
 

1 

平成 24 年 12 月 4 日 

各 位 

 

会 社 名    株式会社オ リ バ ー 

代表者名  代表取締役社長 大川 博美 

（コード番号 7959 名証第二部） 

問合せ先  執行役員管理部長 杉浦 福太郎 

（TEL.0564-27-2800） 

 

第三者調査委員会の報告書受領と当社の対応方針について 

 

当社は、平成 24 年 10 月 30 日付け「当社元従業員による不正行為に関するお知らせ」及び平成

24 年 11 月 7 日付け「第三者調査委員会設置に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、

当社元従業員による不正行為の事実関係の調査と再発防止策の検討を進めてまいりました。 

社内調査委員会（委員長：当社代表取締役 大川 博美）による調査結果を受け、平成 24 年 12

月 3 日、第三者調査委員会（委員長：加毛 修 弁護士）から調査報告書を受領いたしましたので、

その内容と今後の対応等について、下記のとおりご報告させていただきます。 

 

株主の皆様、お取引先様、投資家及び市場関係者の皆様をはじめ関係各位に、ご迷惑とご心配

をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます。 

 

記 

１. 社内調査委員会による調査報告書の内容 

報告内容は、添付資料１「社内調査委員会 調査報告書（要約）」をご覧ください。 

 

２. 第三者調査委員会による調査報告書の内容 

報告内容は、添付資料２「第三者調査委員会 調査報告書（要約）」をご覧ください。 

 

３. 第三者調査委員会の調査報告書を受けた今後の対応について 

 平成 24 年 12 月 3 日に受領いたしました第三者調査委員会の調査報告書の内容を踏まえ、後述

４の関係者の処分及び経営責任の明確化に加え、第三者調査委員会の提言による下記の再発防止

策に沿って改善してまいります。 

 

(1) コンプライアンスの徹底とコンプライアンス・マニュアルの改訂 

(2) 各種規程集の見直しと実務との整合性の確認 

(3) 成果主義及び昇進・昇給制度の改革 

(4) 取締役会及び監査役会の更なる活性化 

(5) 管理・コンプライアンス部門の充実化 
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 また、これら再発防止策の実行のため、「経営改革委員会」(仮称)を設置し、業務体制及びコン

プライアンス並びに管理部門の改革を実施してまいります。 

 

４. 関係者の処分と経営責任について 

一連の不正取引を主導的に行ったと認められる当社元執行役員兼医療福祉営業部長は現在

行方不明であるため、当社は平成 24 年 9 月 28 日開催の賞罰委員会において、不法な架空取

引をしていたこと及び無断欠勤等を理由として懲戒解雇手続きを開始し、翌日の 9 月 29 日開

催の取締役会において執行役員から解任いたしました。 

社内調査の結果、関係部署の他の社員については一連の不正行為への直接的な関与は認め

られませんでしたが、同じ部署にいながら長年にわたって当該不正行為を見逃してきた点及

び関連取引に関する納入の確認が十分徹底されていなかったなど、一定の責任が認められた

ため、関係部署の社員については、社内の人事手続きにより厳正な処分をいたしました。 

さらに、管理監督責任を負う当社取締役及び監査役については、今回の事態の重要性につ

いて厳粛に受け止め、その経営責任を明確にするため以下の処分を行うことといたしました。

  

代表取締役社長 大川 博美  報酬の 30％を三ヶ月減額 

取締役副社長 中根 研吉  報酬の 30％を三ヶ月減額 

取締役常務 大川 和昌  報酬の 30％を三ヶ月減額 

取締役常務 福岡 博之  報酬の 30％を三ヶ月減額 

その他の取締役   報酬の 10％を一ヶ月減額 

常勤監査役 早見 誠一 報酬の 5％を一ヶ月減額 

 

５. 再発防止策 

(1) コンプライアンスの徹底とコンプライアンス・マニュアルの改訂 

現行のコンプライアンス・マニュアル(2003 年 4 月制定)を改訂するとともに、経営幹

部も含めた全従業員向けに、コンプライアンス・マニュアルの周知徹底と、コンプライ

アンス意識の向上を目的とした社内教育プログラムを充実させます。 

 

(2) 各種規程集の見直しと実務との整合性の確認 

① 直送取引に関する職務分掌及び社内業務手順・規程の見直し 

今回、不正取引の温床となった直送取引（外部発注の製商品が当社を経由せず、仕入

先から納入先に直接発送される取引）については、通常の自社製商品販売とは異なり、

一定の決裁金額上限の設定はあるものの営業部に発注権限が有り、他部署からの牽制が

効きにくい状況にありました。 

今後、営業部における発注権限を廃止、マーケティング本部内に第一購買（カタログ

関連商品の購買）、第二購買（カタログ外製商品の購買）を購買部門として新たに設置し、

受注部署と発注部署との職務分掌を再構築いたします。 

具体的には従来直送取引として営業部で発注がなされていた取引について、今後営業

部では、指定様式による収支案件管理表、お客様からの発注書、製品図面や仕様書を必
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ず添えた上で、金額基準に応じた管理者の承認後、第二購買部門に発注依頼を行う、と

いう社内業務手順に変更いたします。 

また上記に合わせて、決裁権限規程等の職務権限関連規程の見直しを行い、職務分掌

に関する再整理を行うとともに、組織体制・権限分離を基礎とした相互内部牽制による

内部統制の強化を行います。 

 

② 直送取引に関する物品受領確認 

今回の不正取引の背景には、直送取引につき、取引の実在性を担保する客先への納入

事実の確認が十分網羅的に行われていなかったという事実があったことを踏まえ、関連

する社内ルールを改訂の上、全ての直送取引に関し、物品の受領の確認を徹底すること

にいたします。 

具体的には、施設案件などお施主様への納入時に商品の納入状況を確認し検収を行う

ことにいたします。新築案件など納入時に検収が取れない場合についても納入後、当社

販売店様、お施主様立ち合いのもと事後的に検収を頂き当社営業部門でこれらの証憑の

回収管理を徹底させます。 

また、内部監査においても当該手続きを重点的にチェックすることで、新ルールの徹

底を図る予定です。 

 

③ 業務効率重視のための例外的な取扱いの見直し 

今回の不正取引を可能にした要因として、通常の業務手順に加え、一部の業務につい

て例外的な取扱いが認められていたことがあげられます。具体的には得意先への請求書

については、管理部電算課での作成・発行が原則となっていましたが、業務用家具市場

における物件締めと言う商習慣により、各営業所で客先要望に応じた請求書を発行でき

るようにするため、申請を受けた取引先への請求書については、営業所における発行が

認められていました。このことが今回の不正の手口に利用されたという事実を踏まえ、

今後、請求書の発行については、例外なくすべて管理部電算課で作成し、直接送付する

ものといたします。 

また、仕入取引に関しては新規取引時の承認手続きが継続取引よりもゆるいスポット

取引※が今回の不正取引の一部の取引について利用されていましたが、このような例外

的な取扱いが不適切に利用されることがないように、スポット取引に関する利用要件を

限定すると共に、内部監査においても重点的に事後チェックを行う予定です。 

  

※「スポット取引」：継続取引のための新規取引開始時の申請承認を要せず、その

都度、承認を受け行われる取引 

 

④ 規程の改訂に対する社員向け説明会の実施 

各種業務関連規程の改訂を受け、本社及び全営業所の従業員には当該改訂等に関する

社内説明会を実施し、関連する社内規程及び関連業務手順の理解とその順守を徹底させ
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ます。 

 

(3) 成果主義及び昇進・昇給制度の改革 

① 予算設定方針の見直し 

予算の設定時において営業担当役員は、各部門が設定した営業予算が過度のノルマ

とならないように、予算が事業環境や市場状況等も勘案した妥当性・健全性のある予

算となるように、一連の予算設定プロセスについても管理指導することといたします。 

 

② 人事評価制度・人事政策方針の見直し 

今回の不正取引の背景の一つであると考えられる、売上高及び営業利益に関する予

算達成といった営業数値面に重点が置かれた成果主義及び昇進・昇給制度について見

直しを行います。 

具体的には営業部門において売上予算・利益予算の達成評価のみならず、プロセス

評価や管理能力評価などの人物評価を組み入れ、昇進試験の導入と過去の実績などを

総合的に評価し公平公正を基準に部門長ヒアリングなどを経て決めることといたしま

す。 

また、本事案は元営業部長が同部署で 10 年以上その責任者として従事し、また そ

の部下もほぼ固定されていたことが不正の背景にあったと考え、部門利益優先の人事

政策を改め、定期的なローテーション人事の仕組みを構築いたします。 

 

(4) 取締役会及び監査役会の更なる活性化 

① 取締役会の監督機能の強化 

当社における実質的な意思決定を担っている経営会議に対し、取締役の業務執行を監

督するという取締役会の機能を活性化するため、両会議それぞれの権限を規程の改訂に

より明確にいたします。 

また、取締役会が取締役の業務執行について十分な管理監督機能を果たせるように開

催頻度を増やし、また同時に審議事項の充実も図ります。 

 

② 監査役会の機能向上 

監査役会についても開催頻度を増やすと共に、より実効的な監査役機能を果たしてい

ただくため、監査役にはより多くの取締役会への出席を要請いたします。社外監査役機

能面においても見識のある専門家を選任し協議の充実化を図ります。また取締役の職務

執行について十分な監査を行うため、内部監査室とも連携し、監査の範囲や頻度の拡大

を図る予定です。 

 

(5) 管理・コンプライアンス部門の充実化 

① コンプライアンス委員会の設置 

社長（経営会議）の諮問機関としてコンプライアンス委員会を設置し、社内のコンプ
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ライアンス体制の拡充に向け、以下の役割を担います。 

・当社のコンプライアンス体制の再構築 

・当社のコンプライアンスプログラムの策定及びメンテナンス 

・法令遵守等の実施状況の定期的モニタリング 

・コンプライアンスについての研修・啓蒙活動 

・問題発生時の調査と対応 

・当社員からの相談窓口 

 

② 内部監査体制の充実と内部監査の強化 

今回の不正行為については、結果として当時の内部監査において発見できなかったと

いう事実に鑑み、今後内部監査をより強化するため、内部統制課を社長直轄の内部監査

室とするとともに、東京本社にも内部監査室の分室を設置し、人員増員も含め内部監査

体制自体も拡充させます。また内部監査の充実にむけ、具体的には実施頻度の向上、監

査実施対象範囲の拡大等を図る予定です。 

また、内部監査時には今回の不正行為の再発防止に向け前項までに記載した各種対策

のフォローアップを確実に行い、今後継続的にチェックすることにより、改訂後の各種

規程やマニュアル、ルールの運用確保にも努め、モニタリング機能の強化にも努めて参

ります。 

 

  

６. 総括 

当社といたしまして、この度の架空・循環取引なる不正行為を防ぐことが出来ず、株主の

皆様、当社のお客様、仕入先様、又、関係各位に多大なるご迷惑とご心痛をおかけする事と

なり誠に申し訳なく存じております。今後はコンプライアンスを徹底し、二度と同じ過ちを

起こさない決意でございます。 

経営陣、社員一同、心新たに社内体制の構築と信頼の回復に努め精進いたします。何卒、

ご理解と今後ともご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 

 

以 上 
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第１ 不正取引が行われていた医療福祉営業部の位置付け及び事業内容 

１ 社内における医療福祉営業部の位置付け 

株式会社オリバー（以下「オリバー」という。）は、家具・インテリア事業を営

んでいる。オリバーにおける医療福祉営業部の位置付けは、下記図１のとおりで

ある。 

 

（図１、会社組織図、2012 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 医療福祉営業部の事業内容 

医療福祉営業部（所在地：東京都江戸川区）は、関東地区を中心に全国の医療

施設、高齢者施設向けの業務用家具（待合ロビー椅子、食堂椅子、食堂テーブル、

多機能電動椅子、床頭台、居室キャビネット等）を販売する部門であり、医療・

高齢者施設向け家具カタログなどを用いるなどして、施主や設備販売業者に対し、

インテリアプランの設計、提案もしている。 
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医療施設、高齢者施設には、国公立病院、高齢者の治療及びリハビリを目的と

した長期療養型病院、特別養護老人ホーム、有料老人ホームなどの施設があり、

各施設における共有スペースの施設家具（待合ロビー椅子、食堂椅子、食堂テー

ブル等）については医療機器販売会社、医療コンサルティング会社、医薬品卸会

社、または事務機器販売会社などと提携して販売し、病室内家具（床頭台、居室

キャビネット、医療システム機器等）は、医療施設の病室内におけるテレビ課金

システム販売を主業とするロケーションベンダー会社、レンタル会社などを通じ

て販売している。 

いずれの場合も、医療・施設向け家具カタログを用いて販売するほか、医療施

設、高齢者施設においては、他の同業施設との差別化を目的として施設オリジナ

ルの特注家具を要望することが多くあり、その施設にあった家具を特注で製作、

販売している。この場合における特注家具の手配については、営業担当者が製造

を依頼する仕入先に対して製品の仕様などの打合せを行った上で製品を発注し、

販売する体制となっている。 

なお、医療福祉営業部医療第 2 営業所は、その主たる販売先が、施設の病室内

におけるテレビ課金システム販売を主業とするロケーションベンダー会社及びロ

ケーションベンダー会社を取引先とする医療商社に特化しており、医療福祉営業

部医療第 2 営業所における当該ビジネスは、他の営業部門とは異なる特殊なビジ

ネス形態となっている。 

 

第２ 社内調査委員会の設置及び目的 

１ 社内調査委員会の設置に至る経緯 

(1) 架空取引の疑いの浮上 

2012年 9月 25日にオリバーの取引先であるＣ社のＨ社長他3名がオリバー

に来社し、オリバー副社長、営業企画部部長代理、医療第 2 営業所所長が応

対した。この面談において、Ｃ社のオリバー東京本社口に対する売掛債権が

100 百万円以上あること、当該債権に対して執行役員医療福祉営業部長（同日

現在、以下「元営業部長」という。）の作成した念書が存在する旨の説明を受

けた。Ｃ社のオリバー東京本社口に対応する、オリバーにおける債権債務の

状況は、その時点では売掛金約 67 百万円、買掛金約 1百万円であり、売掛債

権が約 66 百万円多い状態であった。オリバーにおいてＣ社の取引担当者であ

る元営業部長に対し取引状況の確認を行おうとしたところ、元営業部長は同

年 9月 24 日、出社後、長野県へ出張に出かけ不在であり、その後所在が不明

となり現在に至っている。Ｃ社より入手した、元営業部長がＣ社に提出した

とされる 2012 年 9 月 19 日付け「支払い回答書」には、オリバーの認識して

いない買掛債務の支払い及びオリバーの関与しない他社間の取引についてオ

リバーが手形裏書後支払うという内容が記されていたことから、オリバーに
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おいてＣ社との取引状況を確認したところ、納品実態の無い架空取引がある

疑いが浮上した。 

 

(2) 内部調査の開始及び社内調査委員会の設置 

以上のとおり、2012 年 9 月 25 日にＣ社に対する売掛金について架空取引の

疑いが生じ、かつ元営業部長の所在が不明になったことから、事実関係の有

無及びその内容の詳細な解明を行うため、同年 9月 28 日、オリバー代表取締

役社長を委員長とする社内調査委員会を設置した。その後 10月初旬にかけて、

医療福祉営業部員である営業推進部部長代理、医療第 2営業所所長、医療第 2

営業所所長代理、医療第 1 営業所所長、事務職員 2 名、以前に元営業部長と

同じ部署にいた関係でロジング部部長の 7 名に対しヒアリングを行った。ま

た、Ｃ社を含む複数の取引先との面談、ヒアリング及び資料の提供を受け、

それらの情報を分析した。この結果、過去数年間におけるＣ社との取引を含

む複数の会社（以下「特定取引先 6社」という。後述第４の２（3）に各社と

の関係を記載している。）との取引において、架空の売上計上、架空の仕入計

上の疑いがあることが判明した。なお、医療福祉営業部員らは、自らの関与

を全面的に否定した。 

オリバーは、社内において当該取引を行った元営業部長の所在が不明であ

るため事実認定の供述は得られないものの、社内調査委員会に社外の有識者

を招聘した上で詳細な調査を行った結果、取引の詳細は未だ明らかではなか

ったものの、何らかの架空取引があったとの判断から、同年 10 月 30 日、オ

リバーにおいて本件不正取引（以下「不正取引」という。）が行われていたこ

とが判明した旨、及び社内調査委員会の設置の事実を開示した。その後、同

年 11 月 6 日、第三者調査委員会（以下「第三者委員会」という。）を設置し、

同年 11 月 7 日にその事実を開示した。 

 

２ 社内調査委員会の構成 

 

社内調査委員会のメンバーは、以下のとおりである。 

 

委員長  大川 博美（代表取締役社長） 

副委員長 村上 周一（専務取締役マーケティング本部長） 

委員   早見 誠一（監査役） 

       杉浦 福太郎（執行役員管理部長） 

       鈴木 浩（管理部内部統制課次長） 

       森 雅紀（管理部経理課次長） 

       寺田 正主（浅沼・杉浦法律事務所、弁護士） 
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３ 社内調査委員会の目的 

社内調査委員会の設置当初、その目的を①不正取引に関する事実関係の調査・

解明、②過年度決算への影響額の確定、③再発防止策の策定、④上記①乃至③の

調査結果を記載した調査報告書の作成としていた。しかし、その後オリバーにお

いて 2012 年 11 月 6 日に第三者委員会を設置し、同委員会の目的に上記③の調査

が含まれることになったため、第三者委員会との役割分担を図るため、社内調査

委員会の目的を上記①、②及びその調査結果を記載した調査報告書の作成に限定

することにした。 

なお、不正取引に関する取締役の責任の所在については、現在、第三者委員会

において調査中であり、社内調査委員会の調査対象には含まれていない。 

 

第３ 調査体制、調査対象及び調査方法の概要 

社内調査委員会は、2012 年 9 月 28 日に設置された後、直ちに調査を開始し、以

後、本調査報告書作成日である同年 11 月 30 日までの間、以下のとおり調査を行

った。 

 

１ 調査体制 

社内調査委員会の委員長及び委員のほか、調査補助者として、オリバー管理部、

営業企画部から 15 名余り、及び外部専門家チームとして株式会社アカウンティン

グ・アドバイザリー所属の公認会計士等 8名を加え、調査を行った。 

 

２ 調査対象取引 

(1) 不正取引の特殊性 

医療福祉営業部員へのヒアリング、特定取引先 6 社との面談、資料の分析

によれば、元営業部長が決裁権限を悪用し、独断で複数の取引先と架空・循

環取引を行っていたことが判明した。これら架空・循環取引は、直送取引（オ

リバーが仕入先に商品を発注し、販売先である医療商社またはロケーション

ベンダー会社に売却するものの、商品は仕入先から医療施設に直送して、設

置する）を利用したもので、元営業部長が営業担当として、商品の発注から

販売、納品まですべてを担当していた。元営業部長は、医療福祉営業部を統

括する立場にあり、部下にこれら取引に関与させることはせず、仕入先への

商品発注、販売先への納品・請求書作成など元営業部長の管轄下の営業部事

務職員に入力処理を行わせ、単独ですべての業務処理を実行していたもので

あった。 

この様に、不正の手口は、直送取引を利用し、出荷・納品・設置が行われ

ていないという事実を隠し、かつ、特定取引先 6 社の協力を得て、納品書、

請求書等の証憑書類に基づき入出金を行い、社内において架空・循環取引で
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あることを隠蔽していたものである。商品がオリバーに入荷し、その後オリ

バーから出荷される取引については、商品の移動が他の社員の手を通るため、

不正に対する牽制が利いている。したがって、調査対象とする取引は、直送

取引とする（直送取引金額は、46 期の売上高のうち、約 50％を占める）。 

直送取引のうち、元営業部長が統括する医療福祉営業部のその他の取引に

おいても同様な不正が行われた可能性があるため、医療福祉営業部の取引を

中心に調査することとした。ただし、これら特定取引先 6 社は、医療福祉営

業部の取引のみならず、他の営業部門でも取引関係にあるため、その他の営

業部門における取引についても調査対象とする。 

また、調査の中で架空・循環取引の取引相手として特定取引先 6 社以外の

取引先がリストアップされたため、一定額以上の取引高がある取引先につい

ては、関与の可能性がある会社としてその他の取引先とは区分けして調査を

行い、一連の取引に関する関与の有無を判別する、という視点から検討を加

えた。 

 

(2) 医療福祉営業部 

(a) 特定取引先 6 社との取引 

特定取引先 6社との過去 8年間（2004 年 10 月 21 日から 2012 年 10 月 20

日まで）の取引のうち 1,000 千円以上の全取引 

(b) 関与の可能性がある会社との取引 

過去 7年間（2005 年 10 月 21 日から 2012 年 10 月 20 日まで）の取引のう

ち 3,000 千円以上の全取引 

(c) その他の取引先との取引 

元営業部長の管理下にあった営業部門のため、その他の取引先との取引

についても調査の対象とした。 

過去 7年間（2005 年 10 月 21 日から 2012 年 10 月 20 日まで）の取引のう

ち 3,000 千円以上の全取引 

なお、同期間の 1,000 千円以上 3,000 千円未満の取引については、各期

任意に 3件を抽出 

 

(3) その他の営業部門 

(a) 特定取引先 6 社との取引 

過去 7年間（2005 年 10 月 21 日から 2012 年 10 月 20 日まで）の取引のう

ち 3,000 千円以上の全取引 

(b) 関与の可能性がある会社との取引 

過去 7年間（2005 年 10 月 21 日から 2012 年 10 月 20 日まで）の取引のう

ち 3,000 千円以上の全取引 

(c) その他の取引先との取引 
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その他の営業部門におけるその他の取引先との取引については、今回の

一連の架空・循環取引による不正取引への関与とは別に、他の同様の架

空・循環取引が計上されていないか、という観点から調査の対象とした。 

10,000 千円以上の取引に関しては、 近 2年間（2010 年 10 月 21 日から

2012年10月20日まで）の取引のうち10,000千円以上の全取引及び5,000

千円以上 10,000 千円未満の取引に関しては各期任意に 20 件抽出した取

引 

 

３ 調査対象期間 

本調査の対象期間は、不正取引の類型が複数・多岐にわたる上、それぞれが長

期間かつ多数回に及んでいるために関係証憑類の量、納品現場の数が膨大であり、

限られた時間内における精査には限界があったこと、元営業部長の所在が不明な

中での医療福祉営業部員など関係者の記憶の状況などを総合的に判断して、記

録・資料の信頼性が確認できる範囲において調査を行い、事実の確定と訂正額の

確認ができた範囲において、2005 年度以降について決算の訂正を行うべきと判断

した。 

 

４ 調査項目 

(1) 取引の実在性の確認及び架空・循環取引の特定 

本事案は実際には商品の納入が行われていないにも関わらず、あたかもオ

リバーが取引先から商品を仕入れ、別の取引先へ販売（直送納入）されたか

のように偽装されていた。そこで架空取引の疑いがある取引をオリバーの取

引記録（会計記録）から抽出し、取引された商品が現実に存在し、確かに販

売先（ユーザー）に引き渡された取引であるかどうかを調査することで、取

引の実在性確認を実施、架空・循環取引の特定を行った。 

(2) 特定取引先の確定 

不正取引を実現するためには社外の協力者の存在が必要不可欠であること

から、不正取引に関わった関与会社（特定取引先）を確定させるため、関与

の可能性がある会社については、ヒアリングを実施するとともに関連取引の

証憑書類の調査を行った。 

(3) 循環取引の全体把握 

循環取引に関わった特定取引先から過去の仕入/売上に関するデータ等を

入手し、オリバー及び特定取引先相互間における仕入/売上取引を相互に突合

し、循環取引による資金の流れを推定、一連の循環取引による 2012 年 10 月

20 日時点における各社の資金ポジションの算定を行った。 

(4) 偶発債務の確認 

2012 年 10 月、特定取引先 6社の一つであるＥ社は、オリバーに対して不正
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行為に関連して、不法行為に基づく損害賠償金仮払仮処分命令の申立を行っ

た。その訴状による損害賠償請求額は 493 百万円（百万円未満切り捨て）で

ある。また、2012 年 10 月、特定取引先 6社の一つであるＡ社が、破産申立の

手続きを行い、2012 年 11 月に破産手続開始決定の旨の情報を得た。 

今後、一連の循環取引に関与した特定取引先及びその他の関連した取引先

から損害賠償を求められる或いは訴訟を起こされるおそれがあるため、これ

らが決算に与える影響額を算定あるいは見積もるにあたり、事実関係の確認

をすることにした。 

 

５ 調査手法 

(1) ヒアリング 

不正取引のオリバーにおける主導者と認められる元営業部長は、前述のと

おり 2012 年 9 月 24 日から現在に至るまで所在が不明となっており供述が得

られないことから、医療福祉営業部員を中心にヒアリングを行った。また、

特定取引先 6 社についてもヒアリングを行った。特定取引先 6 社とのヒアリ

ングの中で、元営業部長が作成したとされる指示書（特定取引先 6 社に対す

る販売先・販売価格、仕入先・仕入価格、取引日、物件名（施設名）、商品名、

数量などを指示する書類）などが提出されたため、これら各種資料も参考資

料とした。 

 

(2) 証憑書類の確認 

本件では、元営業部長が特定取引先 6 社との取引について、あたかも商品

の製造あるいは出荷が行われていたかのように偽装した疑いがあるため、オ

リバーの保管する証憑書類によって取引の実在性を判別することは困難であ

った。また、特定取引先 6 社から元営業部長から指示されたとする取引指示

書、見積書、発注書、検収書、納品書、請求書などの証憑書類の提供を受け、

精査した。取引の流れから一部の証憑書類間で不整合な点も散見されたが、

一般的な循環取引と同様に取引関連書類は整備されていたため、取引の実在

性を判別することは困難であった。 

 

(3) 取引の実在性の確認 

そこで、前述２「調査対象取引」(2) (a)、(b)及び(3) (a)で調査対象とし

た取引については、その実在性を確認するため、以下の手順で調査を実施し

た。 

まず、（Ⅰ）当該取引に関し当時の担当営業者か同部署の営業担当者に取引

の商品納入時に立ち会ったことを記憶しているかどうかについて確認を行っ

た（立ち会い記憶がある場合は立ち会い担当者氏名も記載回答）。 
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次に当該回答結果に応じて以下の追加調査を行った。(Ⅱ-A)商品納入時の

立ち会いを行った記憶がある取引については、当該立ち会いの事実及び納品

物の実在を客観的に確認するために、以下の書類・証憑にて裏取り確認を行

い、現品納品の実在が確認された取引については、実在性ある取引とし架空・

循環取引ではないと判定した。 

・営業日報 

・納品現場の写真 

・図面 

・引き渡し先の受領印等の入った証憑 

 

裏付けが取れなかった取引については、(Ⅰ)にて立ち会い記憶が不明瞭な

取引と合わせて、(Ⅱ-B)取引データに記載のある医療機関等の納入先に、営

業担当者及びそれ以外の者も必ず同行するかたちで訪問、当該納入先の施設

課等担当部署に商品購入の事実確認を行うと共に、取引データにある商品に

ついて目視により現物納品確認を行った。現場訪問により、現品納品の実在

が確認された取引については、実在性ある取引とし架空・循環取引ではない

と判定した。 

 

前述２「調査対象取引」(3) (b)で調査対象とした取引については、架空・

循環取引でないことを確認するため、前述の(Ⅱ-B)と同様に現物納品確認を

行い、その他の営業部門におけるその他の取引先との取引には架空・循環取

引が含まれていないかを判定した。 

 

(4) 電子データの調査 

元営業部長の使用していたパソコン及びメールサーバーに保存されている

電子メールの調査を行った。元営業部長の 2000 年以降 8,289 件の電子メール

につき、検索語 39 語（特定取引先 6社の企業名、担当者名、及び床頭台、ベ

ッドサイド機器、システム機器などの商品名等）を用いて絞り込んだ上で、

約 128 件の電子メールとその添付ファイルを調査した。 

 

(5) その他 

その他、ヒアリングや電子データの調査等によって得られた情報の中で、

決算に影響を与える可能性のあるものについては、個別に証憑書類その他の

書類・記録の収集を行って実態の調査を行った。 

 

６ 社内調査の制約 

調査報告書作成日現在、元営業部長の所在が不明であるため事実認定の供述は



 

9 

得られていない。また、特定取引先 6 社に資料提供やヒアリングの協力を求めた

が、任意の調査協力であり、利害関係が対立しているため、一部の取引先からは

必ずしも十分な協力は得られていない。 

オリバーに保管されている証憑書類について、元営業部長が一部捏造している

可能性があり、特定取引先 6 社から提供を受けた証憑書類との整合性にも疑問を

生じさせるものが散見される。また、特定取引先 6 社から提供を受けた証憑書類

も不完全なものである可能性がある。 

架空・循環取引であるか否かを認定するため、売上記録に基づく納入場所へ現

物確認を行ったが、一部施設に立ち入ることができず現物確認ができなかったこ

と、施設の担当者への確認に際して記憶が定かではなかったこと、売上記録に基

づく納入数量が現物確認の数量と一致していなかったなど、元営業部長本人の供

述がない中で、これら現物確認が不十分であった取引に関しては、保守的に架空・

循環取引であると認定している。 

 

第４ 調査結果 

１ 不正取引の概要 

(1) 納入実態のない架空・循環取引 

調査の結果、医療福祉営業部において、元営業部長の主導のもと、不正取

引が行われていたことが明らかになった。不正取引の詳細については後記５

で詳述するが、理解を容易にするために、まず、医療福祉営業部における通

常の取引形態の概要について説明する。医療施設において、第１の２「医療

福祉営業部の事業内容」に記載のとおり、同業施設との差別化や施設オリジ

ナルとして施設側から看護師及び患者から上がってきた要望を聞き、機能的

でデザインの良い家具に仕上げるべく営業担当者は製造依頼をする仕入先と

の打ち合わせを綿密に行う。また、単品で大量に発注するために、試作品で

検証を行い、施設側に図面承認を得た上で契約先より正式に注文書を受け取

り製作に着手する。さらに営業担当者は中間検査、出荷前検査を仕入先工場

で実施し、品質の確認をした上で、指定日に遅れることなく、営業担当者立

会のもと、施設への納品を行う。 終的には指定場所に設置され、傷、汚れ

等無いことを検査確認し、施設側施主及び販売店へ引き渡しを行っている。 

次に、不正取引における取引形態の概要を説明する。元営業部長の主導の

もと行われた不正取引の舞台となった医療機器業界は、業界特有の帳合取引

（帳簿上の取引相手先と商流の上の実際の相手先とが異なる取引を含み、具

体的には、仕入先と納入業者との間に伝票を通す帳合先を入れる取引）が存

在すると言われている。しかしながら、今回の案件は、帳合取引のみならず、

納入実態がない架空の取引を創出し特定取引先に協力を得たものである。 

2005 年頃以降、元営業部長が、医療施設・高齢者施設からの発注が無いに
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も関わらず、発注があったように偽装し、Ａ社、Ｂ社及びＣ社に対し仕入取

引及び売上取引を指示することにより、取引に関連する証憑書類を作成させ、

一定の支払条件のもと資金決済をしていた。具体的には、Ａ社に架空の発注

を行い、商品の実態が無いにも関わらずオリバーがＡ社から仕入を行い、Ｂ

社またはＣ社に売上を計上していた。オリバーから架空の仕入を計上したＢ

社またはＣ社は、元営業部長の指示に従い、当該仕入れた架空商品に利益を

乗せてオリバーまたは他の特定取引先（Ａ社、Ｂ社及びＣ社）に販売するこ

とにより、取引をオリバー及び特定取引先間で循環させ、このような架空取

引を特定取引先間で繰り返すことにより各社が利益を計上していた。 

なお、オリバーは特定取引先からの架空仕入額に対して 10～15％程度の利

益を乗せて販売しており、また、Ａ社、Ｂ社及びＣ社は各仕入額に対して 3％

程度の利益を乗せて販売していた。 

その結果、オリバー及び特定取引先 3 社間で架空・循環取引を繰り返すう

ちに、架空・循環取引金額は各社に計上された利益相当分だけ増加すること

になり、架空・循環取引に係る資金の決済が困難となってきたため、2008 年

頃からＤ社、2010 年頃からＦ社、2011 年頃からＥ社を架空・循環取引の一環

に組み込み、元営業部長の指示に基づき、オリバー及び特定取引先 6 社間で

架空・循環取引を 2012 年 9 月の架空取引発覚まで継続的に行っていた。 

一般的に循環取引は、ある会社が取引の起点になり、複数の会社を通じて

販売取引が実施され、 終的には自社が販売した商品等がこれら複数の会社

を経由して自社に戻り、在庫等として保有される。経済的には、循環取引に

加担した各社が利益を計上し、循環取引の起点で 終的に商品等が戻ってく

る会社において、戻ってきた商品は各社で嵩上げされた含み益を乗せて棚卸

資産に計上される。一方、元営業部長が仕組んだ循環取引は、商品の移動が

伴っていないものであり、その点から架空・循環取引と呼ぶ。架空・循環取

引に関連してファイナンス機能を担った会社を除き、各社では仕入取引及び

販売取引が同時に発生し、それぞれの会社において在庫を保有することもな

い。なお、一般的な循環取引と同様に、取引先が実在し、実際に資金決済が

行われ、取引に関する証憑書類が偽造されるという特徴は、元営業部長が仕

組んだ架空・循環取引においても当てはまる。 

 

(2) 納入実態のある取引に係る取引先への協力のための帳合取引 

2010 年 11 月頃から 2011 年 10 月頃にかけて、7施設に対する病室ベッドサ

イド機器の販売、7 取引総額 101 百万円が行われた。これら 7 取引について、

医療福祉営業部員の証言によれば、販売先と納入施設が決まり、同時に商品

の仕入先も決まっていた取引に対して、元営業部長の指示により、オリバー
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と仕入先との間にＣ社を噛ませる、すなわち帳合取引をＣ社に付けるという

行為が行われていた。その結果、オリバーは、当初の仕入先からの仕入では

なく、Ｃ社からの仕入となり、商流は、当初仕入先→Ｃ社→オリバー→販売

先となる。この取引において、Ｃ社は、3％程度の利益を計上していた。 

元営業部長が所在不明で事実関係をヒアリングできないため、これらの取

引を行った背景は不明であるが、当初の仕入先は今回の特定取引先 6 社とは

関係のない製造メーカーであり、医療施設への商品納入には営業部員が立ち

会っているなど、実在取引であったと認定できたので、本事案の訂正すべき

取引から除外する。 

 

２ 不正取引が行われていた医療福祉営業部の組織概要並びに社内関与者及び不正取

引の相手方となった取引先 

(1) 医療福祉営業部の組織概要（2012 年度） 

医療福祉営業部は、下図のとおり 5 部署で構成されており、うち営業推進

を除く 4 部署においては販売予算を有している。医療福祉営業部の所属人員

数は、元営業部長を含めて 15 名である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 社内関与者 

不正取引に関与した社内関与者は、元営業部長であり、その経歴は以下の

とおりである。 

1980 年 4 月、当社入社後、1984 年 5 月北九州営業所長、1987 年 10 月神戸

営業所長、1993 年 10 月横浜支店長を経て、2004 年 10 月に医療・福祉営業部

長代理となった。その後、2008 年 4 月に医療・福祉部長となり、2010 年 10

月には執行役員に就任し、執行役員 医療・福祉部長、2011 年 10 月に執行役

員 医療福祉営業部長となった。なお、社内調査委員会として、本事案にお

ける医療福祉営業部在籍者の内で実務上関連があった社員 8 名の事情聴取を

実施し、元営業部長の所在が不明なため事実認定の供述は得られないものの、

聴取した社員の供述によれば、元営業部長以外の社内関与者がいるという証

言は得られなかった。 

 

医療福祉営業部（元営業部長）

営業推進（1名） 

医療第１営業所（4名） 

医療第２営業所（4名） 

医療第３営業所（2名） 

福祉営業所（3名） 
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(3) 医療福祉営業部と不正取引の相手方となった取引先との関係 

医療福祉営業部において行われていた不正取引については、後述４及び５

において詳述するが、元営業部長と以下の各取引先との密接な関係が不正取

引を引き起こす要因となったと考えられる。 

(a) Ａ社 

元営業部長とＡ社との関係は、Ａ社先代社長、Ｉ氏が 1998 年頃、事業

に行き詰まった際に、元営業部長がＩ氏に床頭台生産を依頼したことか

ら、オリバーとの取引を拡大させたことに始まる。 

オリバーにとってＡ社は、床頭台の仕入先であり、2012 年 10 月期の仕

入高は、130 百万円であったものの、そのうち 33 百万円は架空・循環取

引に関連した仕入高であった（過去における架空・循環取引に係る仕入

高は、第４の７「不正取引に係る年度別取引額」参照）。 

架空・循環取引においては、Ａ社はＢ社またはＣ社からの架空仕入額

に対して 3％程度の利益を乗せてオリバーに架空売上を行うことにより

利益を計上している。その一方で、Ａ社のＢ社に対する仕入代金の支払

サイトは、オリバーに対する売上代金の回収サイトよりも短くなってい

るため、Ａ社においては、売上代金の回収より前に仕入代金の支払をす

る必要があり、Ａ社が架空・循環取引により生じた債権・債務の決済資

金の振出し元となっていたと推測される。 

Ａ社からの元営業部長への金銭的供与は、Ａ社取締役Ｊ氏へのヒアリ

ングにおいて、先代社長Ｉ氏が当該支出は、本来はＡ社がなすべき営業

活動をオリバーの元営業部長が代行していたため、Ａ社の営業経費とし

て支出したという認識をしていた旨の話があった。要求に従い元営業部

長の個人銀行口座への現金振込（2002 年 12 月より 2012 年 8 月までの期

間において、不定期に合計 4,991 千円の振込み）と元営業部長が使った

飲食代金の支払（2004 年 3 月より 2012 年 4 月までの期間において、不定

期に合計 5,955 千円の支払い）の合計金額 10,946 千円であった。 

 

(b) Ｂ社 

1993 年 11 月に元営業部長は、横浜支店支店長として着任し、取引先で

あるＫ社から病院の床頭台の案件があり、支店長の元営業部長が全面的

に商談に加わることになった。このＫ社の販売先がＢ社であり、両者間

の取引を数件無事にまとめたことから信頼関係ができ、現Ｂ社取締役営

業本部長Ｌ氏との関係が構築されていった。直接の取引となったのは、

Ｋ社担当が変わってからと推測される。1996 年頃、元営業部長の横浜支

店勤務時代はこの床頭台ビジネスで営業成績も良かった。2001 年東京事

業部部長として移動した際にもＢ社を顧客として横浜支店ではなく東京
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事業部口座に移管し関係が継続することとなっていった。その後、飲食、

ゴルフ等で付き合いは深耕していったと思われる。Ｂ社は本件、架空・

循環取引において当初からのメンバーであると推察しており、この床頭

台ビジネスから架空・循環取引に発展させ、 も親密な関係にある会社

であると推測している。2012 年 10 月期のオリバーのＢ社への売上高は

314 百万円であり、そのうちの架空売上は 283 百万円であった（過去にお

ける架空・循環取引に係る売上高は、第４の７「不正取引に係る年度別

取引額」参照）。 

 

(c) Ｃ社 

元営業部長とＣ社の関係は 2002 年 4 月に新規口座が開設され始まった。

Ｃ社は、医療市場に参入する時期において、元営業部長が得意とする床

頭台を病院に委託するという方式に乗り、関係が深まっていった。2012

年 10 月期のオリバーのＣ社向け売上高は 203 百万円であり、そのうちの

架空売上は 142 百万円であった（過去における架空・循環取引に係る売

上高は、第４の７「不正取引に係る年度別取引額」参照）。Ｃ社に対する

オリバーの通常取引としては、Ｏ事業部・特販部において病院施設、老

人保健施設、クリニック等の病室木製家具及び TV アーム、4 点ロックキ

ャスターの機器類を販売していた。逆にＣ社からはシステム機器などを

仕入れた形になっていたが、そのほとんどが架空であった。Ｃ社との債

権債務の精算は、相殺処理となっていて違算の出難い勘定であったため、

取引金額は大きかったものの発見出来なった。 

 

(d) Ｄ社 

Ｄ社とは 2002 年頃取引が開始されたと思われる。医療用カーテンが主

力であるが単価が安いため、金額の大きい家具什器及び医療機器の販売

も積極的に行っている。2012 年 10 月期のオリバーの売上は 102 百万円で

あり、そのうち架空売上は 64 百万円であった（過去における架空・循環

取引に係る売上高は、第４の７「不正取引に係る年度別取引額」参照）。

元営業部長は、Ｄ社とは帳合に入れて貸しを作り、関係深耕を画策しよ

うとしたと思われるが、Ｄ社としては販売代金が入金された後に、仕入

先に支払うという条件で取引に関わっていた。案件連絡として元営業部

長から指示書が届くため、物件の確認はせず、社内ルールに則って作業

をしたとのＤ社部長Ｎ氏からの証言を得た。 

 

 

(e) Ｅ社 
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Ｅ社との取引は、2011 年 1 月に始まった。架空・循環取引が加速度的

に巨大化したのがＥ社の出現によってである。管工事業、船舶の建造及

び修理工事を主業とするＥ社が床頭台 TVアーム販売をオリバーの仲介に

入ることでＥ社は仕入先に現金で支払い、オリバーからは 120 日手形を

受け取るという条件で 8～10％の利ざやを取るという合意をした。例えば、

2011 年 1 月 17 日Ｐ病院として、Ｂ社から 14,240 千円で仕入れ、オリバ

ーへ 15,828 千円で販売しており、その際の利ざやは 1,588 千円で 10％で

あったと記録されている。元営業部長は、Ｅ社から約 1 年半に渡り毎月

300 千円の現金振込の他、接待交際費 2,190 千円、出張費 996 千円、ギフ

ト券 1,069 千円、展示会経費 5,340 千円で合計 9,597 千円を捻出させて

いた。Ｅ社側もそれに見合った利益があるという判断の下で支払いをし

ていたと思われる。事実、Ｅ社の売上高は、2011 年 7 月期 618 百万円だ

ったのが、2012 年 7 月期には 1,550 百万円、前年比 2.5 倍となっている

のは、まさにこの架空・循環取引によるものと思われる。2012 年 10 月期

のオリバーの仕入高は、374 百万円、そのうち 324 百万円は架空・循環取

引に関連した仕入高であった（過去における架空・循環取引に係る仕入

高は、第４の７「不正取引に係る年度別取引額」参照）。関連する取引の

ほとんどが元営業部長の FAX 指示書で指示されており、一部電話連絡と

いうこともあったと証言を得た。 

 

(f) Ｆ社 

Ｆ社との取引は 2006 年に開始された。Ｆ社は療養病床の差額ベッドビ

ジネスでは労災病院、日赤病院に強く、元営業部長としては何としても

取引を始めたい先であったと思われる。元営業部長は、Ｆ社Ｍ部長が東

京に在籍していた 2006 年に知り合った。Ｆ社は前述のように特別療養環

境改善ビジネス（差額部屋）において、病室箱物家具・間仕切り家具か

ら内装工事・設備工事を請け負って成果を上げてきている。2012 年 10 月

期のオリバーの売上は 221 百万円であり、その内架空売上は 156 百万円

であった（過去における架空・循環取引に係る売上高は、第４の７「不

正取引に係る年度別取引額」参照）。Ｆ社Ｍ部長によれば、医療機器業界

の慣例で、帳合取引が普通に行われており、何の違和感もなく帳合をし

ていたが、Ｆ社本社経理部から当該取引には問題があるとの指摘があり、

取引をやめる旨、元営業部長に 2012 年 8 月頃申し入れをしたとの証言を

得た。 

 

以上の特定取引先 6社とオリバーの取引規模は、以下のとおりである。 
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2012 年 10 月期 オリバーとの取引高 (単位：百万円)

  売上高 仕入高 

  合計 （通常取引） （架空取引） 合計 （通常取引） （架空取引）

 Ａ社 - - - 130 97 33

 Ｂ社 314 31 283 - - - 

 Ｃ社 203 61 142 226 35 191

 Ｄ社 102 38 64 - - - 

 Ｅ社 - - - 374 50 324

 Ｆ社 221 65 156 - - - 

合計 840 195 645 730 182 548

 

(g) 関与の可能性がある会社 

特定取引先 6 社以外に関与の可能性がある取引先としてリストアップ

された取引先については、調査の結果、それら会社の関連する取引のほ

とんどが現物の引き渡しを伴う実在取引であった。一連の不正への直接

的な関与を示す事実は認められず、一部存在した架空・循環取引（特定

取引先→オリバー→関与の可能性がある会社の商流か、関与の可能性が

ある会社→オリバー→特定取引先の商流）は架空・循環取引を機能させ

るため特定取引先間の取引の間に一時的に組み込まれたと想定されるた

め、不正取引に関する特定取引先とは取り扱っていない。なお、これら

一部存在した架空・循環取引における特定取引先の先の商流については、

十分な証拠資料が入手出来なかったため判明していない。そのため、資

金の循環に関する資金フローが網羅的に把握できておらず、取引分析上、

オリバー及び特定取引先からの未還流の資金流出入が残っている。 

 

３ 不正取引に関連する内部規程及び監査体制 

(1) 内部規程 

(a) 職務権限及び業務分掌 

元営業部長が担当役員（執行役員）を務めていた、医療福祉営業部は、

営業統括本部下にある、営業部の一つとして位置付けられる。営業部に

おいては、販売管理（受注、発注（購買）等の決定）を行うほか、取引

先管理（与信管理等）を行う。 

管理部電算課においては伝票管理（売上指示書と納品書及び各伝票等

の照合並びに売上に関する納品書及び請求書の発行業務等）を行い、管

理部経理課においては電算事務（仕訳伝票等の電算機への入力及び照合）、

収支管理事務（売掛金や手形等の管理）、出納事務（請求書の審査及び支

払いに関する業務）を行う。 
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(b) 決裁権限 

オリバー組織規程に定める職務権限事項によれば、与信供与について、

諸口取引（非継続取引で取引額が 300 千円を超えないもの）については

所長（階級的には部長の下）決裁、諸口取引以外の新規取引、または与

信限度額の変更を含む取引条件の変更については、1,000 千円以下が担当

役員決裁、3,000 千円以下が管理部長決裁、3,000 千円超が管理部長と営

業統括本部長（常務会役員格）による連議のうえでの社長決裁となって

いる。 

また、個別の販売（社内規程上のカタログ外商品の販売）については、

粗利率 10％未満が営業統括本部長決裁、10％以上が担当役員決裁、15％

以上が部長・支店長決裁、20％以上が所長決裁となっている。 

仕入（社内規程上のカタログ外商品の仕入）については、1,000 千円以

下が所長決裁、3,000 千円以下が部長・支店長決裁、20,000 千円以下が

担当役員決裁、20,000 千円超が本部長決裁となっている。 

今回問題となった架空・循環取引の売上取引額は、約 20,000 千円から

40,000 千円と多額であるにもかかわらず、元営業部長が単独で取引を実

行できたのは、粗利率を 10％以上に設定しているため、上記決裁権限の

範囲内で元営業部長の権限である担当役員決裁に該当するためである。 

 

(c) 売上及び購買（仕入）に関する規程 

製品の販売については、与信管理規程が適用される。継続的取引の場

合には、営業担当者が得意先申請書を起案し、管理部が信用調査会社に

よる信用調査をした後に、与信限度額を決定する。 

不正取引が行われた医療福祉営業部における商品仕入（外部からの完

成品購入）については、購買管理規程が適用され、同規程においては、

第 4 条において「購買業務は原則として、商品については本社商品部購

買課及び調達課…がこれを実施する」旨が定められている。また第 12 条

において検収について「契約物品は契約の際定めた場所において原則と

して、指定納品書を添付して受け入れるものとする」との規程があるが、

工程管理や納品管理に関する具体的な規程はない。 

 

(d) 一般的な業務の流れ 

売上（販売）においては、営業部で、ⅰ注文を受け（注文書・手書受

注日報）、ⅱ本社電算システムに受注入力をし、ⅲ買主へ注文請書をファ

ックス送信し、ⅳ受注を受けた商品の手配（外部への製造指示）を行い、

その後にⅴ受注を受けた商品発注書と仕入先からの納品書（配送先・数
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量・価格等）の照合作業も行い、ⅵ納品書を営業業務課（マーケティン

グ本部）へ送付する。営業業務課において伝票処理がなされた後、管理

部電算課において、買主に対する納品書（納入先へ納品したことの通知）

及び請求書を作成し、送付する。電算課において、納品が現実にされて

いるかの確認はしていない。 

なお、買主への納品書及び請求書の発行については、独自書式を使用

する必要がある場合など、営業部からの得意先申請によって決裁権限者

の決裁を得た上、営業部限りで行うことができ、この申請は与信管理規

程に付随するものとして、与信管理の審査の枠内で行われる。 

購買（発注）においては、仕入先申請書で決裁を受けたのちに、営業

部においてシステムを利用して担当部署が直送手配受注入力を行うこと

で発伝される発注書を売主（仕入先）に送付する。後日、当該売主より

出荷完了後に運送便名等を明記された納品書が、営業部の担当部署に返

信される。納品書は担当部署において発注書と照合された後、営業業務

課において電算処理される。管理部電算課において売主からの請求書と

電算処理内容が照合された後、管理部経理課より売主に対して代金が支

払われる。 

 

(2) 監査体制 

 監査は、内部監査規程及び内部監査実施細則によって規定されており、定

期監査及び臨時監査（社長に特に命じられた場合）に区別される。内部監査

実施細則においては製品または商品等の受注から発送に至るまでの証拠資料

の調査を行うことが定められているが、全件調査についての定めはない。 

監査役は常勤１名、非常勤 3 名である。期初において、監査方針（①会社

の健全性確保・内部統制システム有効性検証、②3つの品質「商品・製品」「職

務執行」「人＝労務問題・コンプライアンス」の検証、③「公正な判断力を持

つ」、現場・現物・現実を重視し、原理・原則・原点に照らした監査）につい

て社長に報告し、承認を得ることとなっている。全国の営業拠点と生産工場

に期中１回以上訪問し、下記の項目に対して監査を実施し、往査内容につい

て帰社後直ちに社長に報告し、管轄役員、部長、支店長に対しては書面（メ

ール）により往査内容を伝達する。監査対象は営業所所長である。監査内容

は、①売掛金（未収金状況）、営業所在庫、現預金、発注書（仕入先に渡すも

の）、物件管理表、注文書、領収書、印紙・切手有高表、②取引先・仕入先管

理状況、③営業情報、営業案件の管理状況、④人事管理、営業所内部及び帳

票類の整理状況、⑤「事業計画書」（期初作成）の進捗状況の確認をする。そ

の他として、事前調査表（アンケート）、営業店業務チェックシートに記入提
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出をさせている。また、取締役会・監査役会において随時監査結果を報告す

ることとなっている。監査役会は法令に従い 3ヶ月に 1回以上開催している。 

 

４ 不正取引に至る経緯、動機、背景 

社内において当該取引を行った元営業部長の所在が不明であるため事実認定の

供述は得られないものの、特定取引先 6 社からのヒアリング及び社内におけるヒ

アリング、また、証憑書類の分析結果などから不正取引に至る経緯、動機及び背

景は、以下のとおり推定した。 

 

(1) 予算達成へのプレッシャー 

社内においては、上場以降月次決算制度が導入され、毎月売上、営業利益

実績が開示されるようになっている。通期において売上もさることながら営

業利益で赤字になることは営業責任者として相応の責任を問われる結果とな

り、医療福祉営業部のとりわけ元営業部長が推進する床頭台ビジネスは粗利

益率が 10％程度と低粗利であり、粗利額を大きくする、つまり売上額を拡大

しないと営業利益で赤字になるというプレッシャーが昇格する毎に強くなっ

ていったものと推測される。2002 年 10 月に新規事業として、メディカルファ

ニチャー事業部が立ち上がり、元営業部長はメディカルファニチャー事業部

部長として就任している。翌 2003 年 10 月には前年の業績不振により、第 4

事業部第 1 グループ長に降格となったが、同年の実績及び医療福祉市場の拡

大に伴い、再度翌 2004 年 10 月に医療・福祉営業部部長代理に就任した。こ

の降格経験が、元営業部長の業績成果に対する意識を非常に強くさせた原因

と考えられる。 

下表は、2005 年 10 月以降の予算・実績の比較である。上段の表の数値は、

訂正前の医療福祉営業部の決算数値による売上高及び営業利益の予算・実績

比較であるが、下段の表の数値は、架空・循環取引を取消した訂正後の医療

福祉営業部の決算数値による売上高及び営業利益の予算・実績比較である。 
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医療福祉営業部として 2006 年 10 月期（第 40 期）は、895 百万円の売上予

算を受け、その後の順調な売上実績（訂正前）を反映し、2011 年 10 月期（第

45 期）は 1,790 百万円、2012 年 10 月期（第 46 期）は 1,900 百万円になり、

39 期に比べ 2.1 倍の売上予算になっている。しかしながら、判明している架

空・循環取引を除いた訂正後売上高では、予算を超えることは一度もなかっ

た。 

 

(2) 昇進・業績評価 

オリバーの評価制度は、営業成績により、四半期毎に営業利益と売上高の

予算を 100％以上達成した営業所に報奨金を出す制度が創業後数年経過した

後から今日まで継続して行われていて、半期毎に開催される全国所長会議に

おいて成績優秀者は役員を含めて社長表彰される。したがって成果主義が全

社に徹底されており、営業責任者において早期の昇進を目指すには、売上高

元営業部長所管部署での部署業績の状況 (単位：千円)

医療福祉営業部 医療福祉営業部 医療福祉営業部 医療福祉営業部

部長代理 部長代理 部長代理 部長
40期 41期 42期 43期

2005年10月21日～ 2006年10月21日～ 2007年10月21日～ 2008年10月21日～

2006年10月20日 2007年10月20日 2008年10月20日 2009年10月20日

売上予算 895,000 1,040,000 1,389,000 1,381,000

売上実績 922,800 1,280,061 1,581,591 1,342,701

予算比 103.1% 123.1% 113.9% 97.2%
営業利益予算 71,325 48,259 73,837 76,361

営業利益実績 20,535 66,237 86,357 47,549

予算比 28.8% 137.3% 117.0% 62.3%

架空売上 157,773 254,313 355,694 489,666
架空売上に係る粗利益 14,603 29,407 37,211 59,772
訂正後実売上 765,027 1,025,748 1,225,897 853,035
訂正後売上予算比 85.5% 98.6% 88.3% 61.8%
訂正後営業利益 5,932 36,830 49,146 △12,223
訂正後営業利益予算比 8.3% 76.3% 66.6% △16.0%

医療福祉営業部 医療福祉営業部 医療福祉営業部
部長 執行役員 執行役員
44期 45期 46期

2009年10月21日～ 2010年10月21日～ 2011年10月21日～

2010年10月20日 2011年10月20日 2012年10月20日

売上予算 1,360,000 1,790,000 1,900,000
売上実績 1,614,479 2,179,970 1,685,767
予算比 118.7% 121.8% 88.7%
営業利益予算 25,277 82,456 129,471
営業利益実績 52,498 105,123 105,925
予算比 207.7% 127.5% 81.8%

架空売上 418,521 570,860 644,741
架空売上に係る粗利益 55,775 78,473 96,608
訂正後実売上 1,195,959 1,609,111 1,041,026
訂正後売上予算比 87.9% 89.9% 54.8%
訂正後営業利益 △3,277 26,650 9,318
訂正後営業利益予算比 △13.0% 32.3% 7.2%

期

期
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と営業利益をいかに予算通り達成するか（評価項目中における業績評価シェ

アが占める割合が 95％）が重要な要素であるが、 終的には人物評価を加味

し取締役会で承認される。元営業部長は営業利益と売上の予算達成回数によ

る業績評価及び出張等で在社時間は少ないが多忙との連動という認識と部下

からの評価も良好であったため、同期入社の中では、 も早く執行役員に就

任した。しかしながら、執行役員就任前の 2 年間は、不正取引を排除した訂

正後の数値で見ると、売上高は予算を下回っており、かつ、営業利益はマイ

ナスとなっていた。また、訂正前の数値によれば、直近 5年間（第 41 期～第

45 期）は第 43 期を除き、4期間において売上、営業利益予算を達成している。

しかしながら、訂正後の数値によれば、直近 5 年間はいずれの年度も売上、

営業利益とも予算を下回っていた。 

 

(3) 個人的な遊興費の捻出 

前述２(3) (a)及び(e)に記載のとおり、取引先の接待費や個人的な遊興費

を付け回していた。複数の関連当事者へのヒアリングによれば、元営業部長

は、不正取引の相手方となった取引担当者を含む取引先とアルコールを伴う

飲食店に頻繁に出入りしたり、個人的に韓国へ複数回渡航していたとの証言

がある。これらの遊興費は仕入先として重用したＡ社やＥ社から接待交際費

名目で捻出していたものと思われる。 

 

(4) 社内体制の不備 

(a) 規程の不備 

オリバーにおいては、自社工場の生産過程における外注については、

外注管理規程が存在し、同規程には社外における工程管理や納品管理に

関する規程がある。しかし、上記３(1) (c)に記載のとおり、購買管理規

程においては、外注管理規程にみられるような、工程管理や納品管理に

関する規程が存在しない。 

また、与信管理規程においては、継続的取引の場合に、営業担当者が

得意先申請書を起案する旨も定められているが、継続的取引に関する定

義規程がないため、仕入（購買）においては、会社規定の手形支払いで

あれば諸口（スポット）として限度無く仕入が出来ていた。特定取引先 6

社のうち 1 社（Ｅ社）については継続的仕入先の申請がされておらず、

信用調査会社による信用調査も行われていない。 

 

(b) チェック体制の不備 

オリバーにおいて、営業所属の社員が、営業部の受注入力の担当者に

対して、受注システムへの入力を求める際には、取引先からの注文書の
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添付を指導していたが実際には注文書がなくとも受注システムへの入力

が行われており、後日に、注文書を確認することも行われていなかった。 

特定取引先 6 社のうち 4 社（Ｃ社、Ｆ社、Ｂ社、Ｄ社）に関しては、

継続的取引先の申請はされていたが、Ｅ社についての仕入先申請も無く、

また仕入額が多額であるにもかかわらず、商品調達部長、営業担当役員

による訪問もされず、生産能力の無い工場に数千万円という仕入計上が

出来てしまっていた。 

オリバーにおいては、営業部において、販売管理（受注、購買等の決

定、納品の確認）及び取引先管理（与信管理等）を行うこととされてお

り、売上、仕入等の判断及び必要書類の作成は、営業部で行われていた。

そのため、管理部において取引が客観的で可能であるかの判断や、納品

についての確認を行っておらず、営業部の責任者、すなわち元営業部長

が申請した不正な取引条件変更をチェックすることが出来なかった。ま

た、営業部限りで請求書を発行することを得意先の要望があれば認めて

いたため、営業部から取引先と管理部に対して異なる納品先を記載した

請求書を発行することが可能であり、元営業部長は、循環してオリバー

に戻ってきた商品の請求書に係る納品先を改竄することが可能であった。 

オリバーにおいては、営業部からの得意先申請書に基づき各取引先と

の支払時期等の支払条件が定められているが、管理部においては、営業

部からの申告に基づき支払条件等の変更を認めていたため、元営業部長

は、通常では手形（95 日）による回収と登録されている取引先からの集

金を、あたかも納品トラブルで検収が遅れたような工作をして現金回収

とし、長期未収金にならないようしていたため、架空・循環取引にかか

る資金の回収時期を調整することが可能であった。 

長期未収金の確認や、監査法人からの期末残高確認書についても、管

理部ではなく営業が主に回答督促を行うため、営業部限りで不適切な経

理に関する取り繕いが可能であった。 

 

(c) チェック機能の不全 

不正取引においては、特定取引先数社から、20,000 千円超の購買が行

われているが、決裁規程によれば、営業統括本部長による承認が必要で

ある。しかし、複数の案件（Ｅ社とのＱ病院 27,268 千円、Ｆ社とのＲ病

院名義 48,480 千円等）において、購買金額が 20,000 千円超であるにも

関わらず、営業統括本部長による承認がされていない。しかし、医療福

祉営業部においては、承認印に不備があるにもかかわらず、元営業部長

の承認印のみで決済システムへの情報入力が行われており、管理部にお
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いても承認の不備があるにもかかわらず支払い等のその後の手続きが進

められている。 

商品が仕入先から 終ユーザーへの直送となっている場合において、

購買元（仕入先）からの納品書をもって、オリバーにおいても納品とし

ているが、その際に、運送会社による受領書や、 終ユーザーによる受

領証などによる確認をしていなかった。 

 

(d) 監査の不全 

監査役会設置会社であるオリバーには監査役監査規程があり、各監査

役の職責として取締役の職務執行監査を行い、社会的信頼に応える良質

な企業統治体制を確立する責務を負う事になっている。しかしながら、

監査役会が取締役会と同時に 3 ヶ月に 1 回招集されているが、四半期決

算報告がされるのみであり、監査状況の共有等は行われていなかった。

また、代表取締役との定期的な会合、経営及び監査の方針の確認や、適

正な経理処理などの監査上の重要課題の意見交換も行われていなかった。

業務監査においては、年間 87 ヶ所の往査予定を組んでいたが、実質的に

1 営業所 3 時間程度で営業業績に偏ったヒアリングとなっていた（なお、

2012 年度の往査実績は、86 ヶ所であった。）。監査内容として営業所・出

張所業務分掌事項の販売管理 5．売上・利益管理業務、6．物件管理表・

収支管理表作成業務、17．受注業務、18．発注業務における注文書、受

注日報、決裁承認等で決裁権限者の決裁印を確認し不履行の発見があっ

ても追認指導に止まり、事前承認の徹底が出来ていなかったことが長期

間に渡る不正取引を見逃すことになった。 

 

５ 不正取引の実行状況 

特定取引先 6 社からのヒアリング及び社内におけるヒアリング、また、証憑書

類の分析結果などから、架空・循環取引は、2005 年頃から開始されたものと推測

された。 

当初は、オリバー、Ａ社、Ｂ社、Ｃ社の 4 社にて、オリバーから見ると、Ａ社

より仕入れ、Ｂ社及びＣ社を売り先として取引を偽装し、オリバーからのＡ社へ

の仕入代金の支払を原資として、Ａ社はＢ社及びＣ社に資金を還流させていた。

Ｂ社及びＣ社に環流した当該資金は、再びオリバーへの買掛金代金の支払として

環流した。下記（1）は、これら一連の商流と資金の流れを示したものである。 

架空・循環取引は、経済的には、資金を取引先間で回すファイナンス行為であ

り、一定の手数料（3％から 10％程度）が上乗せされた金額に取引を重ねる毎に膨

れ上がって行く。したがって、循環取引を維持するためには、新たに資金を投入

する取引先が必要となり、2011 年に入り、Ｅ社にファイナンスの役割を担わせる
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ため、取引集団に誘ったものと推測された。下記（2）は、2012 年 9 月頃まで続い

た架空・循環取引の取引事例である。 

 

(1) 2008 年頃の取引 

Ｓ病院案件の取引の概要 

2005 年から開始されたと推測される架空・循環取引については、2008 年頃

まではオリバー、Ａ社、Ｂ社及びＣ社の 4 社間で行われており、以下、Ｓ病

院という物件名で 2008 年 6 月から 11 月にかけて行われた架空・循環取引に

ついて説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上図中①及び②の取引 

2008 年 6 月 20 日付のオリバーからＣ社に対する見積書により、Ｓ病院に納

入予定とされた病室用キャビネットシステム 1式に係り 43,700 千円の見積金

額が提示されており、Ｃ社では同金額でオリバーより病室用キャビネットシ

ステム 1 式を仕入れ（上図中①の取引）、2008 年 6 月 30 日にＢ社に対して同

病室用キャビネットシステムを 44,900 千円（利益 1,200 千円、粗利率 2.7%）

で販売している（上図中②の取引）。 

 

上図中③の取引 

Ｂ社では、Ｃ社から 44,900 千円で仕入れた同システムを元営業部長からの

指示（FAX 送信票）に基づき、2008 年 6 月 30 日にＡ社に対して 46,300 千円

（利益 1,400 千円、粗利率 3.0%）で販売している（上図中③の取引）。 

 

上図中③及び④の取引 

Ａ社においては、Ｂ社から 46,300 千円の仕入を 2008 年 11 月に計上してお

り（上図中③の取引に相当）、同月中にオリバーへ 47,840 千円（利益 1,540

千円、粗利率 3.2%）の売上を計上（案件名等の詳細は不明）しており、オリ

B社

A社 オリバー

C社

①2008/6/30

43,700千円

②2008/6/30
44,900千円

③2008/6

46,300千円

④2008/11

47,840千円

⑤2008/11/19

54,280千円
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バーにおいても 2008 年 11 月にＡ社から 47,840 千円の仕入を計上（配送先は

Ｓ病院とされており、商品名は間仕切システムキャビネット）している（上

図中④の取引）。 

 

上図中⑤の取引 

オリバーでは、Ａ社から 47,840 千円で仕入れた間仕切システムキャビネッ

トを 2008 年 11 月 19 日にＣ社に対して 54,280 千円（利益 6,440 千円、粗利

率 11.9%）で販売している（上図中⑤の取引）。 

なお、Ｃ社においては、11 月 19 日付のオリバーの販売取引に対応する仕入

が計上されていないことから、Ｃ社では別の案件名でその他の循環取引に係る

仕入と組み合わせて、11 月 19 日以降に計上されていると思われるが、Ｃ社か

ら提供された売上・仕入一覧からは合理的に推定できなかった。 

 

Ｓ病院案件の資金の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上図中①の資金の流れ 

2008年 6月のＢ社からＡ社に対する架空売上取引に係る販売代金46,300千

円については、Ａ社から 2008 年 11 月 19 日に手形が振り出され、2009 年 2 月

2 日に同手形が決済されることにより、Ｂ社に同額入金されている（上図中①

の流れ）。 

 

上図中②の資金の流れ 

Ｂ社に入金された資金は、Ｂ社がＣ社からの仕入に係る支払手形の決済資

金となり、2009 年 2 月 25 日に決済されることによりＣ社に 44,900 千円の資

金が移動している（上図中②の流れ）。 

 

上図中③の資金の流れ 

一方、2008 年 11 月のＡ社からの仕入に係る仕入代金 47,840 千円について

B社

A社 オリバー

C社

②2009/2/25

44,900千円

①2009/2/2

46,300千円

③2009/4/20

47,840千円

④相殺
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は、オリバーから 2008 年 12 月 20 日に手形が振り出され、2009 年 4 月 20 日

に決済されることにより、Ａ社に資金が移動している（（上図中③の流れ）。 

 

上図中④の相殺取引 

オリバーからＣ社に対する架空売上取引に係る販売代金の決済については、

他のＣ社からの架空取引を含めた仕入取引に係る仕入債務と相殺されており、

オリバーとＣ社間における資金の移動は少額となっている。 

 

(2) 2011 年頃の取引 

Ｒ病院またはＴ病院案件の取引の概要 

前述のとおり、2008 年頃まではオリバー、Ａ社、Ｂ社及びＣ社の 4 社間で

行われていた架空・循環取引は、2008 年頃にＤ社、2010 年頃からはＦ社、2011

年からＥ社が加わり、2011 年頃にはオリバーを含め 7 社間で行われている。

以下、2010 年 12 月から 2011 年 7 月にかけて、当初はＲ病院という物件名で

行われ、その後に物件名がＴ病院となった架空・循環取引について説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上図中①及び②の取引 

オリバーでは、2010 年 12 月 8 日付で納入先をＲ病院とする病院用ベッドサ

イドシステム機器をＣ社から 48,480 千円で仕入計上しており（上図中①の取

引）、2010 年 12 月 9 日付で同商品をＦ社に対して 54,240 千円（利益 5,760 千

円、粗利率 10.6%）で売上計上している（上図中②の取引）。 

 

 

上図中②及び③の取引 

B社

E社

D社 C社

⑦2011/7
30,300千円

オリバー

F社

⑤2011/3/18
18,753千円

⑥2011/3/18
22,090千円

②2010/12/9
54,240千円

⑨2011/7/30
34,730千円

①2010/12/8
48,480千円

④2011/3/8
16,873千円

⑧2011/7/29
31,245千円

④’2011/1～2
41,703千円

③2011/1～3
55,680千円

⑩2011/7/31
35,805千円

⑥’2011/3/17
7,632千円
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Ｆ社では、元営業部長の指示（FAX 送信票）に基づき、病院用ベッドサイド

システム機器を下表のとおり、2010 年 12 月 27 日から 2011 年 2 月 28 日にか

けてオリバーから合計 54,240 千円で仕入計上するとともに（上図中②の取引）、

2010 年 12 月 27 日から 2011 年 3 月 3 日にかけてＢ社に合計 55,680 千円（利

益 1,440 千円、粗利率 2.6%）で売上計上している（上図中③の取引）。 

 

オリバーからの仕入取引 Ｂ社への売上取引 

2010 年 12 月 27 日 18,645 千円 2010 年 12 月 27 日 19,140 千円

2011 年 1 月 27 日 8,645 千円 2011 年 1 月 27 日 8,874 千円

2011 年 1 月 31 日 11,017 千円 2011 年 1 月 31 日 11,310 千円

2011 年 2 月 28 日 15,933 千円 2011 年 3 月 3日 16,356 千円

合計 54,240 千円 合計 55,680 千円

 

上図中④及び④’の取引 

Ｂ社では、物件名をＵ病院として、Ｆ社から 2011 年 1 月に 28,040 千円

（19,140 千円と 8,900 千円の合計）の仕入計上を行うとともにＣ社に対して

29,000 千円（利益 960 千円、粗利率 3.3%）で売上計上しており、2011 年 2 月

にはＦ社から 11,310 千円の仕入計上を行うとともにＣ社に対して 12,703 千

円（利益 1,393 千円、粗利率 11.0%）で売上計上している（2011 年 1 月及び 2

月のＣ社への売上計上額の合計 41,703 千円、上図中④’の取引）。また、2011

年 3 月には、物件名をＶ病院として、Ｆ社からの仕入を 16,356 千円計上する

とともにＥ社に対して 16,873 千円（利益 517 千円、粗利率 3.1%）で売上計上

している（上図中④の取引）。 

 

案件名 仕入取引 売上取引 

Ｕ病院 

 

2011年1月 28,040千円 Ｆ社 2011年1月 29,000千円 Ｃ社 

2011年2月 11,310千円 Ｆ社 2011年2月 12,703千円 Ｃ社 

合計 39,350千円  合計 41,703千円  

Ｖ病院 2011年3月 16,356千円 Ｆ社 2011年3月 16,873千円 Ｅ社 

 

上図中④及び⑤の取引 

Ｅ社では、物件名をＷ病院として、2011 年 3 月 8日にＢ社から 16,873 千円

を仕入計上するとともに 2011 年 3 月 18 日を名目上の納品日としてオリバー

に 18,753 千円（利益 1,880 千円、粗利率 10.0%）で売上計上している（上図

中⑤の取引）。 

 

上図中⑤、⑥及び⑥’の取引 

オリバーでは、2011 年 3 月 18 日にＥ社からＴ病院を物件名として病院用ベ

ッドサイドシステム機器を 18,753 千円で仕入計上しており、これはＥ社が物
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件名をＷ病院として売上計上したものをオリバーにおいて案件名を変えて仕

入計上したものと考えられる。この 2011 年 3 月 18 日のＥ社から仕入計上さ

れた病院用ベッドサイドシステム機器は同日にＤ社に対して 22,090 千円（利

益 3,337 千円、粗利率 15.1%）で売上計上されている（上図中⑥の取引）。な

お、オリバーでは、2011 年 3 月 17 日にも物件名をＴ病院として、Ｄ社に対し

て、病院用ベッドサイド機器を 7,632 千円で売上計上している（上図中⑥’

の取引）。 

 

上図中⑥、⑥’及び⑦の取引 

Ｄ社では、オリバーの 2011 年 3 月 17 日及び 18 日の同社に対する売上をま

とめてＴ病院の物件として 29,722 千円で仕入計上しており、それを同月中に

30,300 千円（利益 578 千円、粗利率 1.9%）でＢ社に売上計上している（上図

中⑦の取引）。 

 

上図中⑦及び⑧の取引 

Ｂ社では、2011 年 7 月に物件名をＴ病院として、Ｄ社から 30,300 千円で仕

入計上し、同月中にＥ社に 31,245 千円（利益 945 千円、粗利率 3.0%）で売上

計上している（上図中⑧の取引）。 

 

上図中⑧及び⑨の取引 

Ｅ社では、物件名をＸ病院として 2011 年 7 月 29 日にＢ社から 31,245 千円

を仕入計上するとともに、2011 年 7 月 30 日にＣ社に対して 34,730 千円（利

益 3,485 千円、粗利率 10.0%）で売上計上している（上図中⑨の取引）。 

 

上図中⑨及び⑩の取引 

Ｃ社では、納入先をＴ病院として、2011 年 7 月 31 日にＥ社から 34,730 千

円の仕入を計上するとともに、同日にオリバーに 35,805 千円（利益 1,075 千

円、粗利率 3.0%）の売上を計上している（上図中⑩の取引）。 

オリバーでは、Ｃ社における 2011 年 7 月 31 日のオリバーに対する売上に

対応した仕入は計上しておらず、オリバーでは異なった案件名、時期及び金

額で仕入計上されていると思われる。 
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Ｒ病院またはＴ病院案件の資金の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 年からＥ社が架空・循環取引に加わった以降は、Ｅ社からの資金を起

点として架空・循環取引に係る債権・債務の決済が行われているケースが多

く、このＲ病院・Ｔ病院案件の架空・循環取引もＥ社からの資金が起点とな

り、各社の債権・債務が決済されている。 

 

上図中①、①’、②及び③の資金の流れ 

まず、2011 年 3 月 8日にＥ社からＢ社へ同日付の仕入取引の代金 16,873 千

円が支払われ（上図中①の流れ）、Ｂ社ではＥ社からの入金額 16,873 千円と

2011 年 1 月及び 2 月のＣ社への売上代金の回収資金 41,703 千円（2011 年 1

月 31 日に 29,000 千円、同 2 月 28 日に 12,703 千円を回収、上図中①’の流

れ）とを合せて、2011 年 2 月 3日に 20,097 千円、同 2 月 28 日に 9,318 千円、

同 3 月 9 日に 29,049 千円（合計で 58,464 千円）をＦ社へ支払い（上図中②

の流れ）、Ｆ社からオリバーへは 2011 年 3 月 10 日に 54,240 千円支払われて

いる（上図中③の流れ）。 

 

上図中④の資金の流れ 

オリバーのＥ社からの 2011 年 3 月 18 日の仕入代金は、それ以外の仕入取

引の代金と合せて、2011 年 6 月 20 日に 56,087 千円の手形振出によりＥ社に

支払われ（上図中④の流れ）、Ｅ社はその直後に同手形を割り引くことにより、

資金を回収している。 

 

 

B社

E社

D社 C社

⑥2011/7
30,300千円

オリバー

F社

④2011/6/20手形振出
25,233千円

⑦2011/8/10
22,090千円

③2011/3/10
54,240千円

⑧2011/8/31手形振出
34,730千円

①2011/3/8
16,873千円

⑤2011/7/29
31,245千円

⑨相殺

②2011/2/3～3/9
58,464千円

①’2011/1/31, 2/28
41,703千円
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上図中⑤、⑥及び⑦の資金の流れ 

また、2011 年 7 月 29 日にＥ社からＢ社への同日付の仕入取引の代金 31,245

千円が支払われ（上図中⑤の流れ）、Ｂ社ではＥ社からの入金額 31,245 千円

により、Ｄ社への仕入代金 30,300 千円を 2011 年 7 月中に同社へ支払い（上

図中⑥の流れ）、オリバーはＤ社から 2011 年 3 月 18 日の売上取引に係る代金

を 2011 年 8 月 10 日に受領している（上図中⑦の流れ）。 

 

上図中⑧の資金の流れ 

2011 年 7 月 30 日のＥ社からＣ社への売上取引の代金については、2011 年 8

月 31 日にＣ社からＥ社に手形が振り出され（上図中⑧の流れ）、Ｅ社では同

手形を決済することにより資金を回収している。 

 

上図中⑨の相殺取引 

なお、オリバーとＣ社との間では、お互いに仕入取引・売上取引の両方を

行っているため、両社間の仕入代金・売上代金については、それぞれ決済す

ることなく、定期的に両者を相殺しており（上図中⑨）、2008 年頃と同様に資

金の移動は少額となっている。 

 

(3) 2012 年頃の取引 

2012 年においても、特定取引先 6 社との架空・循環取引の構図は前述(2)

「2011 年頃の取引」と同様なものであるため、記載を省略する。ここでは、

オリバーとＣ社との取引に焦点を当て、その取引の手口を説明することとす

る。前述第２の１(1)に記載のとおり、2012 年 9 月 25 日にＣ社のＨ社長他 3

名が、オリバー東京本社に来社時に持参されたある取引に関する証憑書類を

その後オリバー社内の取引記録と照合した結果、社内には一切当該取引に関

する記録はなく、取引実態を示す証拠も見当たらなかった。 

当該取引は、差額室用システム機器をＣ社からオリバーが 60 百万円で仕入

れ（2012 年 5 月 25 日付けＣ社発行「見積書」、同 5月 28 日付けオリバー捺印

済み「発注書」）、Ｙ病院に納入（同 5 月 31 日付けＣ社発行「納品書控え」、

同 5 月 31 日付けオリバー捺印済み「検収書」）したことになっている。本件

発覚後、2012 年 10 月 5 日にオリバー社員が当該病院を訪問し、同時期に 60

百万円に上る入れ替えの事実確認をＹ病院施設課でヒアリングした結果、施

設各階毎に数年に渡り入れ換えは実施しているが、一括で 60 百万円相当の入

れ替えをしたという事実が無いことを確認した。なお、Ｃ社から入手した証

憑書類上、システム機器一式となっており、納入数量は明示されていない。 

上記オリバー捺印済みの「発注書」、「検収書」は、Ｃ社から入手した書類

であり、オリバー社内には存在していない。オリバーでは、直送取引の場合、
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受注が確定すると、電算システムから 1 枚つづりの「発注書、発注請書兼納

品書」が出力され、仕入先とのファックス等でのやり取りにより、仕入先か

ら発注請書と納品書の欄に確認印を入手し、仕入処理が行われる。これらＣ

社から入手したオリバー捺印済みの「発注書」、「検収書」は、オリバーの電

算システムから発行されたものではなく、また、オリバーの社印とともに元

営業部長の印鑑も押されているものの、元営業部長により偽造された書類で

あると推定され、当該取引はオリバー社内において報告されていない。した

がって、オリバーにおいては、当該仕入取引も売上取引もいずれも会計処理

されていない。 

 

６ 不正取引の全体像 

(1) 各特定取引先の架空・循環取引における役割 

(a) 架空・循環取引組成の目的 

架空・循環取引の組成の目的は、元営業部長の所在が不明であり事実

認定の供述は得られないものの、社内外のヒアリングにより得た証言な

どから、社内での売上予算を達成するためのものと推測される。執行役

員、営業部長として、オリバー社内での職責を果たすこと、高い業績評

価結果を得ること、遊興費を捻出するという個人的な欲求などが動機に

なっていると推測される。他方、架空・循環取引の相手方となった特定

取引先は、以下に記述するとおり、架空・循環取引であるとの認識があ

ったか否かに関わらず、取引に参加することで利益を享受でき、また、

売上取引が計上できるというメリットがあったことは想像するに難くな

い。 

 

(b) 各社の役割 

特定取引先 6 社は、大別すると、循環取引のための資金提供の役割を

担うＡ社及びＥ社（製造メーカー）、循環取引を円滑に回し取引額を拡大

させる役割を担うＢ社、Ｄ社及びＦ社（医療商社及びロケーションベン

ダー会社と呼ばれている）並びに資金の繋がりを断つ役割を担うＣ社で

あったと推測される。 

 

(c) 各社の利益 

循環取引は、各社に取引を回す都度、各社で利益を上乗せ次の取引を

創出するため、取引が連続的に続く限り取引額が徐々に増大してゆく。

各社の架空・循環取引における粗利率は、Ａ社約 3％、Ｅ社約 10％、Ｂ

社約 3％、Ｄ社約 3％、Ｃ社約 3％及びオリバー10～15％程度である。資

金負担を担うにも関わらず、Ａ社が 3％程度と低いのは、前述２(3) (a)
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に記載のとおり、元営業部長がＡ社先代社長の事業の行き詰まりを支援

したことから、無理を聞いてもらったものと推測される。他方、Ｅ社に

ついては、2011 年 1 月の取引開始時点で元営業部長が 8～10％の粗利率

を約束したと証言を得た。当時循環取引額が増大しており、取引を破綻

させず、循環させ続けるためには、新たな資金の出し手が必要であった

と思われ、循環取引では異例の 10％と高い粗利率を与えたものと推察さ

れる。上述５(1)及び(2)の取引事例のように、オリバーを含め特定取引

先 6 社で、ある取引を一巡させると、各社の利益が上乗せされるため、

当初 100 であった取引が 7社間で一巡した時点では約 150（1.5 倍）の取

引金額となる。損益計算書が入手できた会社の粗利率（会社全体の売上

総利益率）は、次のとおりであり、Ｅ社を除き、これら架空・循環取引

の粗利率が異常であったことを物語っている。Ｅ社 7.6％（2012 年 7 月

期）、Ｄ社 23.2％（2012 年 5 月期）、Ｃ社 44.6％（2011 年 8 月期）、Ｆ社

19.2％（2011 年 9 月期）、オリバー27.2％（2011 年 10 月期）。Ａ社及び

Ｂ社の損益計算書は入手できなかった。 

 

(d) 各社の取引条件 

循環取引を円滑に回してゆく役割のＢ社、Ｄ社及びＦ社は、販売代金

の入金を確認した後、関連する仕入代金の支払いを行う約束になってお

り、これら特定取引先は、元営業部長から指示され協力していた架空・

循環取引を、一部の業界で慣行的に行われていると言われている帳合取

引と同様な取引であると認識していたものと推測される。 

他方、Ｃ社は、オリバーと実在取引においても、両社間で売上・仕入

の双方向の取引を行っており、両者の債権債務の決済方法は、債権と債

務を相殺する方法であり、ほとんど現金は動かない。したがって、架空・

循環取引において、取引を継続することで各社の利益部分が上乗せされ、

取引額が徐々に拡大してゆく循環を断ち切る役割を担っているものと推

察される。例えば、上述５(2)の取引事例の取引⑩は、Ｃ社では売上取引

が計上されているが、オリバーにおいては仕入処理がなされていない。

両者間では取引ごとの資金決済が行われるわけではなく、毎月、債権債

務を相殺処理する方法で行っていたことから、このような処理が可能に

なった。特に、オリバーにおいては、相殺処理をする際は、個別消し込

みができないため、古い債権から順に入金したものと仮定した消し込み

を行っていたことから、発覚することもなかった。両社間では、2007 年

10 月期から 2012 年 10 月期の 6年間に 68 回の決済が行われているが、そ

のうち債権債務の相殺は 45 回、振込または手形の振出による資金決済は
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23 回であった。特に、2009 年 10 月期から 2012 年 10 月期までの 4 年間

に限れば、41 回の決済が行われ、そのうち債権債務の相殺は 38 回、振込

または手形振出による資金決済は、3回のみであった。また、循環取引は、

取引を重ねるごとに取引金額が拡大して行く。したがって、どこかの時

点で取引を終結させなければ際限なく金額が拡大することになるため、

拡大した取引を分割する手法を取り入れている。例えば、上述５(2)の取

引事例の取引③を④と④’とに分割するなどである。 

 

(2) 架空・循環取引の推移 

オリバーの年度別架空・循環取引額は、後述７に記載のとおり、2006 年 10

月期は 158 百万円であったものが、その 5 年後の 2011 年 10 月期は 571 百万

円、循環取引の破綻をきたした 2012 年 9 月までの 11 ヶ月間では 645 百万円

まで増大している。 

 

(3) 架空・循環取引の破綻 

架空・循環取引は、取引から付加価値を生み出すものではなく、単なる資

金の還流であるため、各社で利益を上乗せした取引を繰り返すと、その利益

相当額が資金の不足を生み出し、新たなファイナンスを行う当事者が必要に

なる。2012 年 9 月には、Ｃ社への資金送金に破綻をきたしたものと推察され

る。破綻直前には、Ｅ社は、循環取引に係る現金前渡金（仕入れの先行、あ

るいはファイナンスの実行ということができる）が、285 百万円にのぼり、Ａ

社は、循環取引に係る支払手形 230 百万円を振り出しており、追加のファイ

ナンスを行う取引を創出することができなかったことから、資金の還流がス

トップしたものと推察される。 

 

(4) 架空・循環取引の総額及び破綻による各社の資金ポジション 

オリバー及び特定取引先 6 社の間で行われた循環・架空取引と認定した取

引数は、約 630 件（うちオリバーの取引数約 200 件）であった。また、当該

取引に関し、年度別の各社における売上計上額は以下のとおりであった。 

 

年度別不正取引売上計上額 (単位：百万円)

40期 41期 42期 43期 44期 45期 46期 合計 税込み
オリバー 158 254 356 490 419 571 645 2,892 3,036

Ｅ社 474 1,121 1,595 1,674

Ｃ社 21 331 339 360 519 931 2,499 2,624

Ｂ社 97 88 394 420 470 533 862 2,863 3,007

Ａ社 114 176 172 170 328 135 480 1,574 1,653

Ｄ社 9 24 31 43 133 23 262 275

Ｆ社 179 199 378 397

その他 20 48 81 77 55 79 3 365 383

合計 398 610 1,334 1,525 1,674 2,622 4,264 12,427 13,049
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なお上記取引については、以下の情報から集計及び分析を行い、循環取引

における各社取引の照合を行ったが、入手できた情報が限られていること及

び意図的な循環取引の分割組替えにより取引間のつながりが全て解読できて

いないため、各社間の売上高・仕入高の計上額が相違した。そのため、各社

間の取引高の推定においては、以下の指針にしたがい算定を行った。 

 

① オリバーと特定取引先との取引高：オリバー情報における取引

高を用いる。 

② Ｅ社と特定取引先との取引高：Ｅ社情報における取引高を用い

る。 

③ Ｃ社と特定取引先（Ｅ社を除く）との取引：Ｃ社情報における

取引高を用いる。 

④ 上記以外の取引：原則、集計された取引高金額が多い方の情報

を用いる。 

 

 

当該取引について、売上計上会社における資金流入額及び仕入計上会社に

おける資金流出額を算定するために、2012 年 10 月 20 日時点での各社の未回

収債権・未払債務の残高額を調整し、各社における資金流入額及び流出額、

それらの差額としての資金ポジションを下記のとおり算定した。 

集計対象取引及び基礎データ 該当取引の計上期間

オリバー 「架空循環取引認定した取引明細」
2005年10月21日～2012年10
月20日(第40期～第46期)

Ｅ社
損害賠償金仮払仮処分命令申立書（平成24年10月22日）
別紙「元営業部長の指示に基づく売買一覧」

2011年1月～2012年9月

Ｃ社 Ｃ社提供の「代理店売上一覧」※1 2007年8月～2012年7月

Ｂ社 Ｂ社提供「売上・仕入明細書」 2005年12月～2012年9月

Ａ社 Ａ社提供の「売掛金明細表」・「買掛金明細表」※2 2007年5月～2012年8月

Ｄ社 Ｄ社提供の「オリバー商流リスト」 2009年5月～2011年7月

Ｆ社 Ｆ社提供の元営業部長の指示ＦＡＸ 2010年12月～2012年8月

※1：架空・循環取引ではない一般の帳合取引も含まれており、オリバーにて把握できている帳合取引

に関しては、集計からは除外している。

※2:手書きの台帳につき、架空・循環取引も含めた1ヶ月単位での取引総額が把握出来るのみであり、

特にオリバーとの取引については、通常の取引も含んだ金額が集計されている。
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取引総額は、資金流入総額（各社での売上取引による入金額の合計）は、

約 121 億円（うちオリバーの売上取引による資金流入総額約 27 億円）、資金

流出総額（各社の仕入取引による支出額の合計）は、約 121 億円（うちオリ

バーの仕入取引による支出総額約 25 億円）であった。 

これらの取引の結果、2012 年 9 月末頃の架空・循環取引の破綻後、2012 年

10 月 20 日現在における各社の架空・循環取引から生じた資金ポジションにつ

いて、プラスの資金残となったのは、オリバー235 百万円、Ｂ社 271 百万円、

Ｆ社 73 百万円、Ｄ社 3百万円であったのに対し、マイナスの資金残となった

のは、Ｅ社△489 百万円、Ｃ社△171 百万円、Ａ社△5 百万円（未決済の支払

手形 230 百万円を、もし決済したと仮定すると資金残は△235 百万円になる）

であった。 

 

前述の（1）「各特定取引先の架空・循環取引における役割」に記載のとお

り、Ｆ社は、元営業部長の指示に基づき売上・仕入取引を遂行し、売上先か

ら入金された後に仕入先に支払う役割であった。Ｅ社によれば、元営業部長

の指示で 2012 年 8 月 8 日にＦ社に対して仕入取引の支払として 40 百万円の

前渡金を支払っている。Ｆ社から入手した元営業部長の指示に基づく取引の

明細には、Ｆ社のＥ社への売上取引が計上されていないが、特定取引先間の

取引分析において、Ｆ社の 73 百万円のプラスの資金ポジションの中にはＥ社

からの入金額 40 百万円を含めている。元営業部長は所在不明のため、事実確

認はできないが、これまでは仕入先と販売先の双方に仕入取引と売上取引を

指示することで循環取引を成立させていたが、何らかの理由により、Ｅ社に

は仕入先をＦ社と指定し、仕入代金の支払い指示を出したものの、販売先を

指定していなかった。他方、Ｆ社は、販売先に指示されていたＥ社から入金

があった場合は、仕入先に支払を行う約束になっていたと思われるが、元営

各社の資金フロー及びポジションサマリー

(税込) (税込) (単位：百万円)

売上高 未回収債権 資金流入 仕入高 未払債務 資金流出 NET

オリバー 3,036 △269 2,767 △2,646 113 △2,532 235

Ｅ社 1,674 △359 1,315 △1,804 0 △1,804 △489

Ｃ社 2,624 △229 2,395 △2,786 220 △2,566 △171

Ｂ社 3,007 0 3,007 △2,929 193 △2,736 271

Ａ社 1,653 △79 1,573 △1,866 288 △1,579 △5

Ｄ社 275 0 275 △339 67 △272 3

Ｆ社 397 0 397 △379 55 △323 73

その他 383 0 383 △300 0 △300 83

合計 13,049 △937 12,112 △13,049 937 △12,112 0
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業部長から仕入先に関する指示がなかったことから仕入先への支払が行われ

ていないものと推測される。その結果、通常は、売上・仕入取引の双方を行

うことにより、マージンの 3％程度を得るところが、売上代金の 40 百万円の

み入金した状態になっているものと推測される。 

Ｂ社についてもＦ社と同様に売上・仕入取引の計上により得ているマージ

ンが約 3％であるのに対し、比較的多額の資金残高が残っている背景としては、

2012 年 10 月 20 日時点ではオリバーへの未払債務が 99 百万円あることから、

当該時点においては、資金残高がふくれた状態になっているものと推測され

る。 

なお、２(3)(g)「関与の可能性がある会社」に記載のとおり、資金の循環

に関する資金フローが網羅的に把握できていないため、オリバー及び特定取

引先からの未還流の資金流出入による流出額が 83 百万円ある。 

 

(5) オリバーにおける修正すべき取引 

これらの分析及び調査結果から、オリバーにおける修正の主な内容は、後

述７における架空・循環取引と認定した売上額及び仕入額を年度別に取消し、

今後、一連の循環取引に関与した特定取引先及びその他の関連した取引先か

ら損害賠償を求められる或いは訴訟を起こされるおそれがあるため、偶発損

失引当金を見積り計上することである。 

 

 

７ 不正取引に係る年度別取引額 

 

※「その他」には直接的・継続的な取引への関与は認められなかったが、特定取

引先との一連の循環取引の中で取引に組み込まれた会社との売上取引・仕入取

引を含めている（２(3)(g)「関与の可能性がある会社」参照）。 

オリバー不正取引売上額 (単位：百万円)

40期 41期 42期 43期 44期 45期 46期 合計

B社 120     54       175     173     254     227     283     1,286   

C社 38       104     104     177     98       70       142     732     

D社 -        -        35       71       19       111     64       300     

F社 -        -        -        -        -        153     156     308     

その他 -        97       41       68       48       10       -        265     

合計 158     254     356     490     419     571     645     2,892   

オリバー不正取引仕入額 (単位：百万円)

40期 41期 42期 43期 44期 45期 46期 合計

A社 114     155     99       170     264     60       33       894     

C社 -        21       209     260     99       274     191     1,054   

D社 9        24       -        -        -        -        -        33       

E社 -        -        -        -        -        159     325     483     

その他 20       25       11       -        -        -        -        55       

合計 143     225     318     430     363     492     548     2,520   
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第５ 過年度決算への影響額 

１ 過年度決算訂正の方針 

前述第４の調査結果に基づき、2007 年 10 月期から 2011 年 10 月期までの 5年間

の過年度決算を訂正の範囲とすべきと判断した。決算訂正を行うにあたり、訂正

に足る根拠と訂正数字の確認をして、各決算期において訂正を行った。また、2006

年 10月期は、2007年 10月期訂正報告書の比較年度としての決算数値であるため、

訂正の範囲の年度と同様な訂正を行っている。なお、2005 年 10 月期以前の事象に

よる影響は、2006 年 10 月期の期首の利益剰余金に反映した。 

 

２ 過年度決算訂正による内容及び影響額 

前述の不正取引に関連し、過年度決算訂正による純資産の負の影響額は 349 百

万円となった（第 40 期期首から第 46 期の第 3 四半期末までの損益への影響累計

額で、第 39 期以前の損益への影響額 15 百万円も含む）。 

 

(1) 決算訂正の主な内容 

決算訂正の主な内容は、以下のとおりである。 

 

① 架空・循環取引に関する「売上高」及び「売上原価」の取り消しを行った。

また当該取引に関連する「売掛金」及び「買掛金」の各期末残高及び関連

する消費税等についても取り消しを行った。これら取り消し処理に伴う貸

借差額については、一連の循環取引に関するオリバーの受取・支払超過差

額であるため、未払金（「その他流動負債」）/未収入金（「その他流動資産」）

として計上した。なお、「売上高」及び「売上原価」の取り消しに伴い、当

該架空取引に関する各期の利益も減少している。 

 

② 架空取引に関連する「受取手形」及び「支払手形」の各期末残高について

は、通常の営業取引によるものではないため、営業外受取手形（「その他流

動資産」）及び営業外支払手形（「その他流動負債」）へ振替えた。 

 

③ ①及び②により消去された受取手形及び売掛金に関連し計上されていた貸

倒引当金も合わせて消去し、各期の貸倒引当金繰入額・戻入額の調整を行

った。 

 

④ 上記訂正による損益への影響に関連する税効果会計の適用による調整及び

第 46 期第１四半期～第 3四半期における法人税等計上額の調整（未払法人

税等の減額）を行った。 
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⑤ 第 40 期における期首利益剰余金に対し、第 39 期以前に認識された架空取

引の訂正による損益影響累計額の調整を行った。 

 

(2) 主要な財務諸表項目への影響額 

上記第４の７「不正取引に係る年度別取引額」に基づき、上記(1)の決算訂

正による売上高、営業利益、経常利益、当期純利益、総資産及び純資産への

影響額は、以下のとおりである。△は損失を表わす。 

 

第 40 期の純資産・総資産への影響額には、第 40 期の売上高・売上原価の

訂正による影響△15 百万円に加え、第 39 期以前の訂正による期首剰余金への

累積的影響額△15 百万円が含まれている。 

 

(3) 連結損益計算書及び連結貸借対照表の主要項目への影響額 

上記第４の７「不正取引に係る年度別取引額」に基づき、上記(1)の決算訂

正による連結損益計算書及び連結貸借対照表の主要項目への影響及びそれら

を反映した数値は以下のとおりである。 

 

  

(単位：百万円)

第40期 第41期 第42期 第43期 第44期 第45期

2006年10月期 2007年10月期 2008年10月期 2009年10月期 2010年10月期 2011年10月期 第１四半期 第２四半期 第３四半期

売上高 △157 △254 △355 △489 △418 △549 △138 △248 △137 △2,750

営業利益 △14 △29 △37 △59 △55 △56 △39 △36 △20 △349

経常利益 △15 △30 △39 △62 △58 △60 △39 △36 △20 △363

当期純利益 △15 △30 △39 △62 △58 △69 △23 △21 △12 △334

総資産 △42 △94 △65 △80 △120 △112 △123 △269 △306

純資産 △30 △61 △100 △163 △221 △290 △314 △336 △349

第46期（2012年10月期）
合計
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(単位：百万円)

売上高 売上原価 営業利益 経常利益 当期純利益

訂正前 22,588 16,100 2,335 2,461 1,120

増減 △157 △143 △14 △15 △15

訂正後 22,431 15,957 2,321 2,446 1,105

訂正前 22,735 16,045 2,622 2,670 1,405

増減 △254 △224 △29 △30 △30

訂正後 22,480 15,820 2,593 2,639 1,375

訂正前 22,377 15,981 2,384 1,986 △1,064

増減 △355 △318 △37 △39 △39

訂正後 22,022 15,662 2,346 1,946 △1,103

訂正前 18,306 13,151 1,484 1,580 244

増減 △489 △429 △59 △62 △62

訂正後 17,817 12,721 1,424 1,518 181

訂正前 19,023 13,871 1,462 1,538 689

増減 △418 △362 △55 △58 △58

訂正後 18,605 13,508 1,406 1,480 630

訂正前 20,445 14,958 1,802 1,938 858

増減 △549 △492 △56 △60 △69

訂正後 19,896 14,466 1,745 1,878 789

訂正前 4,722 3,422 379 438 202

増減 △138 △99 △39 △39 △23

訂正後 4,583 3,323 339 399 179

訂正前 12,524 9,008 1,579 1,738 752

増減 △387 △311 △75 △75 △45

訂正後 12,136 8,696 1,504 1,662 706

訂正前 17,563 12,652 2,004 2,200 920

増減 △525 △428 △96 △96 △58

訂正後 17,037 12,223 1,908 2,104 861

連結損益計算書

第40期 2006年10月期

第41期 2007年10月期

第42期 2008年10月期

第43期 2009年10月期

第44期 2010年10月期

第45期 2011年10月期

第46期

2012年10月期

（第１四半期）

2012年10月期

（第２四半期）

2012年10月期
（第３四半期）
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なお、架空・循環取引に関連し損失を被った取引先から当社へ損害賠償仮

払仮処分命令の申し立てが提起されており、今後もその他の関連した取引先

から損害賠償を求められる或いは訴訟を起こされるおそれがあるため、2012

年 10 月期の年度決算においては、将来の損失負担見込み額について、偶発損

失引当金を計上する予定である。 

 

 

(単位：百万円)

訂正前 5,578 26,674 32,253 5,258 5,375 10,634 21,618 6,095

増減 △96 53 △42 △66 54 △12 △30 △30

訂正後 5,482 26,728 32,210 5,191 5,430 10,622 21,588 6,065

訂正前 5,692 26,501 32,193 5,448 4,634 10,082 22,111 7,099

増減 △114 20 △94 △123 90 △33 △61 △61

訂正後 5,577 26,521 32,099 5,325 4,724 10,049 22,050 7,038

訂正前 4,857 23,943 28,801 4,608 4,922 9,530 19,270 5,818

増減 △87 22 △65 △102 137 34 △100 △100

訂正後 4,769 23,966 28,735 4,505 5,060 9,565 19,169 5,718

訂正前 4,150 23,551 27,702 3,593 5,107 8,700 19,001 5,835

増減 △104 23 △80 △51 134 82 △163 △163

訂正後 4,045 23,575 27,621 3,541 5,241 8,783 18,838 5,672

訂正前 4,560 23,732 28,293 4,029 5,197 9,227 19,066 6,305

増減 △120 0 △120 △132 233 101 △221 △221

訂正後 4,440 23,732 28,172 3,897 5,431 9,328 18,844 6,083

訂正前 4,251 25,371 29,622 4,214 5,726 9,941 19,681 6,945

増減 △103 △8 △112 △30 209 178 △290 △290

訂正後 4,147 25,363 29,510 4,184 5,935 10,120 19,390 6,654

訂正前 4,538 24,366 28,904 4,357 4,693 9,050 19,853 7,038

増減 △122 0 △123 △83 275 191 △314 △314

訂正後 4,415 24,365 28,780 4,273 4,968 9,241 19,538 6,724

訂正前 7,255 25,345 32,600 6,521 5,302 11,824 20,776 7,588

増減 △267 △1 △269 △224 292 67 △336 △336

訂正後 6,987 25,343 32,331 6,297 5,594 11,891 20,440 7,251

訂正前 6,095 25,915 32,010 6,312 4,971 11,284 20,726 7,647

増減 △304 △1 △306 △278 321 42 △349 △349

訂正後 5,790 25,913 31,704 6,033 5,293 11,327 20,377 7,297

2007年10月期

第42期 2008年10月期

連結貸借対照表

資産 純資産

受取手形

及び売掛金

その他の

資産
総資産

支払手形

及び買掛金

その他の

負債

内、

利益剰余金

負債

総負債

第46期

2012年10月期
（第１四半期）

2012年10月期

（第２四半期）

2012年10月期

（第３四半期）

第43期 2009年10月期

第44期 2010年10月期

第45期 2011年10月期

第40期 2006年10月期

第41期
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第１ 株式会社オリバー第三者調査委員会設置の経緯及び調査対象 

１ 不正行為が判明した経緯 

株式会社オリバー (以下、「オリバー」という）Ｈ氏（元執行役員医療福

祉営業部長（以下「部長Ｈ」という）) が、複数の会社との間において、

実体の無い取引の売上計上及び仕入計上を行っていたことが判明した。 

本件については、２０１２年９月２５日、オリバーにとって売掛金の回収

予定があるＣ社より、支払うべき金額以上の債権を有するとの指摘があり、

かつ、その指摘のあった日より部長Ｈの所在が不明となったことから、オ

リバーは、当該取引に不審な点があるとの疑いを抱き、部長Ｈの関与する

取引の状況を確認したところ、部長Ｈの供述は得られないものの、実体の

無い取引があるものと判断した。 

 

２ 社内調査委員会の設置 

（１）社内調査委員会の設置 

オリバーは、本件の発生をきわめて深刻な事態と受け止め、２０１２年９

月２８日、オリバー代表取締役社長大川博美氏を委員長とする社内調査委

員会を設置した。 

（２）調査目的                   

社内調査委員会の調査目的は、①不正取引に関する事実関係の調査・解明、

②過年度決算への影響額の確定及びその調査結果を記載した調査報告書の

作成に限定することにした。 

 

３ 第三者調査委員会の設置 

    オリバーは、社内調査に対する公正中立な検証及び第三者による独自調査

を行うために、弁護士、公認会計士で構成される外部調査委員会として、

２０１２年１１月６日、「株式会社オリバー第三者調査委員会」 (以下、

「当委員会」という。)を設置した。 
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（１）調査目的                   

ア．社内調査委員会の調査の方法、結果の妥当性に対する検証を行う。 

イ．不正行為の発生原因と問題点の調査分析を行うとともに、再発防止策の提

言を行う。 

ウ．不正行為に関する取締役の責任に対する提言を行う。 

 

（２）調査方法 

事態は緊急を要するため､ ２０１２年１１月６日から同月３０日まで、同

時進行する社内調査委員会の調査の内容の開示やオリバーから関係資料の

提供を受けながら、社内外の関係者から事情聴取を行うなど独自に慎重に

調査を行った。 

           

４ 調査報告書の作成に当たって 

当委員会の調査報告書の作成期間に際し、主犯とも言うべき部長Ｈは行方

不明で全く事情聴取はできず、又、本件架空取引に関する証憑を隠匿して

おり、その上不正取引の相手方の６社であるＡ社、Ｆ社、Ｅ社、Ｄ社、Ｂ

社及びＣ社（以下「特定取引先６社」という）に資料提供や事情聴取の協

力を求めたが、任意の調査協力であり、利害関係が対立しているため、一

部の取引先からは必ずしも十分な協力は得られなかった。  

   本報告書は、以上のような制約の中で、急ぎ作成されたものであることを

ご理解戴ければ幸いである。 

 

第２ 社内調査委員会の調査と結果の妥当性の検証 

１ 不正取引に関する社内調査委員会の調査結果の骨子 

社内調査委員会の調査報告書は、本件不正取引の内容を詳細に報告してお

り、本書では、その内容の一部分を必要に応じて引用している。 
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（１）調査対象取引 

不正取引の実態に基づく調査対象取引の範囲 

今回の不正取引は、本件調査時点において部長Ｈが社内的には単独で、特

定取引先６社の協力を得て長年に亘り行われてきたとの確証がほぼ得られ

た。本来の仕入先直送取引は、オリバーが仕入先に商品を発注し、販売先

である医療機器ベンダーへ売却するものの、商品は仕入先から医療施設等

へ直送され、設置される。 

部長Ｈは、この本来の直送取引を悪用し、出荷・納品・設置が行われてい

ないにも拘わらずこの事実を隠し、部長Ｈ管轄下の営業部事務職員に、仕

入先への商品発注、販売先への納品・請求書作成などを入力させていた。 

また、特定取引先 6 社の協力を得て、商品移動の裏付けのない仕入先納品

書、請求書等の証憑書類を作成させ入出金の資金移動を行い、架空の直送

取引であることを長年に亘り隠蔽してきた。 

そこで、調査対象は医療福祉営業部の直送取引を中心として（直送取引金

額は、2012 年 10 月期の売上高のうち、約 50％を占める）調査が実施され

た。 

 

（２）調査対象期間 

社内調査委員会は、本調査の対象期間は、不正取引の方法が複数・多岐に

わたる上、それぞれが長期間かつ多数回に及んでいるために関係証憑類の

量、納品現場の数が膨大であり、限られた時間内における精査には限界が

あったこと、部長Ｈの所在が不明な中での医療福祉営業部員など関係者の

記憶の状況などを総合的に判断して、記録・資料の信頼性が確認できる範

囲において調査を行い、事実の確定と訂正額の確認ができた範囲におい

て、2005 年度以降について決算の訂正を行うべきと判断した。 

 

（３）社内関与者 
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不正取引に関与した社内関与者は、本人が失踪中のため供述は得られない

が、社内の他の者及び社外協力会社からのヒアリングにより部長Ｈが主導

的に行ったものと考えられ、現調査時点において、オリバーの役員及び社

員が関与していたことを認定できる事実は無かった。 

（４）社内調査委員会の調査結果の骨子 

ア．通常の取引形態 

医療施設においては、通常の取引では、同業施設との差別化や施設オリジ

ナルとして施設側から看護師及び患者から上がってきた要望を聞き、機

能的でデザインの良い家具に仕上げるべく営業担当者は製造依頼をする

仕入先との打ち合わせを綿密に行う。また、単品で大量に発注するため

に、試作品で検証を行い、施設側に図面承認を得た上で契約先より正式

に注文書を受け取り製作に着手する。さらに営業担当者は中間検査、出

荷前検査を仕入先工場で実施し、品質の確認をした上で、指定日に遅れ

ることなく、営業担当者立会のもと、施設への納品を行う。 終的には

指定場所に設置され、傷、汚れ等無いことを検査確認し、施設側施主及

び販売店へ引き渡しを行っている。 

イ．不正取引における取引形態の概要 

医療業界は、業界特有の帳合取引（帳簿上の取引相手先と商流の上の実際

の相手先とが異なる取引を含み、具体的には、仕入先と納入業者との間に

伝票を通す帳合先を入れる取引）が存在すると言われている。しかしながら

、今回の案件は、帳合取引のみならず、納入実態がない架空の取引を創出

し特定取引先に協力を得たものである。 

2005年頃以降、部長Ｈが、医療施設・高齢者施設からの発注が無いにも関

わらず、発注があったように偽装し、Ａ社、Ｂ社及びＣ社に対し仕入取引

及び売上取引を指示することにより、取引に関連する証憑書類を作成させ

、一定の支払条件のもとに資金決済をしていた。具体的には、Ａ社に架空
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の発注を行い、商品の実態が無いにも関わらずオリバーがＡ社から仕入を

行い、Ｂ社またはＣ社に売上を計上していた。オリバーから架空の仕入を

計上したＢ社またはＣ社は、部長Ｈの指示に従い、当該仕入れた架空商品

に利益を乗せてオリバーまたは他の特定取引先（Ａ社、Ｂ社及びＣ社）に販

売することにより、取引をオリバー及び特定取引先間で循環させ、このよ

うな架空取引を特定取引先間で繰り返すことにより各社が利益を計上して

いた。 

なお、オリバーは特定取引先からの架空仕入額に対して 10～15％程度の

利益を乗せて販売しており、また、Ａ社、Ｂ社及びＣ社は各仕入額に対

して 3％程度の利益を乗せて販売していた。 

ウ．オリバーの架空計上額 

本件架空取引事件は、部長Ｈが主導的に行った不法行為であるが、オリバ

ーにおける約７年間の架空計上額は、売上金額約２９億円、仕入金額約２

５億円であり、そのうち資金の流入金額２７億円（売上金額のうち決済さ

れた金額）、資金の流出金額２５億円（仕入金額のうち決済された金額）

であり、その内容は概ね下記の通りである。 

 
「オリバー不正取引年度別取引額：」          

オリバー不正取引売上額 (単位：百万円)

40期 41期 42期 43期 44期 45期 46期 合計

B社 120     54       175     173     254     227     283     1,286   

C社 38       104     104     177     98       70       142     732     

D社 -        -        35       71       19       111     64       300     

F社 -        -        -        -        -        153     156     308     

その他 -        97       41       68       48       10       -        265     

合計 158     254     356     490     419     571     645     2,892   

オリバー不正取引仕入額 (単位：百万円)

40期 41期 42期 43期 44期 45期 46期 合計

A社 114     155     99       170     264     60       33       894     

C社 -        21       209     260     99       274     191     1,054   

D社 9        24       -        -        -        -        -        33       

E社 -        -        -        -        -        159     325     483     

その他 20       25       11       -        -        -        -        55       

合計 143     225     318     430     363     492     548     2,520    

※「その他」には直接的・継続的な取引への関与は認められなかったが、特定取
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引先との一連の循環取引の中で取引に組み込まれた会社との売上取引・仕入取引

を含めている。 

 

２ 社内調査委員会による過年度決算への影響額の確定 

 （１）過年度決算訂正の方針 

オリバーによる決算修正の基本方針は、2007 年 10 月期から 2011 年 10

月期までの 5 年間の過年度決算を訂正の範囲とすべきと判断された。決

算訂正を行うにあたり、訂正に足る根拠と訂正数字の確認をして、各決

算期において訂正を行われることとなった。また、2006 年 10 月期は、2007

年 10 月期訂正報告書の比較年度としての決算数値であるため、訂正の範

囲の年度と同様な訂正が行なわれている。なお、2005 年 10 月期以前の事

象による影響は、2006 年 10 月期の期首の利益剰余金に反映されている。 

（２）過年度決算訂正の主な内容  

過年度決算訂正による純資産の負の影響額は 349 百万円となった（2006

年 10 月期首から 2012 年 10 月期の第 3 四半期末までの損益への影響累計

額で、2005 年 10 月期以前の損益への影響額 15 百万円も含む）。 

「決算訂正の主な内容」 

決算訂正の主な内容は、以下のとおりである。 

ア．架空・循環取引に関する「売上高」及び「売上原価」の取り消しを行

った。また当該取引に関連する「売掛金」及び「買掛金」の各期末残

高及び関連する消費税等についても取り消しを行った。これら取り消

し処理に伴う貸借差額については、一連の循環取引に関するオリバー

の受取・支払超過差額であるため、未払金（「その他流動負債」）/

未収入金（「その他流動資産」）として計上した。なお、「売上高」

及び「売上原価」の取り消しに伴い、当該架空取引に関する各期の利

益も減少している。 

イ．架空取引に関連する「受取手形」及び「支払手形」の各期末残高につ
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いては、通常の営業取引によるものではないため、営業外受取手形

（「その他流動資産」）及び営業外支払手形（「その他流動負債」）

へ振替えた。 

ウ．イ及びロにより消去された受取手形及び売掛金に関連し計上されてい

た貸倒引当金も合わせて消去し、各期の貸倒引当金繰入額・戻入額の

調整を行った。 

エ．上記訂正による損益への影響に関連する税効果会計に適用による調整

及び 2012 年 10 月期の第１四半期～第 3 四半期における法人税等計上

額の調整（未払法人税等の減額）を行った。 

オ．2005 年 10 月期における期首利益剰余金に対し、2005 年 10 月期以前

に認識された架空取引の訂正による損益影響累計額の調整を行った。 

 

（３）主要な財務諸表項目への影響額 

前記｢オリバー不正取引売上額｣および「オリバー不正取引仕入額」に基

づき上記決算訂正による売上高、営業利益、経常利益、当期純利益、

総資産及び純資産への影響額は、以下のとおりである。 

 

2006年 10月期の純資産・総資産への影響額には、同期の売上高・売上

原価の訂正による△15 百万円に加え、2005 年１０月期以前の訂正によ

る期首剰余金への累積的影響額△15 百万円が含まれている。 

（△は損失を表す） 

(単位：百万円)

第40期 第41期 第42期 第43期 第44期 第45期

2006年10月期 2007年10月期 2008年10月期 2009年10月期 2010年10月期 2011年10月期 第１四半期 第２四半期 第３四半期

売上高 △157 △254 △355 △489 △418 △549 △138 △248 △137 △2,750

営業利益 △14 △29 △37 △59 △55 △56 △39 △36 △20 △349

経常利益 △15 △30 △39 △62 △58 △60 △39 △36 △20 △363

当期純利益 △15 △30 △39 △62 △58 △69 △23 △21 △12 △334

総資産 △42 △94 △65 △80 △120 △112 △123 △269 △306

純資産 △30 △61 △100 △163 △221 △290 △314 △336 △349

第46期（2012年10月期）
合計
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（４）連結損益計算書及び連結貸借対照表の主要な項目への影響額 

上記の決算訂正による連結損益計算書及び連結貸借対照表の主要項目への

影響およびそれらを反映した数値は以下のとおりである。 

(単位：百万円)

売上高 売上原価 営業利益 経常利益 当期純利益

訂正前 22,588 16,100 2,335 2,461 1,120

増減 △157 △143 △14 △15 △15

訂正後 22,431 15,957 2,321 2,446 1,105

訂正前 22,735 16,045 2,622 2,670 1,405

増減 △254 △224 △29 △30 △30

訂正後 22,480 15,820 2,593 2,639 1,375

訂正前 22,377 15,981 2,384 1,986 △1,064

増減 △355 △318 △37 △39 △39

訂正後 22,022 15,662 2,346 1,946 △1,103

訂正前 18,306 13,151 1,484 1,580 244

増減 △489 △429 △59 △62 △62

訂正後 17,817 12,721 1,424 1,518 181

訂正前 19,023 13,871 1,462 1,538 689

増減 △418 △362 △55 △58 △58

訂正後 18,605 13,508 1,406 1,480 630

訂正前 20,445 14,958 1,802 1,938 858

増減 △549 △492 △56 △60 △69

訂正後 19,896 14,466 1,745 1,878 789

訂正前 4,722 3,422 379 438 202

増減 △138 △99 △39 △39 △23

訂正後 4,583 3,323 339 399 179

訂正前 12,524 9,008 1,579 1,738 752

増減 △387 △311 △75 △75 △45

訂正後 12,136 8,696 1,504 1,662 706

訂正前 17,563 12,652 2,004 2,200 920

増減 △525 △428 △96 △96 △58

訂正後 17,037 12,223 1,908 2,104 861

連結損益計算書

第40期 2006年10月期

第41期 2007年10月期

第42期 2008年10月期

第43期 2009年10月期

第44期 2010年10月期

第45期 2011年10月期

第46期

2012年10月期
（第１四半期）

2012年10月期

（第２四半期）

2012年10月期

（第３四半期）
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なお、架空・循環取引に関連した損失を被った取引先から当社へ損害賠償仮払

仮処分命令の申し立てが提起されており、今後もその他の関連した取引先から

損害賠償を求められる或いは訴訟を提起されるおそれがあるため、２０１２年

１０月期の年度決算においては、将来の損失負担見込み額について、偶発損失

引当金を計上する予定である。 

 

３ 社内調査委員会による調査の限界及び問題点 

（１）調査方法の限界 

社内調査委員会は、任意の調査権限しかなく、調査方法には自から制約が

あり、その上、下記の諸事情があるため、調査方法に限界があった。 

ア．部長Ｈは、本件架空取引事件がオリバーに発覚する直前に行方不明となっ

ており、部長Ｈから事情聴取ができなかった。 

イ．部長Ｈは、本件架空取引における証憑類を隠匿しており、本件事案解明の

(単位：百万円)

訂正前 5,578 26,674 32,253 5,258 5,375 10,634 21,618 6,095

増減 △96 53 △42 △66 54 △12 △30 △30

訂正後 5,482 26,728 32,210 5,191 5,430 10,622 21,588 6,065

訂正前 5,692 26,501 32,193 5,376 4,705 10,082 22,111 7,099

増減 △114 20 △94 △123 90 △33 △61 △61

訂正後 5,577 26,521 32,099 5,253 4,796 10,049 22,050 7,038

訂正前 4,857 23,943 28,801 4,778 4,752 9,530 19,270 5,818

増減 △87 22 △65 △102 137 34 △100 △100

訂正後 4,769 23,966 28,735 4,675 4,890 9,565 19,169 5,718

訂正前 4,150 23,551 27,702 3,872 4,828 8,700 19,001 5,835

増減 △104 23 △80 △51 134 82 △163 △163

訂正後 4,045 23,575 27,621 3,820 4,962 8,783 18,838 5,672

訂正前 4,560 23,732 28,293 4,289 4,938 9,227 19,066 6,305

増減 △120 0 △120 △132 233 101 △221 △221

訂正後 4,440 23,732 28,172 4,156 5,171 9,328 18,844 6,083

訂正前 4,251 25,371 29,622 4,480 5,461 9,941 19,681 6,945

増減 △103 △8 △112 △30 209 178 △290 △290

訂正後 4,147 25,363 29,510 4,449 5,670 10,120 19,390 6,654

訂正前 4,538 24,366 28,904 4,357 4,693 9,050 19,853 7,038

増減 △122 0 △123 △83 275 191 △314 △314

訂正後 4,415 24,365 28,780 4,273 4,968 9,241 19,538 6,724

訂正前 7,255 25,345 32,600 6,521 5,302 11,824 20,776 7,588

増減 △267 △1 △269 △224 292 67 △336 △336

訂正後 6,987 25,343 32,331 6,297 5,594 11,891 20,440 7,251

訂正前 6,095 25,915 32,010 6,312 4,971 11,284 20,726 7,647

増減 △304 △1 △306 △278 321 42 △349 △349

訂正後 5,790 25,913 31,704 6,033 5,293 11,327 20,377 7,297

負債

総負債

第46期

2012年10月期

（第１四半期）

2012年10月期

（第２四半期）

2012年10月期

（第３四半期）

第43期 2009年10月期

第44期 2010年10月期

第45期 2011年10月期

第40期 2006年10月期

第41期 2007年10月期

第42期 2008年10月期

連結貸借対照表

資産 純資産

受取手形

及び売掛金

その他の

資産
総資産

支払手形

及び買掛金

その他の

負債

内、

利益剰余金
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ための重大な障害となっている。 

ウ．オリバー役員及び社員は、いずれも部長Ｈの本件架空取引の事実を知らな

かったと説明している。 

エ．本件特定取引先６社は、オリバーとの利害関係が対立しており、その上本

件取引について架空取引である事実を知らなかったと主張しているため、

事案解明について必ずしも協力的ではなかった。 

オ．オリバーに保管されている証憑書類について、部長Ｈが一部捏造している

可能性があり、特定取引先６社から提供を受けた証憑書類との整合性にも

疑問を生じさせるものが散見される。 

また、特定取引先６社から提供を受けた証憑書類も不完全なものである可

能性がある。 

カ．架空・循環取引であるか否かを認定するため、売上記録に基づく納入場所

へ現物確認を行ったが、一部施設に立ち入ることができず現物確認ができ

なかったこと、施設の担当者への確認に際して記憶が定かではなかったこ

と、売上記録に基づく納入数量が現物確認の数量と一致していなかったな

ど、Ｈ本人の供述がない中で、これら現物確認が不充分であった取引に関

しては、保守的に架空・循環取引であると認定している。 

（２）事案解明に関する問題点 

ア．以上の様な事情があるため、現時点において、部長Ｈに社内外に協力者(共

犯者）の存否を認定できる資料は存在しないため、共犯者の有無について

判断できず、本件架空取引事件の全容が解明したと判断することはできな

い。 

イ．本件は、直送取引による架空循環取引であり、物流の事実は全く無く、従

って、通常の取引形態は全く存在しなかったのであり、このような不自然

な取引（架空循環取引）が長期間・継続的に行われていたが、他方本件架

空取引において、オリバーに対し、毎月入金が有り、相殺処理をしていた

Ｃ社を除き、ほとんど未回収金が無く、形式的には証憑書類が揃っていた
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ため、本件架空取引の発覚が遅れた。 

ウ．特定取引先６社の担当者（役員も含む）がいずれも本件架空取引について

認識が無かったと主張しているが、同主張の根拠として、オリバーの部長

Ｈの指示通りに取引を行っており、通常の取引の実態が存在するものと認

識していたと説明している。 

しかし、当委員会は、社内調査委員会の調査結果を踏まえて、本件特定取

引先６社全てが本件架空取引の認識が全く無かったと判断することに躊

躇を感じざるを得ない。 

従って、現調査時点において本件架空取引事件は、部長Ｈが主導的に行っ

たものと判断することは相当であるが、本件架空取引事件の全容は未だ解

明されていないものと判断する。 

（３）本件架空取引事件の解明と部長Ｈの刑事告訴手続 

オリバーは、部長Ｈに対し、懲戒解雇処分をし、また刑事告訴の手続中

である。 

本件事案の全容は、刑事告訴手続きにより、解明されるべきである。 

 

４ 社内調査委員会の調査に対する妥当性の結論 

（１）社内調査委員会による本件架空取引に関する調査には一定の限界があるた

め、本件架空取引事件の全容を解明するには至っていないが、現時点にお

いては、適切に調査された妥当なものと判断できる。 

（２）社内調査委員会の決算訂正の方針は、妥当である。 

（３）社内調査委員会の決算訂正内容及び影響額はいずれも妥当である。 

 

第３ 不正行為の発生原因と問題点 

１ オリバーにおける部長Ｈの評価 

部長Ｈが担当する部門のオリバーでの各期毎の売り上げ高は、下記の通り
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であり、オリバーでの評価は極めて高かった。 

記 

                      期                   売上げ金額（１万円未満切り捨て） 

40 期(2005 年 10 月 21 日～2006 年 10 月 20 日)      ９億２２８０万円 

41 期(2006 年 10 月 21 日～2007 年 10 月 20 日)    １２億８００６万円 

42 期(2007 年 10 月 21 日～2008 年 10 月 20 日)  １５億８１５９万円 

43 期(2008 年 10 月 21 日～2009 年 10 月 20 日)  １３億４２７０万円 

44 期(2009 年 10 月 21 日～2010 年 10 月 20 日)  １６億１４４７万円 

45 期(2010 年 10 月 21 日～2011 年 10 月 20 日)  ２１億７９９７万円 

46 期(2011 年 10 月 21 日～2012 年 10 月 20 日)  １６億８５７６万円 

このため、オリバーの実施した成果主義により、部長Ｈはオリバーからほぼ

毎期に、極めて高い評価がなされ、高い昇給、高い賞与、高い地位（執行役

員）を得ていた。 

２ オリバーの部長Ｈの業務に関するチェック体制 

部長Ｈの医療福祉営業部における業務遂行の状況は、下記の通りであり、

部長Ｈに対するチェック機能が不充分であった。 

（１）部長Ｈは、本件架空取引において、単独で行動し、社内的にも殆どチェッ

クされることが無かった。 

（２）部長Ｈは、受注・発注業務において独自（単独）に行っており、殆ど他の

社員は関与していなかった。 

（３）部長Ｈが、どのような業務を遂行しているのか他の社員は分からなかった。 

（４）部長Ｈは、直行直帰が多く、在社時間が少なく、Ｈの日常行動を把握する

ことができなかった。 

３ 部長Ｈの本件架空取引事件の動機について 

部長Ｈの本件架空取引行為の動機は、次の通りであると推測できる。 

（１）予算達成のプレッシャー及び昇進・昇給目的 

ア．成果主義の徹底化 
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オリバーでは、成果主義が徹底しており、オリバーの昇進・昇格制度で

は、売上高と営業利益が予算通り達成されていることが昇進・昇給の重

要な要素となっていた。 

部長Ｈは、この昇進制度により、同期入社の中で も早く執行役員に昇

進した。 

イ．予算達成のプレッシャー 

部長Ｈは、予算のノルマを達成するために一方では部下に対し正常な取

引により売上高と利益率を達成させようとし、他方では、予算のノルマ

達成ができないことを危惧して本件架空取引に専念し正常取引にはほと

んど関与しなくなった。 

（２）利益供与目的 

部長Ｈは、取引先であるＡ社やＥ社に対し、商品の納入先である病院な

どに対する営業活動費などと称して、リベートを受領し、又、高級クラ

ブや飲食店などにおける費用を負担させていた。 

さらに、部長Ｈは、２０１２年４月から９月上旬までの期間合計約１０

回位韓国に渡航しており、その費用の多くはＥ社に負担させていた。 

部長Ｈの取引先からの利益供与を受けた金額は、今回の調査により判明

しただけでもその合計額は約２０００万円となっている。 

（３）以上の事実から、部長Ｈは、予算のノルマを達成し、自己の昇進・昇給

を主たる目的として本件架空取引を継続的に行い、他方では取引先に対

し、リベート（現金や飲食代金などの私的費用の負担）を要求して利得

を得ていたのであり、部長Ｈの本件架空取引の動機は、これらの事由に

存するものと判断できる。 

 

４ 部長Ｈの本件架空取引事件発覚後の状況 

（１）懲戒解雇 

オリバーの取締役会は、２０１２年９月２９日開催の取締役会において、
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本件架空取引事件及び無断欠勤などを理由として部長Ｈを執行役員から

解任した。 

（２）所在調査の状況 

部長Ｈの家族から住所地を管轄する警察署に捜索願が提出されているが、

２０１２年１１月３０日現在行方不明である。 

 

５ 本件架空取引事件が発生した原因 

（１）コンプライアンス意識の不徹底 

ア．オリバーは家具・インテリア事業部門において、着実に実績を積み重ね、

業績も順調に伸び続け、内外から高い評価を得ている。 

オリバーが売上高を伸ばし、高い利益率を上げている理由は、「機能性、

独自性の高い商品の開発や顧客指向型ビジネスを積極的に展開する一

方」競争が激化する市場に対応するために「引き続き原価の低減及び経

費の削減に努めてきた結果」によるものである（オリバー第４５期有価

証券報告書）。 

イ．そして、今日の企業においては、適正な利益を上げることと共に、企業

が社会の構成員の一つであるから、コンプライアンス（企業が法令や社

会規範・企業倫理を守ること）意識を徹底させるべきことは言うまでも

ない。 

この観点から、オリバーを見てみると、オリバーは、順調な業績の伸張

を求めるあまりコンプライアンスの意識が十分ではなかった。 

オリバーは、２００３年４月に「コンプライアンスマニュアル」を制定

しているが、役員及び社員に対する研修が不充分であり、必ずしも同マ

ニュアルが浸透していなかった。 

（２）取引に関する社内規定と決裁権限システムの不備 

部長Ｈは、オリバーの商品の購入及び仕入れに関する諸規程の一部に違反

したり、或いは同規程の不備を利用して本件架空取引を行っていた。 
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ア．商品の納品先（エンドユーザーなど）に商品が納入されたことの確認手

続きの不備 

本件架空取引において、納品が完了（エンドユーザーなどに納品された

事実）した事実を第三者が作成した客観的資料（例、配送業者作成の配

送証明書、エンドユーザーからの商品受領書）が無く、又、社員が納品

の際に立ち会っていないのにも拘わらず、部長Ｈの指示により、仕入先

に対する代金が支払われていた。 

イ．仕入代金の決裁権限違反 

オリバーでは、仕入代金が２０００万円超の場合には、営業統括本部長

の決裁が必要であったのに、部長Ｈは、これに違反して部下に指示して、

同仕入代金を仕入先に支払わせていた。 

ウ．新規継続取引に関するルール違反とスポット取引の悪用 

（ａ）オリバーでは、新規継続取引の際に、企業信用情報等を添付して、取

引申請承認手続きをとることになっているのに、部長Ｈは、同承認手

続きを申請せずに、スポット取引を利用して特定取引先から仕入をし

ていた。 

（ｂ）オリバーでは、スポット取引については、一定の支払いの条件の下に

部長・支店長に決裁権限があった。 

スポット取引の場合でも、その後継続的取引に移行する場合には、継

続取引の承認手続きが必要であったが、オリバー所定の支払い条件内

であれば、新たに継続取引の申請書を提出しないことが多かった。 

 

（３）内部監査と外部監査の問題点 

ア．内部監査の問題点 

（ａ）オリバーでは、内部監査規程に基づき内部統制課が内部監査業務を担

当する規定となっている。 

（ｂ）内部監査の実施については、期初に監査方針を含む監査基本計画書案
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を立案し、社長の承認を得るものとなっているが、同計画書の立案及

び監査の実施は必ずしも機能していなかった。 

又、内部調査実施細則に基づく監査手続が不充分であった。 

イ．外部監査の問題点 

（ａ）監査法人の監査チームは、オリバーの企業風土を必ずしも理解せず、

オリバーが「相対的に不正が発生しやすい環境」との認識及び「特定

の個人に権限が集中している」との認識が不充分であり、そのため、

リスク意識を充分に理解せずに監査業務を遂行していた。 

（ｂ）監査法人の監査チームは、オリバーに対し通常のマニュアルに従い監

査をしていたが、監査に対するリスクへの対応が不充分であり、結果

的に本件架空取引に気づかなかった。 

（４）成果主義と業績評価 

オリバーの役員及び社員に対する評価制度は、売上高の予算の達成及び営

業利益が重視され、成果主義が採用されていた。 

そして、 終的に人物評価を加味して取締役会で承認されるシステムであ

った。 

しかし、役員及び社員の多くは特に成果主義にプレッシャーを感じており、

部長Ｈも売上高の予算の達成と営業利益を図るため、本件架空取引を行っ

たものと推認できる。 

６ まとめ 

本件架空取引事件は、部長Ｈが主導した不法行為であり、部長Ｈに対し、

懲戒解雇処分だけでなく、民事責任及び刑事責任を厳しく問うべきである。 

本件事件の背景には、オリバーが利益重視型企業であり、コンプライアン

スの認識が社内で必ずしも周知されていなく、監査及び管理部門が手薄で

あったことがその一因である。 

そして、人事異動が適切に行われていなかったために、特定の者（部長Ｈ）

が、長期間同じ業務を担当していたことにより、担当部門の事実上の 高
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権限者となり、そのことが不正行為の温床と取引業者との癒着に繋がって

いった。 

オリバーは、役員・社員を信頼して営業活動に総力を結集し、大きな成果

を上げてきたが、他方、リスク管理が不充分であったため、本件不正行為

が行われた要因の一つであるとも考えられる。 

 

第４ 再発防止策の提言 

オリバーの経営方針は、売上高と営業利益を確保すること（成果主義）に

重点が置かれており、コンプライアンス体制、内部監査体制、法務及び管

理部門が稀薄であった。 

そこで、オリバーの業務体制（人事労務を含む）及びコンプライアンス並

びに管理部門を改革するために「改革委員会」（仮称）などを設置し、下

記の事項について検討すべきである。 

１ コンプライアンスの徹底とコンプライアンス・マニュアルの改正 

オリバーは、２００３年４月にコンプライアンス・マニュアルを作成して

いるが、同マニュアルを見直して改正すべき事項を検討し、コンプライア

ンスマニュアルを周知させて、意識の向上を図るべきである。 

２ 各種規程集の見直しと実務との整合性の確認 

本件架空取引事件において、商品の販売（売上）部門において、商品の納

入を第三者が作成した客観的資料に基づき、納品の事実を確認することが、

不充分であったこと及び商品の仕入部門において、商品の仕入代金の決済

手続きに不備があったこと並びに新規取引における「スポット」取引に関

するシステムが不充分であったため、部長Ｈが自己の判断でオリバーの規

程に違反して商品を仕入れることが事実上可能であり、これらの事情が本

件架空取引の要因であった。 

そこで、各種規程集を見直し、現状において不充分な規程を整備し、かつ、

オリバーの実務との整合性を図るべきである。 
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３ 成果主義及び昇進・昇給制度の改革 

オリバーは、予算達成及び利益率を重視し、これらの成果と昇進・昇給制

度が密接につながっており、一方では、営業利益の向上に寄与しているが、

他方では、役員及び社員に予算達成のプレッシャーが見受けられ、本件架

空取引事件の要因の一つとも考えられる。 

そこで、オリバーにおける成果主義及び昇進・昇給制度を見直して、必要

な範囲で改革をすべきである。 

 

４ 取締役会及び監査役会の更なる活性化 

（１）取締役会と経営会議との権限を明確にし、取締役会の更なる活性化を図

るべきである。 

（２）社外監査役には、経験豊富な人格識見のある専門家（弁護士、公認会計

士など）を選任し、監査役会の機能を充実させ、かつ、取締役の業務執

行の監査を充実させるべきである。 

５ 管理・コンプライアンス部門の充実化 

管理・コンプライアンスに関連する部門を充実させ、有能かつ適正な人員

を配置すべきである。 

 

第５ 取締役の責任 

１ 代表取締役、取締役には、現時点において、部長Ｈの本件架空取引事件に

ついて指示及び関与したと認定出来る事実は存在しなかった。 

２ 本件架空取引事件は、部長Ｈが主導して行ったものではあるが、現時点に

おいて、社内外に協力者（共犯者）が存在するか否かは不明であり、全て

が解明されたと判断することはできない。 

３ オリバーの損害額についても、本件架空取引行為に加担した特定取引先６

社が、架空取引の事実を知らなかったと主張しているが、同６社には、少
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なくも過失相殺事由が存在するものと考えられる。 

従って、現時点においては、オリバーの損害額を確定することは困難であ

る。 

４ オリバーは名古屋証券取引所第２部上場の会社であり、社会的道義的責任

がある。 

従って、オリバーの取締役とりわけ本件調査対象期間の部長Ｈの直属の取

締役には、部長Ｈに対する監督責任が存在する。 

－以上－ 

 

 


	第三者委員会の報告書受領と対応_20121203_1625 - コピー
	社内調査報告書(要約) - コピー
	第三者委員会調査報告書（要約）_最終 - コピー
	オリバー「調査報告書」の要約版
	オリバー「調査報告書」Ｈ氏最新版２４年１１月３０日_20121203FINAL井上修正


