多額の含み損が発生し，その額は，

平成２年９月期において約１７２億円（特金の元本残高約６１８億円），平成３

年３月期において約９３億円（特金の元本残高約７１９億円），平成４年３月期

において約２３２億円（特金の元本残高約６４５億円），平成４年９月期におい

て約３１９億円（特金の元本残高約６３９億円）にまで達した。 

 ただし，特金の運用資産は余裕資金であり，また，計算上の含み損が多額に

上っても，現実の損害が発生したわけではないので，ヤクルト本社の資金繰り

に直接の影響を与えることはなかった。 

    ウ ヤクルト本社は，平成２年から平成３年にかけて，経営政策審議会において，

上記事態の対策として，資金運用の在り方，すなわち，財テクの可否について

審議し，平成３年７月開催の経営政策審議会において，株価がある程度まで回

復すると判断されること及び余裕資金による運用であるから資金が固定化して

いても直ちに本業には影響しないものと考え，これを前提に，特金等の運用資

産の含み損について，①直ちに損失として確定（損切り）しないこと，②評価

損を徐々に出していくという手法ではなく，毎期，資金の調達コスト額（転換

社債，ワラント債により調達した自己資本の増加によって発生する配当相当額，

年間約１０億円）の金融収益を確保し，さらにそれを超える運用益があれば，

その運用益及び土地売却益などの特別利益の範囲内で，徐々に特金を整理・縮

小し， 終的には株式市場の回復と相まって特金の整理をすること，③今後は，

特金は拡大せず，借入金等による資金運用は行わないこと，④上記資金運用の

責任者を従来のとおり管理本部長である被控訴人一色とすることをそれぞれ決

め，これらの条件の下で資金運用を継続すること（財テクを続けること）を決

定した（以下，この決定を「資金運用基本方針」という。）。すなわち，特金を

固定化して，株価の回復を待つが，特金から生じる年１０億円のコスト分は少

なくとも財テクによって利益を上げて，ヤクルト本社の本業に迷惑をかけない

こととし，運用利益が上記以上得られればこれなどで特金を減少させるという

ことになった。 

  （２） 平成３年１０月のデリバティブ取引の開始とその監査体制 

    ア 被控訴人一色は，資金運用基本方針に従って資金運用（財テク）を継続する

に当たり，デリバティブ取引に注目し，特に，大手の証券会社や外国銀行が取

り扱うオプション取引の売り取引であれば，店頭取引であるため商品設計の自

由度がきく上，ヤクルト本社の信用に照らして担保の提供を求められないので，

借入れをせずに取引を行うことができ，これにより得る利益によって，年間１
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０億円の金融収益を確保した上，特金の含み損も整理・縮小することができる

ものと考えた。そこで，被控訴人一色は，日興証券ほか国内外の複数の証券会

社からデリバティブ取引等の説明を受け，紹介されたデリバティブ商品につい

て，専門的知識を有する者で構成される資金運用チーム内で検討を行い，さら

に経済専門家，ファンドマネージャーら関係者の意見を聞いて，株式市場の動

向等を検討した上で，試験的に，平成３年１０月，デリバティブ取引である金

利スワップション取引３件（想定元本約６５０億円）を開始し，続いて，平成

４年４月に金利スワップション等取引３件，同年５月に株価指数スワップショ

ン等取引２件を開始したところ，これらはいずれも良好な結果をもたらした。 

    イ 上記デリバティブ取引は，その後に開始されたデリバティブ取引も含め，全

取引が，取引開始から終了まで，監査室及び本件監査法人の監査を受け，特に，

本件監査法人は，中間期及び期末において，すべてのデリバティブ取引の契約

書のコピーを提出させて，その内容等について監査を行った。 

 また，ヤクルト本社は，本件監査法人の助言を受けて，平成４年９月の月次

決算から，デリバティブ取引の実現損益について，独立の勘定科目を設けて区

分計上するようにした。その結果，デリバティブ取引の実現損益は，平成４年

９月以降，月次損益計算書に区分表示された上，毎月，経営政策審議会に報告

されその了承を受け，また，四半期，中間期及び期末ごとに，取締役会にも報

告されてその了承を受け，さらに，中間期及び期末には，有価証券報告書，半

期報告書，株主総会添付資料等により，投資家及び株主にも開示された。 

 なお，上記取引の内容及び開示された数値については，デリバティブ取引の

開始時から終了時まで，不正な操作が行われたことはなく，会計上も誤りのな

いものであった。 

    ウ 被控訴人一色は，試験的に行った上記アのデリバティブ取引が良好な結果を

もたらしたことから，順次デリバティブ取引を拡大し，経済状況を考慮して，

平成５年には主として金利スワップション等取引，平成６年には主として株価

指数スワップション等取引を行った。また，ヤクルト本社は，デリバティブ取

引に必要な情報を得るため，平成６年１月，国際投資顧問株式会社と顧問契約

を締結した。 

 被控訴人一色は，上記デリバティブ取引の実施について，国際投資顧問株式

会社や取引先金融機関等から本件デリバティブ取引を含む個別のデリバティブ

取引について必要な情報の収集を行った上，自身の研究や外部専門家との議論

等を踏まえ，同様に知識の獲得や情報の収集に努めていた資金運用チームの担

当従業員と協議した上，経済状況やその見通し等に照らして，損失の発生を回

避して利益を獲得する手法を検討し， 終的には自己の相場判断に従って取引

の可否を決定した。 
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 また，上記のとおり特金の資金運用は縮小の方針であったところから，被控

訴人一色は，当初に資金を必要としないオプションの売り取引を主に行い（オ

プションの買い取引は当初にある程度の資金が必要となる上，かなり大きく相

場が動かないと利益が出ない。），また，想定元本額が過大にならないよう努め

ていた（甲２７）。 

    エ ヤクルト本社は，デリバティブ取引の拡大に伴い，その監査を強化する必要

があると考え，平成５年６月，被控訴人一色が実施していたデリバティブ取引

等を監査する立場にある監査室を，被控訴人一色の管掌する管理本部から，社

長の直属に移管した。 

    オ 平成５年度には，本件デリバティブ取引のうち，整理番号１の取引（日経平

均のプットオプションの売り取引，想定元本５０億円・レバレッジなし），整理

番号７の取引（日経平均のコールオプションの売り取引，想定元本２５億円・

レバレッジなし）が開始され，平成６年度には，整理番号１２の取引（日経平

均のプットオプションの売り取引，想定元本３０億円・レバレッジ３倍），整理

番号１３の取引（日経平均のプットオプションの売り取引，想定元本２０億円・

レバレッジ１．５倍から３倍まで），整理番号１７の取引（日経平均のプットオ

プションの売り取引，想定元本２５億円・レバレッジなし），整理番号２１の取

引（変動金利受取・固定金利支払型の金利スワップ取引，想定元本１００億円）

が開始された。 

    カ 上記デリバティブ取引により，平成５年３月期と平成６年３月期には，金利

スワップション等取引で合計約３６億円の実現収益が上がり，平成６年３月期

と平成７年３月期には株価指数スワップション等取引で合計約５１億円の実現

収益が上がった。ただし，平成７年３月期には金利スワップション等取引で約

３２億円の実現損が出たので，結局，平成５年３月期から平成７年３月期まで

の両スワップション等取引で得た合計通算実現収益は約５８億円であった。そ

して，これに伴い特金も除々に減少した。 

 他方，ヤクルト本社の平成５年度期末（平成６年３月期）の総資産額は２２

５１億４０００万円，資本勘定は，資本金３０９億８７００万円，法定準備金

４８２億５４００万円（資本準備金４０５億１８００万円及び利益準備金７７

億３６００万円），剰余金８７３億０５００万円（うち任意積立金７９７億３４

００万円）であり，同期の営業利益は１２９億３２００万円，経常利益は１５

５億４９００万円，当期未処分利益は７５億７０００万円であった。また，平

成６年度（平成７年３月期）の総資産額は２２７０億６４００万円であり，資

本勘定は，資本金３１１億１７００万円，法定準備金４８３億９５００万円（資

本準備金４０６億４８００万円及び利益準備金７７億４６００万円），剰余金９

２３億７１００万円（うち任意積立金８４４億４２００万円）であり，同期の
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営業利益は１３７億５９００万円，経常利益は１７２億９８００万円，当期未

処分利益は７９億２９００万円であった。 

  （３） 平成７年の株価暴落とデリバティブ取引含み損増大への対応 

    ア 株価指数オプション等取引の売り取引は，一定期間先（計算日）にあらかじ

め合意した条件で株価指数を売買する権利を相手方に売り，この売買額をオプ

ション料として取得するものである。売り手側の株価指数の予想が当たれば，

相手方は権利を放棄するためオプション料を取り切ることになるが，予想が外

れた場合は，相手方が権利を行使するので，売り手は計算日の株価指数と権利

行使価格の差金を支払わなければならず，しかも，上記条件と実際の満期日に

おける株価指数が乖離していればいるほどその支払額が増額するものである。

そのため，一旦損失が発生した場合はその額が巨額になる危険性を有している

ものであった。 

 しかるところ，日経平均株価は，被控訴人一色の予想と大きく相違して，阪

神淡路大震災や地下鉄サリン事件等の影響などにより，平成６年６月末から平

成７年６月までの間に，約７０００円も暴落した。特に，平成７年に入ってか

らの下落幅が大きく，平成７年４月上旬には１万６０００円程度となり，その

後１万７０００円くらいまで回復したが，再び下落し，同年７月上旬まで下落

し続けた。 

 上記株価暴落の影響を受けて，ヤクルト本社が行っていたデリバティブ取引

（特に，株価上昇を見込んで多数行っていた株価指数スワップション等取引の

売り取引）に多額の含み損が発生した。そして，ヤクルト本社は，相手先金融

機関から，与信枠を超える含み損が生じたとして，担保提供を求められ，これ

に応じて譲渡性預金等を担保に提供した。なお，これは，その後，株価の回復

に伴い返還されている。 

 デリバティブ取引による上記の多額の含み損の発生は，ヤクルト本社にとっ

て，大きな財務上の負担となり，その解決がそれ以降のヤクルト本社の 重要

課題となった。 

    イ 本件監査法人は，上記含み損の発生はヤクルト本社の経営に重大な影響を与

えるものと考え，その調査のため，平成７年１月ころ，ヤクルト本社が行って

いた株価指数スワップション等取引について，スワップ満期日が到来した場合

の損失額を当時の日経平均株価によってシミュレーション計算した（以下，こ

の計算により算出される含み損を「計算上の含み損」という。なお，これは，

中途解約した場合の損失の計算ではないので，厳密な意味での含み損ではな

い。）。 

 これによると，平成７年１月ころにおけるヤクルト本社の株価指数デリバテ

ィブ等取引に係る想定元本額は約１２３３億円であり（なお，金利デリバティ
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ブ取引を合わせた総計は約１３５８億円であった。），満期日まで日経平均株価

が１万６０００円のまま推移した場合，約５９４億円の計算上の含み損が発生

するが，日経平均株価が２万１０００円まで回復した場合，計算上の含み損は

約２０億円程度にとどまり，２万２０００円まで回復すれば，約４１億円の計

算上の含み益が発生するというものであり，概ね２万１５００円程度まで回復

すれば，計算上の含み損は発生しないということであった。 

 本件監査法人は，平成７年３月から４月にかけて，ヤクルト本社の関係者（資

金運用を任せられていた被控訴人一色，常勤監査役の被控訴人八代，代表取締

役社長の亡甲野）に対し，上記計算上の含み損の状況を報告し，今後もデリバ

ティブ取引を継続するのであれば，デリバティブ取引に下記ウ①ないし③の制

約事項を設け，かつ，他の部署に取引の内容を報告する制度を設けるべきであ

ると助言した。 

    ウ ヤクルト本社は，本件監査法人の上記助言に基づき，被控訴人一色に対し，

平成７年５月以降，本件デリバティブ取引を行うに当たって，①想定元本額を

増大させないこと，②単純な期日延長は行わないこと（含み損の単純な先送り

であり，会計慣行として認められない。），③リスク切り抜けのための契約条件

の変更（ポジションの変更や株価指数スワップション等取引から金利スワップ

ション等取引への変更等を含む。）はリスクを増大させない方法で行うこととの

制約（以下「本件制約」という。）を課し，被控訴人一色もこれを了承した。こ

れを受けて，資金運用チームは，平成７年５月以降は，想定元本額を増額せず，

含み損が平成７年３月末の含み損額を超えないという方針の下でデリバティブ

取引を行うようになった。 

    エ ヤクルト本社は，デリバティブ取引の監督を更に強化することとし，平成７

年５月から，本件監査法人による監査に加えて，平成７年４月１日以降の個別

のデリバティブ取引について，以下のとおり，事後に個別取引報告書等による

チェックを行うようになった。 

 すなわち，まず，デリバティブ取引について個別契約の締結，解約及び条件

変更等が行われた場合，資金運用チームは，個別契約ごとに，取引の種類，想

定元本額，プレミアム額，相手方，取引の目的，権利行使価格，オプション満

期日，スワップの条件及び運用損益を記載したスワップ等取引報告書（個別取

引報告書）を作成し，同報告書に契約書の写しを添付して，上司である被控訴

人一色の承認を経たうえで，社長直轄の監査室に提出する（平成７年６月に被

控訴人六田が経理等担当の取締役に就任した後は，まず，被控訴人六田に提出

し，その閲覧後，被控訴人一色に回すことになった。）。監査室は，個別取引報

告書について，取引額，想定元本額の増加，取引先の変更及び新たな金融商品

の取引等を確認して異常な取引がないかどうかを中心に監査をする。 
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 また，監査室は，個別取引報告書に基づき，デリバティブ取引について月ご

との明細書を作成するとともに，調査結果に関する資料を作成し，毎月１回，

調査資料及び個別取引報告書を常勤監査役である被控訴人八代に対し交付し，

報告するようになった。 

 常勤監査役である被控訴人八代は，受領した調査資料及び個別取引報告書に

より，想定元本額等の内容を確認し，疑問点があるときは，監査室や資金運用

チームに尋ね，本件制約に違反していないか否かを調査し，定期的に代表取締

役社長であった亡甲野に報告した。 

 さらに，資金運用チームは，監査室の要請を受けて，半期ごとに，デリバテ

ィブ取引全体の想定元本額及び一定時期の株価による計算上の含み損額を記載

したシミュレーション表を作成し，これを監査室に報告するようになった。監

査室は，受け取ったシミュレーション表に基づき監査するとともに，これを常

勤監査役である被控訴人八代に提出し，被控訴人八代は，想定元本額の状況を

チェックし，随時，代表取締役社長であった亡甲野に対し，その結果を報告し

た。 

    オ 本件監査法人は，上記事態を受けて，ヤクルト本社が行っていた金融商品の

含み損や取引内容について，中間期及び決算期末ごとに詳しく監査を行い，特

に，金利スワップションや株式指数スワップションの監査については，オプシ

ョン料の収益計上は適切に会計処理されているか，大きな含み損を抱えている

ものはないか等を確認するため，すべての契約書のコピーの提出を求め，複雑

な取引については，資金運用チームに説明を求めるなどした。 

  （４） 平成７年１０月の新聞報道とその対応 

    ア 日経金融新聞は，平成７年１０月４日付けで，「ヤクルト『デリバティブ失敗』

説」（副題で，「まったくのうわさ，迷惑」）と題する記事を報道したが，この記

事には，ヤクルト本社がデリバティブ取引で３００億円の含み損を抱えたとの

うわさが流れ，同社の株価が下落したこと等が掲載されていた。 

    イ 本件監査法人は，上記新聞報道後，平成７年１１月１７日付け書面にて，ヤ

クルト本社に対し，想定元本に関し，「スワップション取引の売建想定元本合計

額は，概ね平成７年９月３０日時点の金額１２６８億円を上限とし，今後この

取引を上回らないように留意する」との指摘をした。 

    ウ ヤクルト本社は，平成７年度において，整理番号７の取引のうち想定元本１

０億円の部分について，解約料３億８９９３万６３３０円を支払って解約し，

想定元本１５億円の部分について，新たに想定元本を２００億円とする金利ス

ワップ取引に変更し，整理番号１７の取引について，想定元本２０億円の部分

について解約し，残りの１５億円分について，支払・収入が生じる条件を変更

する旨の契約変更をし，整理番号１２の取引について，スワップ満期日を延長
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する代わりに，権利行使価格を引き上げる旨の契約条件の変更をし，整理番号

１３の取引について，スワップ満期日を延長する代わりに，権利行使価格を引

き上げる旨の契約条件の変更を行い，レバレッジを３倍とした。 

 また，ヤクルト本社は，含み損を抱えた取引（２９件）のうち，少なくとも

１１件（平成７年３月期において，およそ２５９億円の計算上の含み損を抱え

ていたもの）を取引満了ないし期中解約によって実現損失を発生させて処理し

た。 

 なお，平成７年度は，株価指数スワップション等取引と金利スワップション

等取引との合計想定元本額は，概ね，平成７年９月３０日時点の想定元本を限

度とする額を上回らない範囲で行われていた。 

    エ ヤクルト本社の平成７年度（平成８年３月期）の総資産額は２４２０億０１

００万円であり，資本勘定は，資本金３１１億１７００万円，法定準備金４８

４億２８００万円（資本準備金４０６億４８００万円及び利益準備金７７億７

９００万円），剰余金９７４億５８００万円（うち任意積立金８９５億１２００

万円）であった。同期の営業利益は１０２億０６００万円，経常利益１４１億

１１００万円，当期未処分利益７９億４６００万円であった。このうち，オプ

ションスワップ等運用損益は，４５億４４００万円の赤字を計上した。これは，

株価指数スワップション等取引の解約，満期終了等により，６７億円の実現損

を出し，これと金利スワップション等取引の実現益と併せて，オプション・ス

ワップ等運用損４５億４４００万円を計上したものである。そして，これは新

聞，雑誌などに取り上げられ，ヤクルト本社がデリバティブ取引において多額

の実現損を生じさせたものとして注目された。 

 また，平成７年度末において，デリバティブ取引の想定元本額は減少し，約

５５２億５８００万円となっており，そのうちの株価指数デリバティブ等取引

の想定元本額は１６５億円であり（実質想定元本額２６５億円），金利デリバテ

ィブ等取引（整理番号７及び２１の各取引）の想定元本額は約３００億円であ

った。 

 なお，同期における特金残高も減少し，約３６０億円になっていた。 

  （５） 平成８年９月の株価の上昇と計算上の含み損の減少 

    ア 日経平均株価は，平成７年６月に１万５０００円を下回ったが，その後上昇

を始め，平成８年６月には２万２０００円を超えるまでに至った。 

 平成８年９月３０日現在における日経平均株価２万１５５６円を前提とした

場合，ヤクルト本社が行っていた株価指数等スワップション取引に係る計算上

の含み損額は約４０億円まで減少していた。なお，この時のシミュレーション

計算によれば，日経平均株価が２万３０００円にまで上昇すれば，株価指数等

スワップション取引の計算上の含み損は消滅し，かえって，計算上の含み益が
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生ずるとされた。 

    イ 代表取締役社長の亡甲野は，デリバティブ取引の含み損の問題がほぼ解決し

たと考え，平成８年６月２７日，代表取締社長を辞任して，代表取締役会長に

退き，代表取締役社長には被控訴人三井が就任した。 

 ただし，上記社長の交代後も，亡甲野が，引き続きデリバティブ取引の問題

を担当することとし，引き続き監督者として上記（３）エの報告を受けていた。

他方，被控訴人三井も，社長就任後の平成８年９月ころ，監査室に実態調査を

指示し，デリバティブ取引が収束していないことを確認したので，監査室に対

し，半期ごとにデリバティブ取引に係る計算上の含み損の額等について報告を

させた。 

    ウ 経営政策審議会は，平成８年１０月ないし１１月ころ，デリバティブ取引に

ついて議論を重ね，新社長に就任した被控訴人三井は，デリバティブ取引を収

束する方向を明示したが，被控訴人一色はこれに反対した（甲４８，原審被控

訴人三井）。また，常勤監査役である被控訴人八代，経理担当取締役の被控訴人

六田は，平成８年ころ，それぞれ，被控訴人一色に対し，含み損が減少したこ

とを捉えて，デリバティブ取引を手仕舞いするよう勧告したが，被控訴人一色

は，これにも応じなかった。かえって，被控訴人一色は，上記株価の上昇を受

けて，株価指数等デリバティブ取引などによって更に利益を上げ，特金の含み

損を解消することを企図した。 

    エ ヤクルト本社は，被控訴人一色の判断，決済により，平成８年４月から同年

６月ころにかけて，平成７年９月１３日に約定したスイス銀行３０３５に対す

るヘッジ目的で，整理番号５＆６，８，９，１１，１４（１５）の取引（なお，

その後，スイス銀行３０３５は損失を出さずに終了したが，そのヘッジ目的の

上記取引は，多額の損失を生じさせることになる。）を開始し（甲２７），整理

番号１の取引の一部想定元本５０億円を解約し，整理番号１２の取引の一部想

定元本１０億円分を解約し，整理番号１２，１３の取引の契約条件を変更した。 

 上記整理番号５＆６，８，９，１１，１４（１５）の取引の開始については，

経理担当取締役の被控訴人六田から異議が述べられたが，被控訴人一色は，こ

れを聞き入れなかった（甲２７，乙ハ４）。 

 平成８年６月末時点における本件デリバティブ取引のうち株価指数デリバテ

ィブ取引（整理番号１，８，９，１１ないし１４（１５）及び１７の各取引）

の想定元本額は合計２６５億円であり，レバレッジを考慮した計算上の想定元

本額は合計６０５億円であった。また，本件デリバティブ取引のうち金利デリ

バティブ取引（整理番号５＆６，７，２１の各取引）の想定元本額は合計約６

００億円であった。 

 ヤクルト本社は，平成８年７月から同年１１月にかけて，整理番号２，３＆
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４，１６の取引を開始し，整理番号１７の取引について契約条件を変更した。 

 平成８年１０月末時点における本件デリバティブ取引のうち株価指数デリバ

ティブ取引（整理番号１，２，３＆４，８，９及び１１ないし１７の各取引）

の想定元本額は合計３６０億円であり，レバレッジを考慮した計算上の想定元

本額は合計８８０億円であり，いずれも平成８年６月末より増額した。また，

本件デリバティブ取引のうち金利デリバティブ取引（整理番号５＆６，７及び

２１の各取引）の想定元本額は合計約６００億円のままであった。 

  （６） 平成８年１１月の本件常務会決定等 

    ア ヤクルト本社は，平成８年１０月から１１月にかけて，経営政策審議会や常

務会において，デリバティブ取引の継続の有無について審議し，同年１１月１

２日開催の常務会において，①徐々に特金等の運用資産を整理・縮小するとい

う現状の方針を当面は継続していくこと，②資金運用（デリバティブ取引等）

は２年程度で収束させること，③資金運用に関する管理及び決裁に関する規程

を見直すこと，④これまで行ってきたものと異なる資金運用については行わな

いようにすること（新規財テク禁止）を決め（以下「本件常務会決定」という。），

被控訴人一色もこれを了承した。 

 当時の日経平均株価は２万円を超えており，計算上の含み損はそれほど大き

くはなかった。 

 なお，ヤクルト本社の常務会は，常勤取締役及び常勤監査役によって構成さ

れ，週１回開催されて，取締役会の付議事項を除く同社の経営事項について審

議を行う会議であった。 

    イ ヤクルト本社は，財務諸表等規則の改正により，平成９年３月期決算から，

有価証券報告書に想定元本，リスク管理体制等を記載しなければならなくなっ

たことを契機として，経営政策審議会及び常務会にて審議の上，平成９年３月

２５日付けで「スワップおよびオプション取扱規程」（本件規程）を制定，施行

した。この審議の際も，被控訴人三井は，重ねて，デリバティブ取引は今後２

年間で清算する，今後は新規の本取引はしない，現時点の取引は収束の方向で

処理する，との指示をした（甲２７）。 

 本件規程には，①スワップ及びオプション取引の執行については，経理部財

務課が行うこと，②経理部財務課は，スワップ及びオプション取引の執行（新

規取引，変更取引及び決済取引）の都度，担当役員及び常勤監査役に報告し，

取引残高を月々把握し必要事項を担当役員及び常勤監査役に報告すること，③

担当役員は，社長の承認を得て，スワップ及びオプション取引に関する想定元

本限度枠及び時価評価の限度枠を設定すること，④市場の急変により，想定元

本限度枠等の基準を超過若しくはその恐れがあるときは，担当部長は直ちに担

当役員へ報告し，その判断を仰ぐこと等が定められた。 
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 ただし，本件常務会決定において，デリバティブ取引を２年程度で収束させ

ることが決まっており，デリバティブ取引の想定元本限度枠も平成７年９月の

想定元本額を上限とすることが定められていたので，上記③の想定元本限度枠

及び時価評価の限度枠はあえて設定されなかった。 

    ウ ヤクルト本社は，デリバティブ取引収束方針に基づき，平成９年４月１日付

けで，人事異動を行い，資金運用チームの担当者２名（財務部長及び同課長）

を異動させ，これまで担当者３名であったものを１名に縮小させた。 

 その後，ヤクルト本社は，本件規程の制定と並行し，決裁規程の見直し作業

を進め，これを平成９年６月１日に改正し，施行した。この改正により，決裁

規程の「資金運用のためにする有価証券の取得および処分」の項目につき，「デ

リバティブ取引については別の定めによる」との注が付けられ，この「別の定

め」として本件規程が位置付けられることになった。 

 なお，社長である被控訴人三井は，平成９年５月以降は，監査室から，計算

上の含み損の金額を適宜報告させ，これらを常時把握した上，デリバティブ取

引がヤクルト本社の経営に与える影響等を監督していた。 

  （７） 被控訴人一色が平成９年２月以降行った本件常務会決定違反のデリバティブ

取引 

    ア 日経平均株価は，平成８年１２月以降下落し，平成９年３月末までは１万７

０００円台から１万８０００円台であったが，平成９年４月から回復し始め，

平成９年７月中旬ころは，２万円台を超えていて，株価指数スワップション等

取引の含み損はそれほど大きくはなっていなかった。 

 平成９年３月期末の株価指数スワップション等取引の計算上の含み損は２０

８億円，金利スワップション等取引の計算上の含み損は約２００億円，合計４

０８億円になっていたが，同年５月ころには，株価の回復により，株価指数ス

ワップションの計算上の含み損は半減していた（甲２７）。 

 他方，ヤクルト本社の平成８年度（平成９年３月期）の総資産額は２３０７

億８９００万円であり，資本勘定は，資本金３１１億１７００万円，法定準備

金４８４億２８００万円（資本準備金４０６億４８００万円及び利益準備金７

７億７９００万円），剰余金１０２１億５６００万円（うち任意積立金９４６億

５４００万円）であった。また，同期の営業利益は８１億９７００万円，経常

利益１２３億０３００万円，当期未処分利益７５億０１００万円であった。こ

のうち，オプションスワップ等運用損益は，１億０１００万円の黒字を計上し

ていた。 

    イ 被控訴人一色は，本件常務会決定においてデリバティブ取引等の資金運用を

２年程度で収束させることが決まり，また，平成１０年３月期以降デリバティ

ブ取引の時価を開示しなければならないことを受けて，含み損の早期解消にこ
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だわり，特に，平成９年２月以降株価が上昇局面にあると判断してからは，本

件制約，本件常務会決定，代表取締役社長である被控訴人三井の指示を逸脱す

るデリバティブ取引まで行うようになった。 

 すなわち，被控訴人一色は，平成９年５月以降，新規財テク禁止の本件常務

会決定に反して，従来行っていなかった通貨スワップ取引を頻繁に繰り返した。

これに対し，経理担当取締役の被控訴人六田及び監査役の被控訴人八代は，同

年５月ころ，個別取引報告書により，通貨スワップ取引が行われていることを

知り，被控訴人一色に対し，本件常務会決定で禁止されている新規取引である

と異議を述べたが，被控訴人一色から，取引が既に終了していると回答された。

被控訴人六田は，その後も，被控訴人一色に対し，同様に通貨スワップ取引を

止めるよう進言したが，被控訴人一色から利益が計上されていると回答され，

それ以上強く言えなかった（乙ハ４）。なお，ヤクルト本社は，通貨スワップ取

引により利益を得ているが，損失は生じなかった。 

 また，被控訴人一色は，平成９年７月以降，本件常務会決定等に反して，メ

リルリンチ（整理番号１８又は１９＆２０）及びゴールドマンサックス（整理

番号１０）との新たなデリバティブ取引を開始した。経理担当取締役の被控訴

人六田は，個別取引報告書により，上記デリバティブ取引が開始されたことを

知り，被控訴人一色に対し，本件常務会決定で禁止されている新規取引である

と異議を述べたが，被控訴人一色から，従前から行っている株価指数スワップ

ション等取引であって違反するものでなく，金融収益を獲得するために必要で

あると回答され，それ以上の異議を述べることができなかった。 

 さらに，被控訴人一色は，デリバティブ取引の想定元本の上限額を平成７年

９月３０日時点の想定元本額１２６８億円とする旨定められていたにもかかわ

らず，これを増大させ，平成９年１月の実質想定元本額が限度内の１１１０億

円であったにもかかわらず，平成９年２月には，実質想定元本額をその２倍以

上である約２６９６億円に増大させた（具体的には，整理番号２１の取引につ

いて，実質想定元本額を１００億円から６００億円に増大させ，整理番号１２

ないし１５の取引について，実質想定元本額を１５０億円から約１１９０億円

まで増大させた。）。また，契約の満期が近づくと，実現損の発生を阻止するた

め，期日延長や他の金融機関ヘの契約移管によって損失を先送りすることを繰

り返し，その結果，実質想定元本が増大したり，権利行使価格が引き上げられ

たり，新たな費用負担が生じたり等リスクの拡大を余儀なくされ，また，従前

の取引と態様が異なるものに変更させたりもして，結局，同年１２月には実質

想定元本を約３９９０億円にまで拡大させた。加えて，被控訴人一色は，計算

式にレバレッジを織り込んで実質想定元本を拡大させる方法を採って，取引報

告書を見ても実質想定元本が判然としないようにした上，経営政策審議会など
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において，このような隠れレバレッジの説明をせず，名目的な想定元本のみを

報告し，表面上は，想定元本の限度額規制を遵守しているように装った。 

 ただし，被控訴人一色が，ヤクルト本社の利益とは異なる個人的利益を追求

したことはうかがわれず，また，会計上の不正が行われたこともなく，制限を

逸脱した取引の中には相応の利益を上げて，計算上の含み損減少に貢献したも

のもあった。 

 被控訴人一色が，想定元本を増大させたデリバティブ取引は，次のとおりで

ある。 

     （ア） 整理番号２１の取引（原判決別紙記載整理番号２１－２） 

 被控訴人一色は，平成９年２月１０日，日興證券からクレディースイ

ス・ファーストボストンに上記取引の契約を移管したが，その際，新た

に株価指数プットオプションの売り取引に内容を変更し（想定元本額３

０億円，隠れレバレッジ２０倍），想定元本額を増大させた。 

     （イ） 整理番号１２ないし１５の取引（原判決別紙記載整理番号１２－６，

１３－５，１４－３，１５－３） 

 被控訴人一色は，平成９年２月２６日，整理番号１２ないし１５の各

取引の契約をファーストシカゴからインドスエズ（欧州の大手金融機関）

に移管し，想定元本額１８０億円であった取引を，実質想定元本１１９

０億円（契約上のレバレッジ約４倍・隠れレバレッジ約４倍）に増大さ

せた。 

     （ウ） 整理番号９の取引（原判決別紙記載整理番号９－４，６） 

 被控訴人一色は，上記取引について，平成９年５月１日，期日延長及

び権利行使価格の引き下げを行う代わりに，想定元本額を１５億円（レ

バレッジ３倍）から３０億円（レバレッジ３倍）に増大させた。 

     （エ） 整理番号５＆６の取引（原判決別紙記載整理番号５＆６－６，７） 

 被控訴人一色は，上記取引について，平成９年５月１５日，想定元本

３０億円部分（レバレッジ５倍）を金利スワップ取引から株価指数オプ

ションの売り取引に変更をし，これにより，株価指数デリバティブの実

質想定元本を１５０億円増大させた。 

     （オ） 整理番号２の取引（原判決別紙記載整理番号２－５，６） 

 被控訴人一色は，平成９年５月２６日，従来の契約（プットオプショ

ンの売り取引，想定元本額２５億円・レバレッジ５倍）のスワップ満期

日を解約し，新規取引（プットオプションの売り取引，想定元本額５０

億円・レバレッジ５倍）を開始した。 

     （カ） 整理番号３＆４の取引（原判決別紙記載整理番号３＆４－５） 

 被控訴人一色は，平成９年６月３日，上記取引の契約をソシエテジェ
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ネラルからファーストシカゴに移管し，想定元本額２０億円（レバレッ

ジ５倍）を３５億円（レバレッジ５倍）に増大させた。 

     （キ） 整理番号８の取引（原判決別紙記載整理番号８－４） 

 被控訴人一色は，上記取引について，平成９年６月１２日，期日延長

及び権利行使価格の引下げを行う代わりに，想定元本額を１５億円（レ

バレッジ３倍）から２５億円（レバレッジ３倍）に増大させた。 

     （ク） 整理番号１８の取引（原判決別紙記載整理番号１８－１） 

 被控訴人一色は，平成９年７月１日，メリルリンチとの間で，プット

オプションの売り取引（想定元本額５０億円・レバレッジ 大２．５５

倍）を開始し，想定元本額を増大させた。 

     （ケ） 整理番号１９＆２０の取引（原判決別紙記載整理番号１９＆２０－１） 

 被控訴人一色は，平成９年８月１日，メリルリンチとの間で，売り取

引（想定元本額５０億円・レバレッジ 大２．５５倍のプットオプショ

ン）を開始し，想定元本額を増大させた。 

     （コ） 整理番号１６の取引（原判決別紙記載整理番号１６－３） 

 被控訴人一色は，平成９年８月６日，リーマンブラザーズからインド

スエズに上記取引の契約を移管し，想定元本５０億円であった同取引を，

想定元本額２１億円（契約上のレバレッジ約４倍と追加レバレッジの合

計約１９．９倍，実質想定元本約４１８億円）のプットオプションの売

り取引に変更し，想定元本額を増大させた。 

     （サ） 整理番号１７の取引（原判決別紙記載整理番号１７－１２） 

 被控訴人一色は，平成９年８月２２日，シティーバンクからインドス

エズに上記取引の契約を移管し，想定元本額１５億円であった同取引を，

想定元本２１億円（契約上のレバレッジ約４倍と追加レバレッジの合計

約１９．２倍，実質想定元本額約４０３億円）のプットオプションの売

り取引に変更し，想定元本額を増大させた。 

     （シ） 整理番号１０の取引（原判決別紙記載整理番号１０－１） 

 被控訴人一色は，平成９年１０月２３日，ゴールドマンサックスとの

間で，株価指数フォワード取引（想定元本５０億円）を開始し，想定元

本額を増大させた。 

  （８） 平成９年８月以降の株価の暴落と平成１０年３月のデリバティブ取引からの

全面撤退 

    ア 日経平均株価は，平成９年７月ころは，２万円を超えており，デリバティブ

取引に係る計算上の含み損額は落ち着いていた。すなわち，平成９年３月末の

株価指数スワップション等取引と金利スワップション等取引の計算上の含み損

額は併せて約４０８億円であり，同年５月１０日時点では，株価指数スワップ
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ション等取引の計算上の含み損額は２０８億円から９８億円に減少していた

（甲２７）。しかし，同年８月以降，ゼネコンの倒産，三洋証券株式会社の会社

更生手続の申立て，株式会社北海道拓殖銀行の破たんや山一證券株式会社の自

主廃業などが生じて，日経平均株価は暴落し，同年末には１万５０００円割れ

直前まで下がり，この株価暴落を受け，被控訴人一色が実質想定元本を拡大さ

せていたこともあって，デリバティブ取引の計算上の含み損は一挙に増大した。 

 その結果，計算上の含み損額がヤクルト本社がデリバティブ取引の相手先金

融機関から受けていた与信枠を超え，ヤクルト本社は，平成９年以降，デリバ

ティブ取引の相手先から，担保提供を求められる事態となった。 

 ヤクルト本社は，相手方金融機関に対し，担保として株式，債券などの有価

証券を提供したが，それでも担保が不足したため，平成９年１０月以降，譲渡

性預金を担保として提供し，しかもその額は急激に増加した。すなわち，同年

１０月末には５７億円であったが，同年１１月末には１１４億円３０００万円，

同年１２月末には１４９億円３０００万円まで増加した。なお，この担保提供

は，被控訴人一色がヤクルト本社取締役会の承認決議を経ずに行ったところ，

後に決裁権限を超えるものとして刑事責任を問われることになった。 

 当時のヤクルト本社の資金繰りは，１５０億円を超える資金が流出した場合，

本業の運転資金として本来確保しておく必要がある資金（およそ２０億円から

３０億円程度）まで使用する結果となるため，上記金額以上の担保提供があっ

た場合には，ヤクルト本社の資金繰りに支障を来すおそれがあった。 

    イ 代表取締役社長である被控訴人三井は，平成９年８月以降の株価の暴落とこ

れに伴う計算上の含み損の拡大に加え，被控訴人一色が本件常務会決定等に違

反して実質想定元本を増大させたことを知り，また，被控訴人一色が独断で行

った上記担保提供により，ヤクルト本社の資金繰りに支障を来すおそれが生じ

たこと，さらには，平成１０年３月期からはデリバティブの時価表示をしなけ

ればならないことなどを考慮した結果，平成９年１０月ころ，収束に向けての

処理を被控訴人一色に委ねてきた従来の方針を変更せざるを得ないと判断した。 

 被控訴人三井は，具体的な対処方針を検討した結果，平成９年末ころ，隠れ

レバレッジ等により想定元本が増大し，計算上の含み損額が増加しているが，

平成９年末当時の日経平均株価の現状からみて，当分の間株価が回復する見込

みがなく，むしろ下落のリスクがあること，現時点において本件デリバティブ

取引を完全に打ち切ったとしても，自己資本（任意積立金）の範囲内で処理し

得ること，それに対し，このままデリバティブ取引を継続する場合は，上記範

囲を超えるリスクが発生し，ヤクルト本社の経営に危険を生じさせるおそれが

あるとの判断に達し，直ちにデリバティブ取引を打ち切るべきであると決断し

た。 
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 そこで，被控訴人三井は，平成１０年１月ころ，監査室を中心に特別チーム

を作り，再度，短期間に徹底的な調査を命じて報告をさせ，直ちに全部解約で

きるのか，満期日まで待って解約するほうが損失は少なくて済むのか，中途解

約の解約金は幾らになるのか，損失額総額はどの程度になるのか，処理を発表

した場合の影響はどのようなものか，本業にどの程度の影響を与えるか，他に

方法はあるのか等を慎重に検討し，その上で，本件監査法人と相談したところ，

本件監査法人も，デリバティブ取引から完全に撤退するとの方針に賛同した。 

    ウ 被控訴人三井は，平成１０年２月１０日の経営政策審議会において，平成１

０年３月期においてデリバティブ取引等の資金運用をすべて整理する方針を説

明し，被控訴人一色以外の出席取締役全員の賛同を得た。 

 被控訴人三井は，上記経営政策審議会における審議を踏まえ，資金運用チー

ム及び関連部署の課長等に対し，直ちに売却あるいは解約等ができる取引につ

いては売却なり解約を行い，解約等ができない取引については含み損相当額の

引当金を計上して，会計上これ以上の損失が生じないようにする形で処理し，

資金運用から全面撤退すると告げて，その調査，選別をするよう指示した。こ

れを受けて，関係部署において調査・選別作業が行われた。 

    エ ヤクルト本社は，平成１０年３月２０日開催の取締役会において，被控訴人

三井の提案に基づき，本件デリバティブ取引を含む資金運用をすべて中止する

旨の取締役会決議をした。 

 これに伴い，亡甲野及び被控訴人一色は，デリバティブ取引に関する責任を

取り，平成１０年３月２０日付けで，ヤクルト本社の取締役を辞任した。 

    オ ヤクルト本社は，上記取締役会決議に基づき，平成１０年３月期決算におい

て，本件デリバティブ取引について，容易に処理ができるものについて同期末

までに処理して実現損を計上すること，その時点において処理した場合には巨

額の費用が発生するものについては当面そのままにしたうえで，期間満了時に

できる限り有利な条件で処理すること，今後は既存取引を清算するための取引

しか行わないこと等の方針を決定した。 

 この方針に基づく処理に関する平成１０年３月期の決算書類について，平成

１０年４月２８日開催の取締役会において，承認決議がされ，同年６月２６日

開催の株主総会において，報告がされた。 

 平成１０年３月期の有価証券報告書においては，以下のとおり，特別損失が

計上された。 

     （ア）有価証券等整理損合計     ３０９億１４００万円 

        ａ 特金の解約による損失    ３９億７８００万円 

        ｂ 有価証券売却による損失   ４０億６２００万円 

        ｃ 投資有価証券の売却による損失 



 60 / 98 
 

                        ３２億３５００万円 

        ｄ デリバティブ取引の運用損失 

                       １９６億３８００万円 

     （イ）偶発損失引当金      合計５９６億１５００万円 

     （ウ）デリバティブ取引の評価損 

                     合計４９５億８０００万円 

        ａ 金利スワップ取引の評価損  ６３億０３００万円 

        ｂ 株価指数スワップ取引の評価損 

                       ４２９億７５００万円 

        ｃ 為替スワップ取引等の評価損  ２億３０００万円 

    カ ヤクルト本社は，上記方針に従って本件デリバティブ取引をすべて処理した。

本件デリバティブ取引に係る 終損失額は合計５３３億２０４６万８１７９円

となった。 

  （９） 被控訴人一色の刑事責任（中略） 

 （１０） ヤクルト本社の業績回復（中略） 

 （１１） 本件デリバティブ取引の概要 

 ヤクルト本社が上記経過の中で行った本件デリバティブ取引（デリバティブ

取引のうち 後まで残ったもの）は，原判決別紙「株価指数スワップ・オプシ

ョン取引一覧」整理番号１番ないし２１番に記載のとおりであり，その概要は

以下のとおりである。 

    ア 整理番号１の取引は，平成５年５月１２日，モルガンスタンレー（米国の大

手金融機関）を買い手として，ノックアウト条件付きの日経平均のプットオプ

ションの売り取引（想定元本５０億円・レバレッジなし）として開始したが，

平成７年３月２８日，想定元本を１００億円に増額する代わりに，対象株価指

数を日経平均からＴＯＰＩＸに変更して実質的にその行使価格を引き下げ，か

つ，スワップ満期日を延長する旨の契約条件の変更を行い，平成８年４月２４

日，想定元本額５０億円分を解約し，平成９年２月２５日，想定元本額２５億

円を解約し，残部２５億円について取引を継続し，平成９年３月２６日及び９

月１８日，スワップ満期日を延長する代わりに，権利行使価格を引き上げる旨

の契約条件の変更をし，平成１０年３月２４日，期中解約し，４億５５２８万

９７４９円の損失が生じた。 

    イ 整理番号２の取引は，平成８年７月４日，パリバ（フランスの大手金融機関）

を買い手として，ノックアウト条件付きの日経平均のプットオプションの売り

取引（想定元本２５億円・レバレッジ５倍・損失限度額２５億円）として開始

したが，平成８年１２月６日，スワップ満期日を延長する代わりに，権利行使

価格を引き上げ，想定元本を５０億円（レバレッジ５倍・損失限度額５０億円）
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に増大させる旨の契約条件の変更を行い，平成９年５月２６日，従来の契約を

解約し，ノックアウト条件付きの日経平均のプットオプションの売り取引（想

定元本５０億円・レバレッジ５倍・損失限度額５０億円）とし，平成１０年３

月３１日満期終了し，５０億４９３３万３１２１円の損失が生じた。 

    ウ 整理番号３＆４の取引は，平成８年７月１０日，ソシエテジェネラル（フラ

ンスの大手金融機関）を買い手として，ノックアウト条件付きの日経平均のプ

ットオプションの売り取引（想定元本２０億円・レバレッジ５倍・損失限度額

２５億円）として開始したが，平成８年１２月６日，スワップ満期日を延長す

る代わりに，権利行使価格を引き上げる旨の契約条件の変更を行い，平成９年

６月３日，ソシエテジェネラルからファーストシカゴ（米国の大手金融機関）

に契約を移管し，契約の移管に伴って，満期日が延長され，契約上の想定元本

額が３５億円（レバレッジ５倍・損失限度額３５億円）に増額され，権利行使

価格が引き上げられ，平成１０年３月３日途中解約し，３３億８２９３万３８

５３円の損失が生じた。 

    エ 整理番号５＆６の取引は，平成８年４月８日，日興證券との間で，金利スワ

ップション取引（想定元本額３００億円・レバレッジなし）として開始したが，

平成９年３月６日，日興證券からチェースマンハッタン銀行（米国の大手金融

機関）に契約を移管し，それに伴い，想定元本が３００億円（レバレッジなし）

から６０億円（レバレッジ５倍）に変更され，金利条件や支払・収入が生じる

条件も変更され，平成９年５月１５日，元本の５０％につき金利スワップ取引

から株価指数オプションの売り取引に変更し，平成９年７月９日，金利スワッ

プの契約上の想定元本額３０億円（レバレッジ５倍）のうち１５億円分（レバ

レッジ５倍）を株価指数オプション取引に変更し，平成１０年３月５日，株価

指数取引を満期終了させ，５１億５２９９万３１３５円の損失が生じた。 

    オ 整理番号７の取引は，平成６年１月１９日，ファーストシカゴを買い手とし

て，ノックアウト条件付きの日経平均のコールオプションの売り取引（想定元

本２５億円・レバレッジなし）として開始したが，想定元本１０億円を平成６

年９月９日に，残りの想定元本１５億円を同月１２日にそれぞれ解約し，ノッ

クアウト条件付きの日経平均のプットオプションの売り取引に変更し（想定元

本はそれぞれ維持），平成７年８月２９日，解約料３億８９９３万６３３０円を

支払って，想定元本１０億円の部分を解約し，想定元本１５億円の部分につい

て，新たに想定元本を２００億円とする金利スワップ取引に変更し，平成９年

１月１７日，ファーストシカゴからチェースマンハッタンに契約の移管を行い，

新たに金利スワップ取引について金利交換期間を短縮し，また株価指数プット

オプションの売り取引を行い（想定元本５０億円・隠れレバレッジ４倍），平成

１０年３月２日満期終了し，４６億８６５６万８８７４円の損失が生じた。 
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    カ 整理番号８の取引は，平成８年５月１６日，シティーバンク（米国の大手金

融機関）を買い手として，ノックアウト条件付きの日経平均のプットオプショ

ンの売り取引（想定元本１５億円・レバレッジ３倍）として開始したが，平成

９年６月１２日，想定元本額を１５億円（レバレッジ３倍）から２５億円（レ

バレッジ３倍）に増額させ，スワップ満期日を延長し，権利行使価格を引き下

げる旨の契約条件の変更を行い，平成９年１２月１９日，ノックアウト条項を

放棄し，満期日を延長し，権利行使価格を引き上げる旨の契約条件の変更を行

い，その後，取引を終了させ，１１億６４４０万９３０４円の損失が生じた。 

    キ 整理番号９の取引は，平成８年５月１６日，シティーバンクを買い手として，

ノックアウト条件付きの日経平均のプットオプションの売り取引（想定元本１

５億円・レバレッジ３倍）として開始したが，平成９年５月１日，想定元本額

を１５億円（レバレッジ３倍）から３０億円（レバレッジ３倍）に増額させる

代わりに，オプション行使日及びスワップ期間の満期日をそれぞれ延長し，権

利行使価格を引き下げる旨の契約条件の変更を行い，平成９年１２月１９日，

満期日を延長する旨の契約条件の変更を行い，その後，取引を終了させたこと

により１１億６７２８万４０８５円の損失が生じた。 

    ク 整理番号１０の取引は，平成９年１０月２３日，ゴールドマンサックスとの

間で，日経平均の株価指数フォワード取引（想定元本５０億円・レバレッジな

し）として開始したが，取引の終了により１０億２０９７万４２１０円の損失

が生じた。 

    ケ 整理番号１１の取引は，平成８年６月２０日，スイス銀行を買い手として，

ノックアウト条件付きの日経平均のプットオプションの売り取引（想定元本１

００億円・レバレッジ３倍・損失限度額１００億円）として開始したが，平成

９年１月８日，株価指数スワップ取引について権利行使価格の引下げを行い，

また，金利スワップ取引及び通貨スワップ取引の複合契約に契約内容を変更し

（実質上の損失限度額１００億円），平成１０年１月２８日，金利スワップ取引

及び通貨スワップ取引を解約し，１１１億８４８４万６３５４円の損失が生じ

た。 

    コ 整理番号１２の取引は，平成６年６月８日，ファーストシカゴを買い手とし

て，ノックアウト条件付きの日経平均のプットオプションの売り取引（想定元

本３０億円・レバレッジ３倍）として開始したが，平成８年３月１日，スワッ

プ満期日を延長する代わりに，権利行使価格を引き上げる旨の契約条件の変更

をし，平成８年５月１６日，想定元本１０億円分を解約し，平成８年６月６日，

スワップ満期日を延長する代わりに，権利行使価格を引き上げる旨の契約条件

の変更を行い，平成９年２月２６日，ファーストシカゴからインドスエズ（欧

州の大手金融機関）に契約を移管し，その際，契約条件が変更されて，実質的
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には約１７倍のレバレッジが掛けられ，平成１０年６月に解約して，２億０６

９４万３７５０円損失が生じた。 

    サ 整理番号１３の取引は，平成６年６月１４日，ファーストシカゴを買い手と

して，ノックアウト条件付きの日経平均のプットオプションの売り取引（想定

元本２０億円・レバレッジ１．５倍から３倍まで）として開始し，平成８年３

月１日，スワップ満期日を延長する代わりに，権利行使価格を引き上げる旨の

契約条件の変更を行い，レバレッジが３倍とされ，平成８年６月６日，スワッ

プ満期日を延長する代わりに，権利行使価格を引き上げる旨の契約条件の変更

を行い，平成９年２月２６日，ファーストシカゴからインドスエズに契約を移

管し，それに伴い，契約条件が変更され，実質的には約１７倍のレバレッジが

掛けられ，平成１０年６月に解約して，８２０９万９９７１円の損失が生じた。 

    シ 整理番号１４の取引は，平成８年５月１６日，ファーストシカゴを買い手と

して，ノックアウト条件付きの日経平均のプットオプションの売り取引（想定

元本３０億円・レバレッジなし）として開始し，平成９年２月２６日，ファー

ストシカゴからインドスエズに契約を移管し，それに伴い，契約条件が変更さ

れ，想定元本額５億円と整理番号１５の取引（想定元本額２５億円）に分割さ

れ，実質的には約１７倍のレバレッジが掛けられ，平成１０年６月に解約され，

１億９５１２万５００６円の損失が生じた。 

    ス 整理番号１５の取引は，上記シの経過を経て，取引の終了により，３億５１

８６万６５５０円の損失が生じた。 

    セ 整理番号１６の取引は，平成８年８月２１日，リーマンブラザーズ（米国の

大手金融機関）を買い手として，ノックアウト条件付きの日経平均のプットオ

プションの売り取引（想定元本５０億円・レバレッジなし）として開始し，平

成９年８月６日，リーマンブラザーズからインドスエズに契約を移管し，それ

に伴い，想定元本額が２１億円（契約上のレバレッジと隠れレバレッジを合わ

せたレバレッジ合計約１９．９倍）とされたが，取引の終了により６３億１７

８７万５０００円の損失を生じた。 

    ソ 整理番号１７の取引は，平成６年６月１５日，シティーバンクを買い手とし

て，ノックアウト条件付きの日経平均のプットオプションの売り取引（想定元

本２５億円・レバレッジなし）として開始し，平成７年８月２９日，想定元本

２０億円の部分を解約し，残りの１５億円分について，支払・収入が生じる条

件を変更する旨の契約変更をし，平成９年８月２２日，シティーバンクからイ

ンドスエズに契約を移管し，それに伴い，想定元本額２１億円（契約上のレバ

レッジと隠れレバレッジを合わせたレバレッジ合計約１９．２倍）と変更され，

取引の終了により５１億８９１８万８６３５円の損失が生じた。 

    タ 整理番号１８の取引は，平成９年７月１日，メリルリンチを買い手として，



 64 / 98 
 

ノックアウト条件付きの日経平均のプットオプションの売り取引（想定元本５

０億円・レバレッジ 大２．５５倍）として開始し，平成１０年４月２日，中

途解約して，２３億１１９７万２５０２円の損失が生じた。 

    チ 整理番号１９＆２０の取引は，平成９年８月１日，メリルリンチを買い手と

して，ノックアウト条件付きの日経平均のプットオプションの売り取引（想定

元本５０億円・レバレッジ 大２．５５倍）として開始し，平成１０年８月１

０日満期解約して，２２億０６００万００００円の損失が生じた。 

    ツ 整理番号２１の取引は，平成６年１０月１８日，日興証券を相手方として，

変動金利受取・固定金利支払型の金利スワップ取引（想定元本１００億円）と

して開始し，平成９年２月１０日，日興証券からクレディスイス・ファースト

ボストンに契約を移管し，新たに株価指数オプションの売り取引に変更し（想

定元本３０億円・隠れレバレッジ約２０倍），また，金利スワップ取引について

支払固定金利を引き下げ，平成９年５月２１日，支払金利を６か月円ＬＩＢＯ

Ｒに変更し，金利負担が生じないものに契約内容を変更し，平成９年５月２６

日，クレディスイス・ファーストボストンのグループであるクレディスイス・

ファイナンシャル・プロダクトに契約を移管し，取引の終了により，３５億８

５０１万４０９２円の損失が生じた。 

 ３ 当時のデリバティブ取引に係る事業会社及び金融機関のリスク管理体制の状況 

  （１） ヤクルト本社がデリバティブ取引を行っていた当時の事業会社及び金融機関

のデリバティブ取引に係るリスク管理体制の状況は，原判決が「事実及び理由」

欄の「第３ 当裁判所の判断」の３項の（３）イ（原判決１５３頁５行目から

同１５７頁２３行目まで）において認定・説示するところと同一であるから，

この認定・説示を引用する。 

 したがって，当時の事業会社及び金融機関のデリバティブ取引に係るリスク

管理体制の状況は下記（２）のとおりである（なお，当裁判所で補足した事実

については証拠を掲記した。）。 

  （２）ア 日本においては，デリバティブ取引についてのリスク管理について，大蔵

省（当時）や日銀などの行政当局が主体となって，主に金融機関を対象にそ

の危険性の認識を啓蒙する役割を果たしていたところ，大蔵省金融検査部は，

平成６年１１月，金融検査の一環としてデリバティブ取引の状況を検査する

際に用いるチェックリストである「デリバティブのリスク管理体制の主なチ

ェック項目」を作成し（その内容は別紙１記載のとおり。甲２８），日銀は，

平成７年２月，「業者向け高度なリスク管理チェック・ポイント」として「金

融派生商品の管理に関するガイドライン」（その内容は別紙２記載のとおり。

甲２８。）を公表し，さらに日証協及び全銀協がデリバティブ取引に関する報

告書を出し，平成８年６月，大蔵省が金融機関を対象に「市場関連リスク管
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理体制チェックリスト」を発出し，平成９年１月，日本公認会計士協会が「銀

行等金融機関の内部統制の有効性の評価に関する実務指針」や「銀行等金融

機関のデリバティブ取引の監査手続に関する実務指針」を公表し，金融機関

を対象とするデリバティブ取引に対するリスク管理の整備が進められていた。 

     イ 民間金融機関（都銀，長信銀，信託銀行及び地銀を含む。）７４１行を対象

に平成８年３月末現在において実施された「リスク管理に関するアンケート

調査」結果によれば，デリバティブ業務を行っている金融機関のうち，経営

者に対する報告体制が完備しているとする金融機関は，有効回答数のうち５

３パーセント，経営者の指示がリスク管理部署に迅速に伝わる体制にあると

する金融機関が同３８．６パーセント，債券，株，外国為替等の市場リスク

を統合的に管理するシステムが稼働中とする金融機関が同５．５パーセント

であり，上記システムを開発中であるとする金融機関が同２．４パーセント

であった。また，市場リスク管理の手法として，ＶＡＲ（特定の保有期間，

信頼率の下にポートフォリオ（資産構成）に生じ得る 大の損失額又は変動

額を過去のデータに基づいて統計的手法により推定する当時の 先端のリス

ク管理手法）を把握している金融機関は，都銀回答のうちの７７．８パーセ

ント，長信銀回答の１００パーセント，信託銀行回答のうちの８５．７パー

セントであったが，リスクリミットを超えた場合の対策が具体的に決まって

いない信託銀行も１行あり，バックテスト（実際の損益を比較してＶＡＲの

正確性・妥当性を検証するもの）を実施している金融機関は３８．６パーセ

ントであり，ストレステスト（株価の暴落など通常起こり得ない市場の変化

を想定し，自己のポートフォリオ（資産構成）にどの程度の損失が生ずるか

を計量化して，対応策を準備する危機管理手法）まで実施している金融機関

は有効回答数のうち１７．６パーセントであり，したがって，平成８年３月

末時点においては，金融機関においてさえも，まだデリバティブ取引のリス

ク管理に関する一般的な手法は確立されておらず，管理手法を模索していた

段階であったといえる。 

     ウ これに対し，一般の公開会社（事業会社）については，平成９年３月，財

務諸表等規則の改正により，リスク管理体制の状況及び想定元本額の開示が

義務付けられ，平成１０年３月，公開会社を対象にデリバティブ取引に関す

る時価開示が開始されたが，平成７，８年当時の事業会社においては，ニッ

セイ研究所のアンケート調査の結果によれば，デリバティブ取引を行ってい

る事業会社においては，取引限度額のみを設けている企業が３２．８パーセ

ント，取引限度額と損失限度額のいずれについても制限を設けている企業が

３１．３パーセント，いずれの制限も設けていない企業が２３．９パーセン

トであり，取引実行後の役員会への報告について，担当部署又は担当役員が
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管理し役員会には報告していないとする企業が５５．８パーセント，定期的

に役員会に報告しているとする企業が３７．３パーセントであり，デリバテ

ィブ取引を管理する組織体制について，リスク管理部門が独立部門とされて

いる企業は未だ少なく，取引を行っている個々の事業部が管理している企業

が多かった。さらに，リスク管理のレベルとして，デリバティブ取引の契約

金額又は想定元本額で管理しているのみとする企業が３７．３パーセント，

時価での把握をしているとする企業が３５．３パーセントで，ＶＡＲの把握

を行っている企業はわずか１パーセントであった。また，大和証券のアンケ

ート調査の結果によれば，いわゆる市場リスク（金利・為替等の市場変動に

よりポジションが毀損されるリスク）管理としてモニター（監視）している

指標について，時価評価とする企業が４１パーセント，期間損益とする企業

が３７パーセントであり，ＶＡＲ等の更に高度な市場リスク管理の指標をも

ちいているところは１０パーセントに満たないものであった。また，リスク

管理体制については，財務担当役員の決裁により取引をしている企業が６５

パーセントであり，取引枠について時価をベースとする企業は１４パーセン

ト程度にすぎず，その多くは想定元本により管理し（４３パーセント），全く

上限がないとする企業も４２パーセントに達していた。したがって，事業会

社においては，金融機関以上に，デリバティブ取引のリスク管理に関する一

般的な手法は確立されておらず，その内容，程度はまちまちであったという

ことができる。 

 ４ 本件デリバティブ取引についての定款，法令等違反の有無（中略） 

 ５ リスク管理体制の不備に係る被控訴人らの善管注意義務違反について 

  （１） 控訴人らは，デリバティブ取引は多額の損失発生の危険性を有する危険な取

引であり，事業会社がデリバティブ取引を行う場合は，この危険を避けるため，

取締役会において，常時時価を把握する仕組み，一定額の損失発生で取引を中

止するルール，定期的に第三者の監査を受ける体制等のリスク管理体制を構築

することが必要であり，このようなリスク管理体制を構築せずに危険なデリバ

ティブ取引を行うことは許されないものであるところ，ヤクルト本社において

は，デリバティブ取引について，上記のリスク管理体制が構築されていなかっ

たので，そのような状況でヤクルト本社が本件デリバティブ取引を含むデリバ

ティブ取引を行ったことについては，危険な取引を実行した被控訴人一色及び

リスク管理体制を構築して取引を監視すべきであった他の取締役や監査役であ

るその余の被控訴人等に善管注意義務違反が存したと主張するので，検討する。 

  （２）ア デリバティブ取引は，少額の原資で多額の取引ができるため，投機性が高

く，市場動向の見通しが的中すると多額の利益が得られる反面，見通しを誤

ると会社の存立にも関わるような巨額な損失が生ずるおそれがあるものであ
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り，かつ，市場動向は完璧には予測ができないものであるから，損失の発生

を完全に回避することは不可能といえる。したがって，事業会社が，本業と

は別に，このような投機性の高いデリバティブ取引を行うについては，市場

動向の見通し等について可能な限り情報収集をし，それを分析，検討して適

切な判断をするように務める必要があるほか，このようなデリバティブ取引

により発生する損失によって会社の存立にまで影響が及ぶような事態が生ず

ることを避ける目的で，損失が生じた場合の影響を一定の限度に抑えられる

よう，リスク管理の方針を立て，これを適切に管理する体制を構築する必要

が生ずるというべきである。 

     イ もっとも，デリバティブ取引から生ずるリスク管理の方針及び管理体制を

どのようなものにするかについては，当該会社の規模，経営状態，事業内容，

デリバティブ取引による資金運用の目的，投入される資金の性質，量等の諸

般の事情に左右されるもので，その内容は一義的に定まるようなものではな

いのであり，そこには幅広い裁量があるということができる。 

  （３） ところで，株式会社（以下「会社」という。）の取締役は，会社に対し，「善

良ナル管理者ノ注意」をもって業務を執行すべき義務を負い（旧商法２５４条

３項，民法６４４条），また，「会社ノ為忠実ニ其ノ職務ヲ遂行」すべき義務を

負う（旧商法２５４条ノ３）のである。また，取締役会は，個々の取締役の職

務の執行を監督する権限を有しているから（旧商法２６０条１項），取締役会の

構成員である取締役は，会社に対し，代表取締役等の行う業務執行一般につい

て，これを監視し，必要があれば，取締役会を自ら招集し，あるいは招集する

ことを求め，取締役会を通じて業務執行が適正に行われるようにする職務を有

するのである（ 高裁昭和４８年５月２２日第三小法廷判決・民集２７巻５号

６５５頁）。 

  （４） 以上によると，ヤクルト本社のような事業会社がデリバティブ取引を行うに

当たっては，①各取締役は，取締役会等の会社の機関において適切なリスク管

理の方針を立て，リスク管理体制を構築するようにする注意義務を負うという

べきである。もっとも，どのようなリスク管理の方針を定め，それをどのよう

にして管理するかについては，上記のように，会社の規模その他の事情によっ

て左右されるのであって，一義的に決まるものではなく，そこには幅広い裁量

があると考えられるのである。また，上記のように，デリバティブ取引のリス

ク管理の方法等については，当時未だ一般的な手法は確立されておらず，模索

の段階にあったのであるから，リスク管理体制の構築に向けてなされた取締役

の判断の適否を検討するに当たっては，現在の時点における知見によるのでは

なく，その当時の時点における知見に基づき検討すべきものである。 

 また，②実際にデリバティブ取引の実務を担当する取締役は，取締役会等の
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会社の機関において定められたリスク管理の方針，管理体制に従い，そこで定

められた制約に従って取引をする注意義務を負うとともに，個々の取引の実行

に当たっては，法令，定款，社内規則等を遵守したうえ，事前に情報を収集，

分析，検討して，市場の動向等につき適切な判断をするよう務め，かつ，取引

が会社の財務内容に悪影響を及ぼすおそれが生じたような場合には，取引を中

止するなどの義務を負うというべきである（ただし，法令，定款及び会社が定

めたリスク管理の方針に違反した場合は当然に善管注意義務違反を構成するこ

とになるが，定められたリスク管理の制約の範囲内においては，相応の裁量が

認められ，善管注意義務違反に当たるか否かは，当時の状況に照らして情報の

収集，分析，検討が合理的なものであったかどうか，その事実認識に基づく判

断の過程及び判断内容に明らかに不合理な点がなかったかどうかという観点か

ら検討されるべきものである。）。 

 また，③会社の業務執行を全般的に統括する責務を負う代表取締役や個別取

引報告書を確認し事後チェックの任務を有する経理担当の取締役については，

デリバティブ取引が会社の定めたリスク管理の方針，管理体制に沿って実施さ

れているかどうか等を監視する責務を負うものであるが，ヤクルト本社ほどの

規模の事業会社の役員は，広範な職掌事務を有しており，かつ，必ずしも金融

取引の専門家でもないのであるから，自らが，個別取引の詳細を一から精査す

ることまでは求められておらず，下部組織等（資金運用チーム・監査室，監査

法人等）が適正に職務を遂行していることを前提とし，そこから挙がってくる

報告に明らかに不備，不足があり，これに依拠することに躊躇を覚えるという

ような特段の事情のない限り，その報告等を基に調査，確認すれば，その注意

義務を尽くしたものというべきである。 

 また，④その他の取締役については，相応のリスク管理体制に基づいて職務

執行に対する監視が行われている以上，特に担当取締役の職務執行が違法であ

ることを疑わせる特段の事情が存在しない限り，担当取締役の職務執行が適法

であると信頼することには正当性が認められるのであり，このような特段の事

情のない限り，監視義務を内容とする善管注意義務違反に問われることはない

というべきである。 

 また，⑤監査役は，「取締役ノ職務ノ執行ヲ監査」すべき職責を負い（旧商法

２７４条），平成１７年法律第８７号による廃止前の株式会社の監査等に関する

商法の特例に関する法律２２条１項が適用される場合を除き，取締役の職務執

行の状況について監査すべき権限を有することから，上記リスク管理体制の構

築及びこれに基づく監視の状況について監査すべき義務を負っていると解され

るが，③と同様，監査役自らが，個別取引の詳細を一から精査することまでは

求められておらず，下部組織等（資金運用チーム・監査室等）が適正に職務を
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遂行していることを前提として，そこから挙がってくる報告等を前提に調査，

確認すれば，その注意義務を尽くしたことになるというべきである。 

  （５） そこで，被控訴人等のリスク管理の方針，管理体制構築に係る注意義務違反

の点についてまず検討する。 

    ア ヤクルト本社において，デリバティブ取引を行うに当たって構築されたリス

ク管理の方針及びリスク管理の体制（以下これをまとめて「リスク管理体制」

という。）は，上記２，３で認定したとおりであり，次のようにまとめることが

できる。 

     （ア） ヤクルト本社においては，平成２年以降の株価暴落により，余裕資金

による資金運用である特金に多額の含み損が生じたところ，平成３年７

月開催の経営政策審議会において，資金運用を継続して資金の調達コス

ト額（年間約１０億円）の金融収益を確保し，さらにそれを超える運用

益があれば，その運用益等の範囲内で，徐々に特金を整理・縮小し，

終的には株式市場の回復と相まって特金の整理をすること，特金は拡大

せず，借入金等による資金運用は行わないこと，資金運用の責任者を従

来のとおり管理本部長である被控訴人一色とすること等の資金運用基本

方針を決めた。そこで，資金運用を担当していた被控訴人一色及び資金

運用チームは，平成３年１０月から，資金運用基本方針に沿って，試験

的にデリバティブ取引である金利スワップ取引等を始め，その様子をみ

ながら徐々にデリバティブ取引を拡大し，本件デリバティブ取引にまで

至ったものであるが，取引をするに当たっては，いずれも，証券会社等

から説明を受け，経済専門家の意見を聞き，国債投資顧問株式会社と顧

問契約を締結するなど情報収集に努め，想定元本額が過大にならないよ

う配慮して，平成４年，５年，６年には順調に利益を計上した。 

 そして，ヤクルト本社においては，デリバティブ取引を管理するため，

平成４年９月，デリバティブ取引の実現損益について，独立の勘定科目

を設けて，月次損益計算書に表示し，毎月経営政策審議会に報告し，四

半期，中間期，期末ごとに取締役会にも報告し，さらに，中間期及び期

末には，有価証券報告書，半期報告書，株主総会添付資料等により，投

資家及び株主にもこれを開示するようにした。また，監査室に対しデリ

バティブ取引の監査をさせるとともに，これを強化するため，平成５年

６月，管理本部に属していた監査室を社長直属に組織変更した。これら

に加え，本件監査法人は，中間期及び期末において，すべてのデリバテ

ィブ取引の契約書のコピーを提出させて，その内容等について監査を行

っていた。 

     （イ） ヤクルト本社においては，平成７年ころの株価暴落により，デリバテ
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ィブ取引に多額の含み損が生じたところ，本件監査法人は，同年１月こ

ろ，計算上の含み損額をシミュレーションし，満期日まで日経平均株価

が１万６０００円のまま推移した場合，約５９４億円の計算上の含み損

が発生すること（ただし，日経平均株価が概ね２万１５００円程度まで

回復すれば損失は発生しない。）等をヤクルト本社に伝えた。 

 そこで，ヤクルト本社においては，本件監査法人の指摘に基づき，被

控訴人一色に対し，想定元本額を増大させないこと，単純な期日延長は

行わないこと，リスク切り抜けのための契約条件の変更はリスクを増大

させない方法で行うことなどの本件制約を課した。 

 また，ヤクルト本社においては，デリバティブ取引の監督を更に強化

するため，資金運用チームに対し，個別契約の締結，解約，条件変更ご

とに個別取引報告書を作成させ，これに契約書の写しを添付して，経理

等担当の取締役である被控訴人六田に提出させ，その閲覧後，上司であ

る被控訴人一色管理本部長に回し，被控訴人一色の承認を経た上で，社

長直轄の監査室に提出させ，監査室に対しては，取引額，想定元本額の

増加，取引先の変更及び新たな金融商品の取引等を確認して異常な取引

がないかどうかを中心に監査させるとともに，デリバティブ取引につい

て月ごとの明細書及び調査結果に関する資料を作成させ，毎月１回，調

査資料及び個別取引報告書を常勤監査役である被控訴人八代に対し交

付・報告させるようにした。さらに，資金運用チームに対し，半期ごと

に含み損のシミュレーション表を作成させて監査室に報告させ，監査室

には，受け取ったシミュレーション表に基づき監査をさせるとともに，

これを常勤監査役である被控訴人八代に提出させるようにした。被控訴

人八代は，これらに基づき想定元本額等を監査し，その結果を代表取締

役社長である亡甲野に報告していた。 

 本件監査法人は，上記事態を受けて，中間期及び決算期末ごとにデリ

バティブ取引の含み損や取引内容について詳しく監査し，特に，金利ス

ワップションや株式指数スワップションの監査については，オプション

料の収益計上の適否，大きな含み損の存否等を確認するため，すべての

契約書のコピーの提出を求め，複雑な取引については，資金運用チーム

に説明を求めるなどし，さらに，平成７年１１月ころ，ヤクルト本社に

対し，デリバティブ取引の想定元本額は，平成７年９月３０日時点の金

額１２６８億円を上限とし，今後この取引を上回らないよう指摘したり

していた。 

 被控訴人一色は，概ね本件制約の範囲内でデリバティブ取引を継続し

たところ，平成８年９月ころ，株価の上昇により，計算上の含み損は約



 71 / 98 
 

４０億円にまで減少した。 

     （ウ） ヤクルト本社においては，株価の上昇による含み損減少の状況の中で，

平成８年１１月，徐々に特金等の運用資産を整理・縮小するという現状

の方針を当面は継続していくこと，デリバティブ取引等は２年程度で収

束させること，資金運用に関する管理及び決裁に関する規程を見直すこ

と，これまで行ってきたものと異なる資金運用については行わないこと

等の本件常務会決定をした。 

 また，平成９年３月，デリバティブ取引について，取引の執行（新規

取引，変更取引及び決済取引）の都度担当役員及び常勤監査役に報告す

ること，取引残高を月々把握し必要事項を担当役員及び常勤監査役に報

告すること，担当役員は社長の承認を得て想定元本限度枠及び時価評価

の限度枠を設定すること，市場の急変により想定元本限度枠等の基準を

超過若しくはその恐れがあるときは，担当部長は直ちに担当役員へ報告

し，その判断を仰ぐこと等を定める本件規程が制定された。 

 さらに，代表取締役社長である被控訴人三井は，重ねて，デリバティ

ブ取引は今後２年間で清算する，今後は新規の本取引はしない，現時点

の取引は収束の方向で処理する，との指示をし，また，平成９年５月以

降，監査室から計算上の含み損の金額を適宜報告させ，これらを常時把

握した上，デリバティブ取引がヤクルト本社の経営に与える影響等を直

接監督するようになった。 

     （エ） 被控訴人一色は，デリバティブ取引等の資金運用が２年程度で収束さ

せられることが決まり，平成１０年３月期以降デリバティブ取引の時価

を開示しなければならないことを受けて，含み損の早期解消にこだわり，

本件制約，本件常務会決定，代表取締役社長である被控訴人三井の指示

を逸脱し，平成９年２月以降，独断で，新規のデリバティブ取引を始め

たり，他の役員には想定元本の限度額規制を遵守したように装いつつ，

実際は，計算式にレバレッジを織り込んで名目元本に比して実質想定元

本額を増大させるなどの方法により，実質的に想定元本の制限を超える

デリバティブ取引を行うようになった。 

 ただし，被控訴人一色がヤクルト本社の利益とは異なる個人的利益を

追求したことはうかがわれず，会計上不正が行われたことはなく，制限

を逸脱した取引の中には相応の利益を上げて，含み損減少に貢献したも

のもあった。 

     （オ） しかし，平成９年８月以降株価が暴落したところ，被控訴人一色が本

件制約等に反して取引をしていたこともあって，デリバティブ取引の含

み損が増大し，ヤクルト本社の資金繰りにまで支障を来すおそれが生じ
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た。 

 代表取締役社長である被控訴人三井は，そのころ被控訴人一色の本件

制約違反の事実を知ったところ，上記の事態に立ち至ったことを受け，

現時点で本件デリバティブ取引を完全に打ち切ったとしても，自己資本

（任意積立金）の範囲内で処理し得るが，このまま本件デリバティブ取

引を継続する場合は，上記範囲を超えるリスクが発生し，ヤクルト本社

の経営に危険を生じさせるものと判断し，直ちに本件デリバティブ取引

を打ち切ることを決断し，取締役会も，平成１０年３月２０日，これに

賛成し，本件デリバティブ取引を含む資金運用をすべて中止する旨の取

締役会決議をした。 

 その結果，ヤクルト本社は，デリバティブ取引をすべて整理し， 終

的に５３３億２０４６万８１７９円の損失を被った。 

     （カ） ヤクルト本社の株価は，デリバティブ取引の中止を発表した後，急落

したが，その後回復しており，また，売上高及び経常利益並びに自己資

本率も順調に回復し，現在は，ヤクルト本社の業績は完全に回復し，デ

リバティブ取引を中止する以前の水準を上回っている。 

     （キ） また，ヤクルト本社がデリバティブを行っていた時期は，別紙１，２

のようなデリバティブ取引のリスク管理体制のチェック項目等が公表さ

れてはいたものの，金融機関においても，まだデリバティブ取引のリス

ク管理に関する一般的な手法は確立されておらず，管理手法を模索して

いた段階であり，事業会社においては，金融機関以上に，デリバティブ

取引のリスク管理に関する一般的な手法は確立されていなかったのであ

る。 

    イ（ア） 以上によれば，①ヤクルト本社においては，デリバティブ取引を行う

部署を経理部財務課に属する資金運用チーム，決裁権者を管理本部長で

ある被控訴人一色とそれぞれ定め，被控訴人一色の決済により資金運用

チームがデリバティブ取引を行い，デリバティブ取引の実現損益につい

ては，独立の勘定科目を設けて，月次損益計算書に表示した上，毎月経

営政策審議会に報告させ，四半期，中間期，期末ごとに取締役会にも報

告させ，さらに，中間期及び期末には，有価証券報告書，半期報告書，

株主総会添付資料等により，投資家及び株主にもこれを開示する体制が

採られていた。そして，上記取引の監査を行う監査室を強化するため，

当初管理本部に属していたものを社長直属に組織変更がされ，また，本

件監査法人は，当初から，中間期及び期末において，すべてのデリバテ

ィブ取引の契約書のコピーを提出させて，その内容等について監査を行

っていた。その後，②平成７年ころ，株価暴落によりデリバティブ取引
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の含み損額が増大したが，その際，本件監査法人は計算上の含み損額の

シミュレーションをしてこれをヤクルト本社に伝えたところ，ヤクルト

本社においては，被控訴人一色に対し，想定元本額を増大させないこと，

単純な期日延長は行わないこと，リスク切り抜けのための契約条件の変

更はリスクを増大させない方法で行うことなどの本件制約を課し，さら

に，資金運用チームに対し，個別契約の締結，解約，条件変更ごとに個

別取引報告書を作成させ，これに契約書の写しを添付して，経理担当の

取締役である被控訴人六田に提出させ，その閲覧後，上司である被控訴

人一色管理本部長に回し，同人の承認を経た上で，監査室に提出させて，

監査室に監査させるとともに，監査室には，月ごとの明細書及び調査結

果に関する資料を作成させ，毎月１回，調査資料及び個別取引報告書を

常勤監査役である被控訴人八代に対し交付・報告させる体制を採るよう

にした。さらに，資金運用チームに対し，半期ごとに含み損のシミュレ

ーション表を作成させて監査室に報告させ，監査室にこれを監査させた

上，常勤監査役である被控訴人八代に提出させるようにし，被控訴人八

代は，上記資料に基づき監査をし，その結果を代表取締役社長である亡

甲野に報告するようになったのである。また，本件監査法人も，中間期

及び決算期末ごとに，すべての契約書のコピーの提出を求め，複雑な取

引については資金運用チームに説明を求めるなどして，含み損等につい

て詳しく監査をしていたばかりか，想定元本額の上限を上回らないよう

指摘もしていた。さらに，③ヤクルト本社においては，株価の上昇によ

る含み損減少の状況の中で，平成８年１１月，徐々に特金等の運用資産

を整理・縮小するという現状の方針を当面は継続していくこと，デリバ

ティブ取引等は２年程度で収束させること，資金運用に関する管理及び

決裁に関する規程を見直すこと，これまで行ってきたものと異なる資金

運用については行わないこと等の本件常務会決定をし，平成９年３月に

は，デリバティブ取引について，取引の執行（新規取引，変更取引及び

決済取引）の都度担当役員及び常勤監査役に報告すること，取引残高を

月々把握し必要事項を担当役員及び常勤監査役に報告すること，担当役

員は社長の承認を得て想定元本限度枠及び時価評価の限度枠を設定する

こと，市場の急変により想定元本限度枠等の基準を超過若しくはその恐

れがあるときは，担当部長は直ちに担当役員ヘ報告し，その判断を仰ぐ

こと等を定める本件規程を制定した。また，代表取締役社長である被控

訴人三井は，重ねてデリバティブ取引は今後２年間で清算する，今後は

新規の本取引はしない，現時点の取引は収束の方向で処理する，との指

示をした上，平成９年５月以降，監査室から計算上の含み損の金額を適
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宜報告させ，これらを常時把握した上で，デリバティブ取引がヤクルト

本社の経営に与える影響等を直接監督するようになったのである。そし

て，④代表取締役社長である被控訴人三井は，平成９年８月以降の株価

暴落後，含み損額が増大したので，必要な調査をし，検討をした結果，

現時点で本件デリバティブ取引を完全に打ち切ったとしても，自己資本

（任意積立金）の範囲内で処理し得るが，このまま本件デリバティブ取

引を継続する場合は，上記範囲を超えるリスクが発生し，ヤクルト本社

の経営に危険を生じさせるものと判断し，デリバティブ取引の中止を決

定し，取締役会の決議を経て，これを実行したものである。 

     （イ） したがって，ヤクルト本社は，デリバティブ取引の内容を開示させた

上，リスクの程度に応じてリスク管理体制を順次整備し，資金運用チー

ム，監査室，経理等担当取締役，常勤監査役，経営政策審議会，常務会，

代表取締役，取締役会，監査法人等が互いに不足部分を補い合って有機

的に連携し，想定元本額，計算上の含み損を指標として，デリバティブ

取引を実施する被控訴人一色に対して，本件制約，本件常務会決定など

の制約を課すなどして，デリバティブ取引のリスクを管理していたとい

うことができる。そして，当時のヤクルト本社の財務状況に照らせば，

制限に係る想定元本額が不合理といわれるほど巨額であったということ

もできない。また，デリバティブ取引に係るリスク管理の方法が模索さ

れていた当時の状況においてみると，このようなリスク管理体制は，確

かに金融機関を対象に，大蔵省金融検査部が平成６年１１月に発表した

「デリバティブのリスク管理体制の主なチェック項目」（別紙１）や日銀

が平成７年２月に発表した「金融派生商品の管理に関するガイドライン」

（別紙２）には劣るものの，他の事業会社において採られていたリスク

管理体制に劣るようなものではなかったということができる。そして，

本件デリバティブ取引の中止は，このようなリスク管理の結果であると

いうことができ，これによって，ヤクルト本社は回復し難いまでの損失

を被るという事態の発生を免れたということができるのである。 

     （ウ） なお，平成７年５月以前は，デリバティブ取引について，計算上の含

み損の確認，本件制約や本件常務会決定の定め，個別取引報告書による

監査等の管理体制までは確立されていなかったが，そのころまでの想定

元本額はヤクルト本社の財務状況に照らすとそれほど多額とはいえなか

ったことに加え，デリバティブ取引の実現損益について，独立の勘定科

目を設けて，月次損益計算書に表示し，毎月経営政策審議会に報告し，

四半期，中間期，期末ごとに取締役会にも報告し，さらに，中間期及び

期末には，有価証券報告書，半期報告書，株主総会添付資料等により，
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投資家及び株主にもこれを開示する，監査を行う監査室は，管理本部か

ら社長直属に組織変更し，本件監査法人も，中間期及び期末において，

すべてのデリバティブ取引の契約書のコピーを提出させて，その内容等

について監査を行うという体制が採られていたのであり，その結果，平

成７年ころの株価暴落にも直ちに対応しているのである。そうすると，

平成７年５月より前の時点のリスク管理体制も，確かにその後のリスク

管理体制と比較すると不十分な点があったにしても，リスク管理体制と

して相応に機能していたということができる。 

     （エ） これに対し，控訴人らは，具体的な事実を適示して，ヤクルト本社の

リスク管理体制が不適切であったと主張するが，これらに理由がないこ

とは，原判決が「事実及び理由」欄の「第３ 当裁判所の判断」の３（５）

イ（イ）ｂ（ａ）ないし（ｆ）（原判決１７２頁１３行目から同１７８頁

６行目まで）において説示するところと同一であるから，この説示を引

用する。 

 ただし，原判決１７２頁１７行目（本誌１２１６号６３頁右段７行目）

の「前記のとおり，」，同１７３頁１６行目（同３４行目）の「前記認定

のとおり，」，同頁２０行目（同３８行目～３９行目）の「前記（３）イ

（イ）のとおり，」，同頁２４行目（同４３行目）の「前記（３）イ（ウ）

のとおり，」，同１７４頁１４行目（同６２行目）の「後記（５）ウ（ウ）

のとおり，」，同頁１９行目（同６４頁左段２行目～３行目）の「前記認

定事実（５）イ（ア）ｂで認定したとおり，」，同頁２５行目（同１０行

目）の「後記認定のとおり，」，同１７５頁４行目（同１５行目）の「前

記（３）イ（イ）のとおり，」，同１７７頁１０行目（同右段１７行目）

の「前記イ（ウ）のとおり，」，同頁２６行目（同３５行目）の「前記（３）

イ（ウ）のとおり，」をそれぞれ削除する。 

    ウ 以上によると，当時のデリバティブ取引についての知見を前提にすると，ヤ

クルト本社においては，相応のリスク管理体制が構築されていたといえるので

あって，この点に関する被控訴人等の善管注意義務違反は認められないという

べきである。 

  （６） 被控訴人一色の善管注意義務違反について 

    ア 上記２で認定したとおり，ヤクルト本社で行われたデリバティブ取引が証券

取引法などの法令に反するものであったことはうかがわれない。また，確かに

デリバティブ取引は，高度の金融商品で，その仕組みは複雑なものであるし，

その時々の経済情勢や市場の動向をみて適時に取引を行うか否か判断する必要

があるものであるが，デリバティブ取引を決裁した被控訴人一色はデリバティ

ブ取引を行うに必要とされる能力，専門的知識を相応に有していたものと推認
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されるところ，同人は，まず試験的な取引をして経験も積んだ上で，本格的に

デリバティブ取引を行ったものであり，個々の取引に当たっては相応の情報収

集・分析・検討に努め，それに基づくそれなりの合理性のある判断により，プ

レミアム取り切りが狙える確率が高いと判断される取引を行ったものというこ

とができる。また，当時ヤクルト本社が行っていたデリバティブ取引は，特金

の含み損の解消という消極的な目的でされたにすぎないものであり，その原資

は余裕資金を用い，事業資金や借入金などは使用されていなかったという特質

がある。また，上記のように，ヤクルト本社においては相応のリスク管理の方

針とリスク管理体制が定められていたのである。このような点に照らすと，ヤ

クルト本社の定めたリスク管理の方針に沿ってなされたデリバティブ取引部分

については，取引に当たって被控訴人一色のした判断に明らかに不合理な点が

あったとは認め難いのであり，被控訴人一色に善管注意義務違反があったとは

いえないというべきである。 

    イ もっとも，上記２（７）のとおり，被控訴人一色は，ヤクルト本社から，想

定元本額を増大させないことなどの本件制約を課され，少なくとも，平成７年

９月３０日時点のデリバティブ取引の想定元本額１２６８億円を超えないこと

が義務付けられていたにもかかわらず，平成９年２月以降，株価が上昇局面に

あるとの相場観から，デリバティブ取引を拡大させ，平成９年１月の実質想定

元本が約１１１０億円であったものを同年２月には約２６９６億円に，同年１

２月には約３９９０億円に増大させた。しかも，被控訴人一色は，計算式にレ

バレッジを織り込んで実質想定元本を拡大させる方法を採って，取引報告書を

見ても実質想定元本が判然としないようにした上，役員会において，このよう

な隠れレバレッジの説明をせず，名目的な想定元本のみを報告し，表面上は，

想定元本の限度額規制を遵守しているように装っていたのである。 

 したがって，被控訴人一色が想定元本の限度額規制に反して行った平成９年

２月以降のデリバティブ取引については，ヤクルト本社に対する善管注意義務

違反が認められることは明らかである。 

  （７） 被控訴人一色の善管注意義務違反に関する被控訴人一色以外の被控訴人等の

善管注意義務違反について 

 次に，被控訴人一色の上記（６）の善管注意義務違反に関し，被控訴人一色

以外の被控訴人等の善管注意義務違反の有無について検討するに，上記のとお

り，ヤクルト本社ではデリバティブ取引について相応のリスク管理体制が構築

されており，被控訴人一色について善管注意義務違反が認められるのも，平成

９年２月以降，本件制約に違反し，実質想定元本を増大させた点にあるのであ

る。したがって，被控訴人一色以外の取締役である被控訴人等の善管注意義務

違反については，ヤクルト本社の体制上本件制約を遵守しているか否か直接監
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視する責務を負う代表取締役である被控訴人三井や亡甲野，経理担当取締役で

ある被控訴人六田及び監査役の被控訴人八代については，当時この違反を看過

したことにつき注意義務違反があったといえるかどうかという観点から，その

他の被控訴人等については，被控訴人一色が本件制約に違反する行為をしてい

ることを疑わせる特段の事情が存したか否か，存したとしてこれを看過したこ

とにつき注意義務違反があったかどうかという観点から，検討する必要がある

ところ，この点についての当裁判所の判断は，原判決が「事実及び理由」欄の

「第３ 当裁判所の判断」の４項（原判決１８５頁２１行目から同１９４頁１

行目まで）において認定・説示するところと同一であるから，この認定・説示

を引用する。 

 すなわち，これを被控訴人等各自につき要約して示すと，次のとおりとなる。 

    ア 被控訴人六田及び被控訴人八代 

 被控訴人六田は経理担当取締役，被控訴人八代は監査役であり，被控訴人一

色が行っていた本件デリバティブ取引について，事後的なチェックをする職責

を負っていたものであるが，上記のように，個別取引報告書の作成や調査検討

を行う下部組織等（資金運用チーム・監査室等）が適正に職務を遂行している

ことを前提として，監査室等から特段の意見がない場合はこれを信頼して，個

別取引報告書に明らかに異常な取引がないか否かを調査，確認すれば足りたと

いうべきである。 

 ところが，被控訴人一色の想定元本の限度額規制の潜脱は，隠れレバレッジ

などのレバレッジを掛けて，表面上想定元本の限度額規制を遵守したかのよう

に装って，実質的にこれを潜脱するという手法で行われたものであり，監査室

からも，本件監査法人からも特段の指摘がなかったのであるから（なお，そこ

から挙がってくる報告に明らかに不備，不足があり，これに依拠することに躊

躇を覚えるというような特段の事情があったとは認め難い。），金融取引の専門

家でもない被控訴人六田や被控訴人八代がこれを発見できなかったとしてもや

むを得ないというべきで，被控訴人一色の想定元本の限度額規制違反を発見で

きなかったことをもって善管注意義務違反があったとはいえない。 

 なお，被控訴人六田及び被控訴人八代は，被控訴人一色に対し，通貨スワッ

プ取引を行うことは本件常務会決定に反すると指摘し，被控訴人六田は，メリ

ルリンチとの新規取引は本件常務会決定に反するなどと指摘し，相応の職責を

果たしていたのである。 

    イ 被控訴人三井 

 被控訴人三井は，平成８年６月２７日以降，ヤクルト本社の代表取締役社長

であったが，本件デリバティブ取引を監視する監査室，経理担当取締役の被控

訴人六田，監査役の被控訴人八代から，本件制約に違反するなどの報告はなく，
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本件監査法人からも特段の指摘はなかったのであるから（なお，その報告に明

らかに不備，不足があり，これに依拠することに躊躇を覚えるというような特

段の事情があったとは認め難い。），被控訴人一色の想定元本の限度額規制違反

を発見できなかったことをもって，善管注意義務違反があったということはで

きない。 

 なお，被控訴人三井は，監査室にシミュレーション表を提出させて，計算上

の含み損額を把握，検討し，被控訴人一色の想定元本の限度額規制違反を発見

後，本件デリバティブ取引から撤退することを決定するなど，相応の職責を果

たしていたのである。 

    ウ 亡甲野 

 亡甲野は，平成８年６月２７日までヤクルト本社の代表取締役社長，その後

は代表取締役会長であったところ，監査役である被控訴人八代などから監査の

結果の報告を受けていたが，本件制約に違反する等の報告はなく（なお，その

報告に明らかに不備，不足があり，これに依拠することに躊躇を覚えるという

ような特段の事情があったとは認め難い。），被控訴人一色の想定元本の限度額

規制違反を発見できなかったことをもって，善管注意義務違反があったという

ことはできない。 

    エ 被控訴人四谷，被控訴人五木及び被控訴人七瀬 

 被控訴人四谷，被控訴人五木及び被控訴人七瀬は，ヤクルト本社の取締役で

あったが，本件デリバティブ取引に関係する部署には属しておらず，取締役会

に報告された情報から，被控訴人一色による想定元本規制の潜脱を疑うべき特

段の事情があったとはいえないから，被控訴人一色の実質想定元本の限度額規

制違反を発見できなかったことをもって，善管注意義務違反があったというこ

とはできない。 

 ６ 被控訴人一色の損害賠償義務（中略） 

 ７ 結論 

 よって，上記判断と同旨の原判決は相当であり，本件控訴はいずれも理由がないか

らこれを棄却することとし，主文のとおり判決する。 

 （裁判長裁判官・大坪 丘，裁判官・宇田川基，裁判官・新堀亮一） 
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 別紙１ ９４年１１月大蔵省官房金融検査部「デリバティブのリスク管理体制の主なチ

ェック項目」 

 Ⅰ．経営陣および取締役会 

   ①経営陣のリスクの所在に対する認識度合い 

   ②経営陣に対する報告体制 

 Ⅱ．業務運営体制 

   ①デリバティブの営業推進体制と専担職員配置の有無 

   ②取引実行・事務管理部門の厳格な分離 

   ③部門検査体制の整備状況 

 Ⅲ．リスク管理体制 

   ◇基本チェック項目 

   ①内部牽制体制・金利見通しのための情報収集体制・ディーラー管理体制の現状 

   ②決裁権限規定・事務手続き規定の整備状況 

   ③各部門・各商品毎のポジション設定方法 

   ④自己の体力に比べてリスク量は適切か 

   ⑤リスク計測手段のリスク管理プロセスへの反映状況 

  ［１］マーケットリスク管理 

   ①市場リスクの計測方法・ポジションの時価評価方法・リスクエクスポージャーの

計測方法などの状況 

   ②自行の測定している市場リスクエクスポージャーと実際の市場価格動向との比較

実態 

  ［２］信用リスク 

   ①信用リスクの測定方法の現状 

   ②与信の承認体制と限度額管理の現状 

   ③与信リスク判定部門と取引推進部門の分離・分担体制 

  ［３］流動性リスク 

   ①市場流動性リスクに対する認識の有無 

   ②資金繰りの流動性リスクへの対応 

  ［４］業務システムリスク管理 

   ①トレーダー別・商品別のポジション管理と総合ポジション管理の現状 

   ②ポジションルール，ロスカットルールの遵守状況 

   ③多額のロスカット事例と相場急変時の対応状況 

   ④日々または即時に評価損益を算出できるシステムか 

   ⑤バックオフィスのサポートシステムの現状 

  ［５］そのほかのリスク  ①顧客とのトラブル発生事例 

 Ⅳ．業績の状況 
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   ①過大な営業目標を設定していないか。取扱高の推移は 

   ②実現損益および評価損益の状況 

   ③金利・為替などの市場条件悪化による自行収益・自己資本への影響を計測出来る

体制になっているか。 

 別紙２ 日本銀行 業者向け高度なリスク管理チェック・ポイント「金融派生商品の管

理に関するガイドライン」 

 （１） リスク管理体制 

  ● 経営方針の一環としてリスク管理手法や手続きを明文化すること。 

  ● 経営陣，上級管理職がリスク管理上も適切な役割を果たしていくこと。 

  ● リスク管理部署は金融派生商品業務の担当部署（特にトレーディング部門）から

の独立性を確保していること。 

 （２） リスク管理のプロセス 

  ● リスク量を包括的かつ正確に把握し，質的・量的分析を行うこと。その際，危機

的状況における対応策についても検討（ストレス・テスト）すること。 

  ● リスク管理システムの制度や自己資本の充実度と整合的なリスク・リミットを設

定・管理すること。 

  ● 経営陣に対する正確かつ迅速な報告体制を整備すること。 

  ● 経営陣はリスク管理プロセスの定期的な見直しを行うこと。 

 （３） 内部管理（ｉｎｔｅｒｎａｌ ｃｏｎｔｒｏｌ）と監査（ａｕｄｉｔ） 

  ● 金融派生商品業務全般について，健全な内部管理体制を構築すること。 

  ● リスク管理プロセスや内部管理体制の有効性につき，定期的かつ厳格な監査が行

われること。 

 （４） 各種リスクの性質に応じた具体的リスク管理手法 

  ● 信用リスクやマーケット・リスクについては，適切な手法によりリスク量を算出・

管理し，また適切なリスク・リミットを設定すること（ＶＡＬＵＥ ＡＴ ＲＩＳＫの考

え方を紹介）。 

  ● 流動性リスクについては，派生商品市場全体の流動性と資金調達の関連との両面

を認識すること。具体策としては，自行・大口取引先の信用不安や市場環境の悪化という

事態をも考慮して，リスク管理基準を策定すること。 

  ● オペレーション・リスクを削減するために，適切なコンピューターシステムの構

築と事務手続きの整備等を行うこと。 

  ● リーガル・リスクを限定するために，金融派生商品やネッティング契約の有効性

等につき，法律専門家によるチェックを通じ，充分確認すること。 
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事件番号 

平成２０（受）１６０２ 

事件名 

損害賠償請求事件 

裁判年月日 

平成２１年０７月０９日 

法廷名 

高裁判所第一小法廷 

裁判種別 

判決 

結果 

破棄自判 

判例集等巻・号・頁 

 集民 第２３１号２４１頁 

原審裁判所名 

東京高等裁判所 

原審事件番号 

平成２０（ネ）２８０ 

原審裁判年月日 

平成２０年０６月１９日 

 

主文 

原判決を破棄し，第１審判決中上告人敗訴部分を取り消す。 

前項の部分につき，被上告人の請求を棄却する。 

訴訟の総費用は被上告人の負担とする。 

 

 

理由 

上告代理人上甲悌二，同清水良寛の上告受理申立て理由第３ないし第７について 

１ 本件は，上告人の従業員らが営業成績を上げる目的で架空の売上げを計上したため有

価証券報告書に不実の記載がされ，その後同事実が公表されて上告人の株価が下落した

ことについて，公表前に上告人の株式を取得した被上告人が，上告人の代表取締役に従

業員らの不正行為を防止するためのリスク管理体制を構築すべき義務に違反した過失が

あり，その結果被上告人が損害を被ったなどと主張して，上告人に対し，会社法３５０

条に基づき損害賠償を請求する事案である。…（中略）。 
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２ 原審の適法に確定した事実関係の概要は，次のとおりである。 

（１）  上告人は，ソフトウェアの開発及び販売等を業とする株式会社であり，平成１

５年２月に東京証券取引所（以下「東証」という。）第２部に上場した。Ａは，上

告人設立以降現在まで上告人の代表取締役の地位にある。 

（２）  被上告人は，平成１６年９月１３日及び翌１４日，証券会社を通じて上告人の

株式を取得した者である。 

（３）  上告人の事業は，注文に応じてソフトウェアの受託開発等を行うソフトウェア

事業と大学向けの事務ソフト等の既製品を開発し販売するパッケージ事業に大別

され，パッケージ事業本部にはＣ事業部が設置されている。 

（４）  Ｂは，平成１２年４月に上告人のＣ事業部の部長に就任した。当時，Ｃ事業部

には，Ｂが部長を兼務する営業部のほか，注文書や検収書の形式面の確認を担当

するＢＭ課（ビジネスマネージメント課）及び事務ソフトの稼働の確認を担当す

るＣＲ部（カスタマーリレーション部）が設置されていた。また，当時の上告人

の職務分掌規定によれば，財務部の分掌業務は，資金の調達と運用・管理，債権

債務の管理等とされ，Ｃ事業部の分掌業務は，営業活動，営業事務（受注管理事

務，債権管理事務，売掛金の管理及び不良債権に対する処理方針の決定を含む。）

等とされていた。 

（５）  上告人のパッケージ事業は，上告人が，顧客であるＤ株式会社ほか１社（以下，

２社を単に「販売会社」という。）に事務ソフト等の製品を販売し，販売会社がエ

ンドユーザーである大学等に更にこれを販売するというものである。平成１２年

当時のパッケージ事業における事務手続（以下「本件事務手続」という。）の流れ

は，以下のとおりであった。 

ア Ｃ事業部の営業担当者が販売会社と交渉し，合意に至ると販売会社が注文書を営

業担当者に交付する。営業担当者は，注文書をＢＭ課に送付し，同課は受注処理

を行った上，営業担当者を通じて販売会社に検収を依頼する。 

イ ＣＲ部の担当者が，販売会社の担当者及びエンドユーザーである大学の関係者と

共に，納品された事務ソフトの検収を行う。 

ウ ＢＭ課は，販売会社から検収書を受領した上，売上処理を行い，上告人の財務部

に売上報告をする。財務部は，ＢＭ課から受領した注文書，検収書等を確認し，

これを売上げとして計上する。 

（６）  Ｂは，高い業績を達成し続けて自らの立場を維持するため，平成１２年９月以

降，Ｃ事業部の営業担当者である部下数名（以下「営業社員ら」という。）に対し，

後日正規の注文が獲得できる可能性の高い取引案件について，正式な注文がない段

階で注文書を偽造するなどして実際に注文があったかのように装い，売上げとして

架空計上する扱い（以下「本件不正行為」という。）をするよう指示した。 

Ｂの指示を受けて行われた本件不正行為の手法は，次のとおりであった。 
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ア 営業社員らは，偽造印を用いて販売会社名義の注文書を偽造し，ＢＭ課に送付

した。 

イ ＢＭ課では，偽造に気付かず受注処理を行って検収依頼書を作成し，営業社員

らに交付した。しかし，検収依頼書は販売会社に渡ることはなく，営業社員らに

よって検収済みとされたように偽造され，ＢＭ課に返送された。実際には大学に

対して製品は納品されておらず，ＣＲ部担当者によるシステムの稼働の確認もさ

れていなかったが，Ｂ及び営業社員ら（以下「Ｂら」という。）は，納品及び稼働

確認がされているかのような資料を作成した。 

ウ ＢＭ課では，検収書の偽造に気付かず売上処理を行い，財務部に売上げの報告

をした。財務部は，偽造された注文書及び検収書に基づき売上げを計上した。 

エ 財務部は，毎年９月の中間期末時点で，売掛金残高確認書の用紙を販売会社に

郵送し，確認の上返送するよう求めていた。また，毎年３月の期末時点には，上

告人との間で監査契約を締結していた監査法人も，売掛金残高確認書の用紙を販

売会社に郵送し，確認の上返送するよう求めていた。ところが，営業社員らは，

Ｂの指示を受けて，販売会社の担当者に対し，上告人等から封書が郵送される可

能性があるが，送付ミスであるから引き取りにいくまで開封せずに持っていてほ

しいなどと申し向け，これを販売会社から回収した上，用紙に金額等を記入し，

販売会社の偽造印を押捺するなどして販売会社が売掛金の残高を確認したかのよ

うに偽装し，財務部又は監査法人に送付していた。財務部及び監査法人は，偽造

された売掛金残高確認書において上告人の売掛金額と販売会社の買掛金額が一致

していたため，架空売上げによる債権を正常債権と認識していた。 

（７）  Ｂらは，当初は契約に至る可能性が高い案件のみを本件不正行為の対象として

いたが，次第に可能性が低い案件についても手を付けざるを得なくなり，売掛金

の滞留残高は増大していった。 

（８）   財務部は，回収予定日を過ぎた債権につき，Ｃ事業部から売掛金滞留残高報告

書を提出させていたが，Ｂらは，回収遅延の理由として，大学においてシステム

全体の稼働が延期されたことや，大学における予算獲得の失敗及び大学は単年度

予算主義であるため支払が期末に集中する傾向が強いことなどを挙げていた。財

務部は，これらの理由が合理的であると考え，また，販売会社との間で過去に紛

争が生じたことがなく，売掛金残高確認書も受領していると認識していたことか

ら，売掛金債権の存在について特に疑念を抱かず，直接販売会社に照会等をする

ことはしなかった。また，監査法人も，平成１６年３月期までの上告人の財務諸

表等につき適正であるとの意見を表明していた。 

（９）  上告人は，監査法人から売掛金残高の早期回収に向けた経営努力が必要である

旨の指摘を受け，代表取締役であるＡが販売会社と売掛金残高について話をした

ところ，双方の認識に相違があることが明らかになり，平成１６年１２月ころ，



 84 / 98 
 

本件不正行為が発覚した。 

（１０） （中略） 

（１１） （中略） 

３ 原審は，次のとおり判断して，被上告人の請求を一部認容すべきものとした。 

（１） 本件不正行為当時，Ｃ事業部は幅広い業務を分掌し，ＢＭ課及びＣＲ部が同事業

部に直属しているなど，上告人の組織体制及び本件事務手続にはＢらが企図すれば

容易に本件不正行為を行い得るリスクが内在していたにもかかわらず，上告人の代

表取締役であるＡは，上記リスクが現実化する可能性を予見せず，組織体制や本件

事務手続を改変するなどの対策を講じなかった。また，財務部は，長期間未回収と

なっている売掛金債権について，販売会社に直接売掛金債権の存在や遅延理由を確

認すべきであったのにこれを怠り，本件不正行為の発覚の遅れを招いたもので，こ

のことは，Ａが財務部によるリスク管理体制を機能させていなかったことを意味す

る。したがって，Ａには，上告人の代表取締役として適切なリスク管理体制を構築

すべき義務を怠った過失がある。 

（２） （中略） 

４ しかしながら，原審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。 

前記事実関係によれば，本件不正行為当時，上告人は，①職務分掌規定等を定めて事

業部門と財務部門を分離し，②Ｃ事業部について，営業部とは別に注文書や検収書の形

式面の確認を担当するＢＭ課及びソフトの稼働確認を担当するＣＲ部を設置し，それら

のチェックを経て財務部に売上報告がされる体制を整え，③監査法人との間で監査契約

を締結し，当該監査法人及び上告人の財務部が，それぞれ定期的に，販売会社あてに売

掛金残高確認書の用紙を郵送し，その返送を受ける方法で売掛金残高を確認することと

していたというのであるから，上告人は，通常想定される架空売上げの計上等の不正行

為を防止し得る程度の管理体制は整えていたものということができる。そして，本件不

正行為は，Ｃ事業部の部長がその部下である営業担当者数名と共謀して，販売会社の偽

造印を用いて注文書等を偽造し，ＢＭ課の担当者を欺いて財務部に架空の売上報告をさ

せたというもので，営業社員らが言葉巧みに販売会社の担当者を欺いて，監査法人及び

財務部が販売会社あてに郵送した売掛金残高確認書の用紙を未開封のまま回収し，金額

を記入して偽造印を押捺した同用紙を監査法人又は財務部に送付し，見掛け上は上告人

の売掛金額と販売会社の買掛金額が一致するように巧妙に偽装するという，通常容易に

想定し難い方法によるものであったということができる。 

また，本件以前に同様の手法による不正行為が行われたことがあったなど，上告人の

代表取締役であるＡにおいて本件不正行為の発生を予見すべきであったという特別な事

情も見当たらない。 

さらに，前記事実関係によれば，売掛金債権の回収遅延につきＢらが挙げていた理由
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は合理的なもので，販売会社との間で過去に紛争が生じたことがなく，監査法人も上告

人の財務諸表につき適正であるとの意見を表明していたというのであるから，財務部が，

Ｂらによる巧妙な偽装工作の結果，販売会社から適正な売掛金残高確認書を受領してい

るものと認識し，直接販売会社に売掛金債権の存在等を確認しなかったとしても，財務

部におけるリスク管理体制が機能していなかったということはできない。 

以上によれば，上告人の代表取締役であるＡに，Ｂらによる本件不正行為を防止する

ためのリスク管理体制を構築すべき義務に違反した過失があるということはできない。 

５ （中略） 

よって，裁判官全員一致の意見で，主文のとおり判決する。 

（裁判長裁判官 甲斐中辰夫 裁判官 涌井紀夫 裁判官 宮川光治 裁判官 櫻井龍子 

裁判官 金築誠志）
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事件番号 

平成２０年（ネ）第２８０号 

事件名 

損害賠償請求控訴事件 

裁判年月日 

平成２０年６月１９日 

法廷名 

東京高等裁判所 

裁判種別 

判決 

結果 

控訴棄却 

判例集等巻・号・頁 

金融・商事判例第１３２１号４２頁 

原審裁判所名 

東京地方裁判所 

原審事件番号 

平成１８（ワ）第１２８２０号 

原審事件名 

損害賠償請求事件 

原審裁判年月日 

平成１９年１１月２６日 

原審裁判種別 

判決 

原審結果 

請求認容 

原審判例集等巻・号・頁 

判例時報第１９９８号１４１頁 

 

 

主文 

１ 本件控訴を棄却する。 

２ 控訴費用は控訴人の負担とする。 
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事実及び理由 

第１ 控訴の趣旨 

１ 原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。 

２ 被控訴人の請求を棄却する。 

３ 訴訟費用は、第１、２審とも被控訴人の負担とする。 

第２ 事案の概要 

１ 本件は、被控訴人が東京証券取引所第２部に上場されていた控訴人の株式を所有し

ていたところ、控訴人が売上げの架空計上行為が発覚したとして従前の有価証券報告

書の売上高等を訂正する旨を発表し、控訴人の株式が監理ポストに割り当てられたこ

とにより、その株価が下落して損害を受けたことにつき、被控訴人が控訴人に対し、

控訴人代表者が当該不正行為を防止することができず、その結果、有価証券報告書に

虚偽の記載がなされたことが不法行為に当たると主張して、民法４４条１項に基づき

財産的損害として主位的に４６万円、予備的に３５万７６００円、調査料を含む慰謝

料として４０万円の支払を請求した事案である。 

原審は、被控訴人の請求は、財産的損害のうち予備的請求に係る３５万７６００円

の支払を求める限度で理由があるとして、これを認容し、その余は理由がないとして

棄却したので、控訴人がこれを不服として控訴した。 

２ （中略） 

第３ 当裁判所の判断 

１ 当裁判所も、被控訴人の請求は、財産的損害のうち予備的請求に係る３５万７６０

０円の支払を求める限度で理由があり、その余は理由がないと判断する。その理由は、

次のとおり付加訂正するほか、原判決の理由説示（「第３ 当裁判所の判断」）のとおり

であるから、これを引用する。 

  …（中略） 

２ よって、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから棄却することとし、主文

のとおり判決する。 

 

裁判長裁判官 吉戒修一 裁判官 藤山雅行 藤下 健 

 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝（以下、控訴審の付加訂正を加えた原審判決を示す）＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

主文 

一 被告は、原告に対し、金三五万七六〇〇円を支払え。 

二 原告のその余の請求を棄却する。 

三 訴訟費用はこれを五分し、その三を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。 
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事実及び理由 

第一 請求 

被告は、原告に対し、金八六万円を支払え。 

第二 事案の概要 

被告は、元従業員らによる売上げの架空計上行為が発覚したことを受け、当該不正

行為及び従前の有価証券報告書の売上高等を訂正する旨を発表し、後に有価証券報告

書の該当部分を訂正した。 

本件は、被告の株式を所有していた原告が、被告の代表者が当該不正行為を防止す

ることができず、その結果、有価証券報告書に虚偽の記載がなされたことが不法行為

に当たると主張して、被告に対し、民法四四条一項に基づき損害賠償を求めた事案で

ある。 

一 争いのない事実等（証拠によって認定した事実は末尾に証拠を掲記する。） 

（１）ア 被告は、ソフトウェアの開発及び販売等を業とする株式会社であり、平成一

五年二月に東京証券取引所（以下「東証」という。）第二部に上場した。 

イ 被告の事業は、ソフトウェア事業（顧客の注文に応じてソフトウェアの受託

開発等を行う事業）とパッケージ事業（大学向けの事務ソフト等の既製品を開

発し販売する事業）に大別され、被告のパッケージ事業本部は、控訴人の職務

分掌規程上、本社機構、東京事業本部及び大阪事業本部と並ぶ主要な組織であ

り、ＧＡＫＵＥＮ事業部が設置されている。 

ウ 丙川松夫（以下「被告代表者」という。）は、被告が設立されて以後、現在に

至るまで被告の代表取締役を務める者である。 

（２）被告による売上金の不正計上の公表等 

ア 被告は、平成一七年二月一〇日、「業績に影響を与える可能性のある事象の発

生について」と題する書面（以下「甲三の書面」という。）をもって、以下の趣

旨の事項を公表した。 

（ア） 被告の関係者によって、複数年度にわたり売掛金残高確認書、注文書及

び検収書等の捏造並びにこれらに伴う売上金額等の不正計上（以下「本件

不正行為」という。）が行われていたことが発覚した。 

（イ） 本件不正行為により、平成一六年九月ころまでの被告のパッケージ事業

の通算売上高に 大で合計一二億五〇〇〇万円程度の影響が、被告の売上

総利益、営業利益及び経常利益についてもほぼ同額の影響があると予想さ

れる。このうち、当期への影響は約三億円と予想される。 

（ウ） 過去の有価証券報告書等の縦覧資料については、本件不正行為の影響が

確定次第、速やかに訂正を行う。 

（エ） 本件に伴う処置により、パッケージ事業については今期及び過年度にお

いて多額の損失計上を余儀なくされるが、被告グループの売上高の約八
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〇％を占めるソフトウェア事業については、今回の事態による影響はなく、

当初の計画どおり堅調な業績推移を続けている。 

イ 被告は、同日、「通期業績予想の修正に関するお知らせ」と題する書面（以下

「乙一三の書面」という。）をもって、以下の趣旨の事項を公表した。 

（ア） 平成一六年一一月一二日の中間決算の発表の際に公表した平成一七年三

月期（平成一六年四月一日ないし平成一七年三月三一日）の業績予想を、

以下のとおり修正する。なお、正確な影響金額については今後の精査結果

によって軽減される可能性がある。 

連結業績予想における売上高、経常利益及び当期純利益（それぞれ八六

億四五〇〇万円、一〇億五〇〇〇万円及び五億五六〇〇万円）を、それぞ

れ七八億円、二億五〇〇〇万円及び一億三五〇〇万円に修正する。 

個別業績予想における売上高、経常利益及び当期純利益（それぞれ八五

億円、一〇億四〇〇〇万円及び五億五〇〇〇万円）を、それぞれ七六億円、

二億四〇〇〇万円及び一億三〇〇〇万円に修正する。 

（イ） 被告グループの売上げの約八〇％を占めるソフトウェア事業は、引き続

き概ね堅調な展開が見込まれているが、パッケージ事業については、教育

関連分野の受注環境の悪化等により現時点での業績の急回復は難しいと判

断した。また、本件不正行為による不正計上分について訂正した場合、今

期の業績に相当の影響が出ることを免れないと判断した。 

ウ 東証は、被告から過去の有価証券報告書を訂正する旨の報告を受け、平成一

七年二月一〇日、上場廃止基準（財務諸表に虚偽記載があること）に抵触する

おそれがあるとして、被告の株式を監理ポストに割り当てることとし、その旨

発表した。 

これを受けて、日本経済新聞等において、翌一一日、東証が被告の株式を監

理ポストに割り当てること、被告のパッケージ事業において売上げの不正計上

が発覚したこと、被告は売上高の見通しを従来より約八億円少ない七八億円に

引き下げ、平成一七年三月期の連結経常利益予想を従来より八億円少ない二億

五〇〇〇万円に下方修正すると発表したこと及び東証は、事実関係を把握した

上、市場への重大な影響が認められた場合には被告の株式を上場廃止とする可

能性があること等が報道された。 

エ 本件不正行為が発表された同年二月一〇日の被告の株価の終値は一二七〇円

であったところ、翌営業日である同月一四日以後、被告の株価はストップ安と

なる状況が続いたが、同月一七日に値がつき、同日の終値は五七〇円であった。 

オ 被告は、同月一八日、「過年度売上金額等訂正に係る中間報告」と題する書面

（以下「乙二の書面」という。）をもって、本件不正行為による影響額を排除し

た場合の平成一七年三月期及び過去四連結会計年度における被告グループの業
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績の概要（各期の売上高、経常利益及び税金等調整前当期純利益の訂正後の予

想額）を公表するとともに、以下の趣旨の事項を公表した。 

（ア） 連結売上げ等への影響総額は、一一億三五〇〇万円程度となる見込みで

あり、単体業績についても同様の影響が見込まれている。また、当期への

影響額は、現時点では軽微な額にとどまると考えている。 

（イ） 被告が上場申請をした直前の平成一四年三月期の税金等調整前当期純利

益は六億〇二〇〇万円であり、訂正後においても上場の形式基準額を十分

上回ると考えている。 

カ 被告は、平成一七年四月一四日、本件不正行為による財務諸表等への影響が判

明したとして、「過年度決算短信（連結・単独）の一部訂正について」と題する書

面をもって、平成一四年三月期、平成一五年三月期及び平成一六年三月期に関す

る決算短信（連結・単独）の訂正内容の概要を公表し、同日、当該各期の有価証

券報告書（以下「本件各有価証券報告書」という。）を訂正した。 

本件各有価証券報告書の訂正内容の概要は、別紙のとおりである（以下、訂正

前の本件各有価証券報告書の記載のうち、このときに訂正された記載を「本件不

実記載」という。）。 

キ 東証は、その後、被告の株式を上場廃止とはしなかった（弁論の全趣旨）。 

（３）被告のパッケージ事業の概要及び本件不正行為等 

ア 被告のパッケージ事業における商流は、被告が、顧客である販売会社（主とし

て日本アイ・ビー・エム株式会社及び日本アイビーエム・アプリケーション・ソ

リューション株式会社である。以下、当該二社を併せて「日本ＩＢＭ二社」とい

う。）に事務ソフト等の製品を販売し、販売会社がエンドユーザーである大学等に

さらに販売するというものであった。 

イ 被告のパッケージ事業において本来的に予定されていた事務手続（以下「本件

事務手続」という。）は、以下のとおりである。 

（ア） ＧＡＫＵＥＮ事業部の営業担当者が販売会社と交渉し、合意に至ると販売

会社から被告に注文書が届く。営業担当者は、注文書を受け取ると、同事業

部のＢＭ課（適正な利益の計上のため、伝票や書類の形式面を確認すること

を担当する部門）へ送付し、同課は受注処理を行った上で検収書を作成し、

営業担当者を通じて販売会社に検収を依頼する。 

（イ） 同事業部のＣＲ部の担当者が、エンドユーザーである大学に赴き、販売会

社の担当者及び大学の関係者と共に、納品された事務ソフトに基づきシステ

ムが稼働することを見届けて、 終的な検収が行われる。 

（ウ） ＢＭ課は、販売会社から検収書を受領すると、売上処理を行い、財務部に

対し売上報告を行う。 

（エ） 財務部は、毎年九月の中間期末時点には、経理規定に基づき売掛金残高確
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認書の用紙を販売会社に郵送し、販売会社による確認を得た後で同書面の返

送を受ける。また、毎年三月の期末時点には、被告の監査法人が売掛金残高

確認書の用紙を販売会社に郵送し、販売会社による確認を得た後で同書面の

返送を受ける。 

ウ 本件不正行為は、ＧＡＫＵＥＮ事業部の元事業部長である丁原竹夫（以下「元

事業部長」という。）及びその部下数名が、平成一二年九月から平成一六年一二月

までの間、主要販売会社計四社の印鑑、注文書、検収書及び売掛金残高確認書を

偽造するなどして、売上総額一一億四〇〇〇万円を架空に計上したというもので

ある。 

被告においては、本件不正行為を見抜くことができなかったため、本件各有価

証券報告書に本件不実記載がなされることとなった。 

（４）原告による株取引 

ア 原告は、被告の平成一六年三月期の有価証券報告書によれば、被告の 近の業

績が安定していること及び当期予想も増益であったこと等から、被告を比較的安

全な会社であると考え、平成一六年九月一三日及び翌一四日、証券会社を通じて、

被告の株式を合計六〇〇株（以下「本件株式」という。）、一株当たり一二一五円

で取得した。 

イ 原告は、平成一七年二月一〇日の甲三の文書の公表及び翌一一日の新聞報道を

受けて、被告の株価が急落したことから、同月一八日、本件株式のすべてを、一

株五一〇円で売却した。 

二 争点 

（１）本件不正行為及び本件不実記載に関し、被告代表者に過失があったか 

（２）損害額 

三 争点（１）について（中略） 

四 争点（２）について（中略） 

第三 当裁判所の判断 

一 《証拠略》によれば以下の事実が認められる。 

（１）被告の組織体制の概要等 

ア 本件不正行為が始まった平成一二年九月当時、被告のパッケージ事業本部は、

控訴人の職務分掌規程上、本社機構、東京事業本部及び大阪事業本部と並ぶ主要

な組織であり、製品品質管理室及び元事業部長が統括するＧＡＫＵＥＮ事業部が

設置され、同事業部には、元事業部長が部長を兼務する営業部の他、ＣＲ部、Ｐ

Ｄ部及びＢＭ課が設置されていた。 

イ 本件不正行為当時の被告の職務分掌規定によれば、被告の財務部及びＧＡＫＵ

ＥＮ事業部の分掌業務は以下のとおりである。 

（ア） 財務部は、本社機構内に置かれた財務・経理に関する事項を行う部門であ
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り、その分掌業務は、資金の調達と運用・管理、資産運用、債権債務の管理、

決算業務、主計業務（会計諸伝票、帳簿及び証憑書類の整理保管、売掛金、

買掛金の管理及び他部門との照合）等である。 

（イ） ＧＡＫＵＥＮ事業部の分掌業務は、営業活動（ソフトウェア商品の受注、

契約及び納入等、ソフトウェア商品等の仕入れ及び販売、ソフトウェア商品

の開発販売に伴う売掛金の回収を含む。）、営業事務（受注管理事務、債権管

理事務、売掛金の管理及び不良債権に対する処理方針の決定を含む。）、ソフ

トウェア製品の制作、書記業務（各種伝票資料の管理を含む。）等である。 

ウ 本件不正行為当時の被告の職務権限規程によれば、代表取締役の職務には、各

部門の業務活動を調整・統括すること、適正な全社的人事政策を樹立し、幹部職

員の適切な任免等を行うこと、経営を も効果的に推進するための全社的組織を

維持し、その健全な運営を図ること並びに社内規程の制定及び改廃（取締役会の

権限とされるものを除く。）が含まれることとされていた。 

エ 本件不正行為当時の被告の開発部門の職務権限及び稟議決裁基準によれば、事

業部長は、売上計画、請求計画及び回収計画の作成に関する事項に関する決裁権

限、顧客と締結する基本契約書の承認権限、注文書の決裁権限並びに請求書及び

売上伝票の発行についての承認権限を有していた。また、同基準によれば、営業

事務に関する事項のうち、回収遅延管理は財務部の主管とされていた。 

オ 本件不正行為当時の被告の経理規程には、以下の趣旨の規定がある。 

（ア） 商品等の販売により発生する売上債権は、債権の発生を証する証憑書類に

基づき、業務責任者（管理部門、営業部門及びシステム部門等の各部門の部

門長をいう（三条）。）の確認を得て計上しなければならない（五六条）。 

（イ） 販売のため商品を出荷した場合、業務担当者は直ちに相手方に出荷案内を

行い、同時に請求書を債務者に発行しなければならない。当該請求書は、業

務責任者の確認がなければならない（五七条）。 

（ウ） 債権債務は、その発生から消滅に至るまで、得意先別及び購入先別に記録、

整理して業務責任者が掌握し管理しなければならない（六一条）。 

（エ） 債権は、契約書に定められた期間中に回収するものとし、この期間を超え

て債権がなお未回収の場合には、業務責任者から本社の経理部門に報告する

とともに適切な保全処置をとらなければならない（六二条）。 

（オ） 債権、債務については、本社の経理部門会計責任者は相手先と残高を照合

し、常に正確な残高を把握するとともに、必要に応じて相手先からその残高

確認を取り寄せなければならない（六三条）。 

（２）本件不正行為の背景と詳細等 

ア 元事業部長は、平成六年五月一日に被告に入社し、平成一二年四月にＧＡＫＵ

ＥＮ事業部の事業部長に就任した。 
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元事業部長は、常に高い業績を達成することで、上司の関与を避けつつ同事業

部内でのワンマン体制を構築していたが、業績を達成して自らの立場を維持する

ため、後日に正規の注文が獲得できる可能性の高い取引案件を、「先行売上」（正

式な注文がない段階で実際に注文があったかのごとく装い、売上げとして計上す

ること）と称して後記の手法で架空計上し始めた。 

イ 注文書及び検収書の偽造 

（ア） 本来、被告が販売会社から受注を受ける際は、被告の営業社員が販売会社

と交渉し、双方が合意した後に販売会社から注文書が届くこととなっていた

が、本件不正行為においては、被告の元営業社員が架空の日本ＩＢＭ二社名

義の注文書を偽造し、ＧＡＫＵＥＮ事業部ＢＭ課へ送付していた。同課では、

当該注文書に日本ＩＢＭ二社の部門長名等が明記されており、部門印も押印

されていたため、偽造に気付かず受注処理を行っていた。 

（イ） 元事業部長らは、実際には被告の製品は出荷されていないにもかかわらず、

架空の出荷指示書を作成していた。 

（ウ） ＢＭ課は、偽造された注文書の記載に基づき検収書を作成し、元営業社員

に交付していた。ＢＭ課としては、元営業社員が本件事務手続のとおりに販

売会社に対し検収を依頼しているものと認識していたが、検収書は日本ＩＢ

Ｍ二社に渡ることはなく、検収済みとされたように偽造され、ＢＭ課に返送

されていた。ＢＭ課では、検収書の偽造に気付かずに売上処理を行い、財務

部に売上げの報告をしていた。 

（エ） 実際には、エンドユーザーである大学に対しては被告の製品は納品されて

おらず、同事業部のＣＲ部の担当者によるシステムの稼働の確認も行われて

いなかったが、元事業部長らによって、実際に納品や稼働確認がなされてい

るかのような資料が作成されていた。 

（オ） 財務部は、ＢＭ課からの売上報告につき、検収書等を確認した上で、偽造

された注文書及び検収書に基づき架空の売上げを計上していた。 

ウ 売掛金残高確認書の偽造 

本件不正行為においては、財務部及び監査法人が、日本ＩＢＭ二社宛てに売掛

金残高確認書の用紙を郵送していたものの、その様式は単に売掛金の残高を記載

してその確認を求めるもので、売掛金の明細は記載されておらず、これを送付す

る際に直接相手方と連絡を取り合うこともなかったため、元事業部長らが、これ

を被告による送付ミスであるなどと述べて販売会社から回収していた。元事業部

長らは、同書面に金額と会社名等を記入し、偽造印を押印するなどして日本ＩＢ

Ｍ二社が売掛金の残高の確認をしたかのように偽造し、財務部又は監査法人に返

送していた。 

財務部及び監査法人は、偽造された残高確認書において被告の売掛金額と販売
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会社の買掛金額が一致していたため、架空売上げによる債権を正常債権と認識し

ていた。 

（３）被告における売掛金債権の管理等 

ア 被告の財務部では、毎月、売上計上時に登録された入金予定日を過ぎても未回

収の売掛金債権について、売掛金年齢調表（取引先ごとの売掛金を、入金予定日

を経過した期間によって分類したもの）及び売掛金滞留残高報告書を営業部門に

提示し、個別に遅延理由の報告を求めていたが、これらを取引先に直接送付した

り、その確認を求めることはなかった。 

各事業部門は、売掛金滞留残高報告書に売掛金の回収の遅延理由と回収予定日

等を記入して財務部に提出し、取引先と交渉するなどして回収促進を行うことと

されていた。 

イ 被告の大学向け事務ソフトの売掛金債権は、検収がなされたことをもって売上

げとして計上され、検収後一定の期間内に回収するものとされていた。エンドユ

ーザーである大学において、事務ソフトのパッケージを単品として採用する場合

は、検収から二か月ないし三か月程度で売掛金は回収されていたが、大学が複数

のパッケージを採用する場合等には、システム全体の稼働が確認され 終的な検

収がなされてから、回収まで一年半程度かかることがあった。しかしながら、検

収から二年間以上回収がなされないことは例外的であった。 

ウ 財務部は、本件不正行為に係る売掛金債権についても、回収予定日を過ぎたも

のについては、ＧＡＫＵＥＮ事業部から売掛金滞留残高報告書の提出を受けてい

た。元事業部長らは、当該報告書において、回収が遅延している理由として、大

学においてシステム全体の稼働が延期されたこと、大学における予算獲得の失敗

及び大学は単年度予算主義であるため支払が期末に集中する傾向が強いこと等を

挙げていた。 

エ 財務部は、元事業部長らの挙げた大学業界の特殊性等の理由が合理的であると

考えたこと、日本ＩＢＭ二社とは過去にトラブルが生じたことがなかったこと及

び日本ＩＢＭ二社との間では売掛金残高確認書が交わされていると考えていたこ

とから、売掛金債権の回収が遅延していることについて特段の違和感を持たなか

った。 

オ 被告における入金管理と元事業部長らによる滞留債権の消込み 

（ア） 被告においては、売掛金債権について入金があった場合、銀行からの入金

通知及び取引先からの支払通知が財務部に届くことになっていたが、財務部

が直接売掛金債権と入金との照合を行うことはなく、事業部から個別の案件

ごとに消込み明細情報の提供を受けて照合がなされることとされていた。 

（イ） 元事業部長らは、架空売上げの売掛金債権のうち、二年を超えても未回収

のものが目立ち始めると、ＢＭ課の担当者に対して、正規案件の入金を、回
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収が遅延している架空の売掛金債権に対する入金として消込みを行うよう指

示し、ＢＭ課は、当該指示どおりに消込み明細情報を財務部に提出した。 

財務部では、当該情報に基づき入金を処理したため、三年を超える滞留債

権は見かけ上存在せず、ＧＡＫＵＥＮ事業部では長期滞留債権の回収努力が

なされているかのような状況が続いていた。結局、本件不正行為が発覚する

まで、財務部は、架空の売掛金債権について直接日本ＩＢＭ二社に照会する

ことはなかった。 

（ウ） 本件不正行為が発覚した当時、本件不正行為による架空の売掛金債権の中

には、約二年半もの間回収がなされていないものもあった。 

（４） 被告が監査契約を締結していた監査法人は、本件不正行為が発覚するまでの間、 

被告の財務諸表等について適正意見を表明していた。 

（５）本件不正行為の発覚及びその後の経緯 

ア 被告は、平成一六年一月、監査法人から、パッケージ事業における日本ＩＢＭ二

社の売掛金残高の増加及び回収期間の長期化に関して、早期回収に向けた経営努

力が必要である旨の指摘を受けた。そして、その後、被告代表者が日本ＩＢＭ二

社と売掛金残高について会話したことから、双方の売掛金残高の認識に相違があ

ることが明らかとなり、本件不正行為が発覚した。 

イ （中略） 

ウ （中略） 

二 争点（１）（本件不正行為及び本件不実記載に関し、被告代表者に過失があったか）に

ついて 

（１） 証券取引法二四条一項及び企業内容等の開示に関する内閣府令一五条は、上場

会社等に定期的、継続的な有価証券報告書の提出を義務づけ、投資者に対し、流

通市場において有価証券に投資するに際しての基本的な判断資料を提供させるこ

ととしている。 

有価証券報告書等に虚偽記載があった場合の流通市場における発行会社の無過

失責任を定める同法二一条の二（平成一六年一二月一日施行）は、同日前に提出

された有価証券報告書等については適用されないため（平成一六年法律第九七号

附則五条）、本件に同条は適用されないが、有価証券の公正円滑な流通の確保及び

投資者保護のため、有価証券報告書の記載内容は正確を期すべきことが要請され

ている（同法二四条の四、一九七条一項一号参照）。 

被告は、会社の業績を判断するに際しての基本的な事項である売上高、経常利

益及び当期純利益等について、数年間にわたり有価証券報告書に虚偽の記載をし

たものである。 

（２）ア この点について、被告は、本件不正行為当時の被告の内部統制システムは被

告の事業内容及び規模等からすれば相当なものであって被告代表者には過失は
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ない、本件不正行為は本件事務手続から逸脱したものではなく、元事業部長ら

による巧妙な隠蔽工作にまで耐え得るような内部統制システムを構築すること

は取締役の義務の範囲を超えていると主張する。 

イ 確かに、前記認定のとおり、元事業部長らによる注文書、出荷指示書、検収

書及び売掛金残高確認書の偽造等といった隠蔽工作により、本件不正行為は、

形式的には本件事務手続から逸脱するものではなかったといえる。 

しかしながら、前記認定のとおり、本件不正行為当時、ＧＡＫＵＥＮ事業部

はソフトウェア商品の納入、売掛金の回収、不良債権の処理方針の決定及び各

種伝票資料の管理を含む幅広い業務を分掌しており、注文書や検収書の形式面

の確認を担当するＢＭ課及びエンドユーザーである大学に赴き、事務ソフトの

稼働の確認を担当するＣＲ部が同事業部に直属していたことが認められる。こ

のような被告の組織体制に基づき構築されたものと解される本件事務手続にお

いては、ＢＭ課が作成した検収書は、元営業社員を経由して販売会社に送付す

ることとされていたが、これが元事業部長らによる検収書の偽造を可能とした

要因であったと認めることができる。また、本件事務手続においては、ソフト

ウェア商品の出荷、納品及び大学におけるシステムの稼働確認といった業務を

すべて同事業部が行うこととされていたために、実際には商品の出荷、納品及

びＣＲ部の担当者による大学におけるシステムの稼働確認がなされていないに

もかかわらず、元事業部長らによってこれらの作業がなされたかのような資料

を作成することが可能となったものと認めることができる。 

このようにみると、本件不正行為当時のＧＡＫＵＥＮ事業部の組織体制及び

本件事務手続には、元事業部長ら同事業部の上層部が企図すれば、容易に本件

不正行為を行い得るリスクが内在していたというべきである。 

そして、被告代表者は、被告の取締役及び代表取締役として、被告の健全な

運営を図るため、各部門の適切なリスク管理体制を構築し、機能させる義務を

負うものと解するのが相当であるところ、上記本件事務手続の流れを踏まえて、

不正行為がなされる可能性を意識すれば、本件不正行為当時においても、被告

代表者が上記リスクが現実化する可能性を予見することは可能であり、また、

当該リスクを排除ないし低減させる対策を講じることが可能であったというべ

きである。 

にもかかわらず、被告代表者は、各部門に不正はないものと過信し、組織体

制や本件事務手続を改変するなどして当該リスクを排除ないし低減させる対策

を講じることをせず、適切なリスク管理体制を構築すべき義務を怠ったものと

いうべきである。 

（３）ア 本件不正行為の発覚が遅れたことについては、元事業部長らが、売掛金債権

の回収が遅れている原因について、大学業界の特殊性等によるなどと一見合理
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的に思える説明をしていたこと及び正規案件の入金を架空の売掛金債権に対す

る入金として消込みを行うなどの隠蔽工作を行ったことが一因となったことは

否定できない。 

イ しかしながら、そもそも被告においては、債権債務の管理及び売掛金債権の

回収遅延管理は財務部の担当とされていたにもかかわらず、取引先からの入金

と個々の売掛金債権との照合を財務部が直接行うことをせず、事業部からの消

込み明細情報の提供を受けて行うこととされていたのであって、元事業部長ら

に前記消込み工作を可能にする余地を残した原因はこの点にあるというべきで

ある。 

また、この点を措いても、前記認定のとおり、ＧＡＫＵＥＮ事業部の大学向

け事務ソフトの売掛金債権の回収は、場合によっては売上計上されてから回収

まで一年半程度かかることがあったものの、二年間以上回収がなされないこと

は例外的であったところ、本件不正行為に係る売掛金債権には、二年間以上経

過しても未回収のものも生じていたのであり、控訴人の経理規程６２条、６３

条によれば、債権は、契約書に定められた期間中に回収するものとし、この期

間を超えて債権がなお未回収の場合は、業務責任者から本社の経理部門に報告

するとともに適切な保全措置をとらなければならず、債権、債務については、

本社の経理部門会計責任者は相手先と残高を照合し、常に正確な残高を把握す

るとともに必要に応じて相手先からその残高確認を取り寄せねばならないこと

とされていたのであるから、本社の経理部門である財務部としては、同事業部

が一見合理的な回収遅延理由を報告したり、日本ＩＢＭ二社名義の売掛金残高

確認書が存したとしても、財務部が独自に直接日本ＩＢＭ二社に対して売掛金

債権の存在や遅延理由を確認したり、被告に対する入金額がどの売掛金債権に

対するものなのかを確認したりすべきであったものというべきであり、また、

財務部がこれらの措置を採ることは可能であったというべきである。 

にもかかわらず、財務部はこれらの措置を採ることを怠り、その結果本件不

正行為の発覚が遅れたことが認められる。そして、このことは、被告代表者が

財務部に適切な措置を採らせることを怠り、財務部によるリスク管理体制を機

能させていなかったことを意味するものといえるから、被告代表者は、この点

においても、前記の各部門の適切なリスク管理体制を構築し、機能させる義務

を怠ったものというべきである。 

（４）ア 以上のとおり、控訴人においては、本件不正行為当時のＧＡＫＵＥＮ事業部の

組織体制及び本件事務手続には、本件不正行為を行い得るリスクが内在していた

にもかかわらず、適切なリスク管理体制が構築されず、また、当時のリスク管理

体制の下においても財務部が経理規程に基づく事務処理を忠実に履行せず取引

先に対し適時的確に残高確認を求めたり、不明な点があれば更に確認を求めるこ
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となどを怠ったことにより、元事業部長らによる本件不正行為を容易にし、その

発覚の遅れを招いたものと認めることができ、控訴人代表者には、このような各

部門の適切なリスク管理体制を構築し、機能させる義務を怠った過失があり、そ

の結果、本件不正行為の発生を招くとともに、本件各有価証券報告書に本件不実

記載がなされたことが認められる。そして、被告代表者の当該各行為は、不法行

為（民法七〇九条）を構成するものというべきである（以下「本件不法行為」と

いう。）。 

被告は、企業が整備すべきリスク管理体制について、経営判断の問題として

会社経営の専門家である取締役が広い裁量の下に決すベきものであり、事後的

に求められる水準をもって本件の判断基準とすることは結果責任を問うことに

なり妥当でないとも主張するが、前記判示のとおり、本件不正行為当時にあっ

ても、控訴人に前記リスクが内在しており、控訴人代表者はそれが現実化する

可能性を予見すること及びそれを排除ないし低減させる対策を講じることは可

能であり、また、経理規程等を財務部が忠実に順守していれば本件不正行為を

未然に防止し、又は速やかに発見することが可能であったと認めることができ

るから、控訴人代表者はその経営判断上前記義務を果たすことは十分可能であ

ったというべきであるから、この点に関する被告の主張は採用できない。 

なお、不正計上が行われた期間、被告の監査法人が適正意見を表明していた

事実は上記判断を左右するものではない。 

なお、控訴人は、前記控訴人の主張（３）のとおり主張するが、証券取引法

２１条の２が新設される以前においても、株式の発行会社は、流通市場でその

株式を取得した者に対して有価証券報告書等の虚偽記載について民法に基づく

損害賠償責任を負っていたものと解され、また、株式会社の業績が取締役の過

失により悪化して株価が下落した場合には、これによって損害を受けた株主が

当該会社に対し個別的に損害賠償請求をすることを妨げる理由は見当たらず、

それが株主平等の原則に反するものとも、信義則に反し又は権利の濫用に当た

るとも認められない。 

イ そして、被告代表者の本件不法行為は、被告の職務を行うについてなされた

ものであるから、被告は本件不法行為について、民法四四条に基づき原告に生

じた損害を賠償すべき義務を負うものというべきである。 

三 争点（２）（損害額）について（中略） 

第四 結論 

以上によれば、主文第一項の限度で理由があるからその範囲について認容し、その

余は理由がないから棄却することとし、主文のとおり判決する。 

（裁判長裁判官 荒井 勉 裁判官 梅本圭一郎 吉田豊） 
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