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はじめに

　企業不祥事が多発する今日、未然にその発生を防ぐための体制（コンプライ
アンス体制）をいかに構築するかについて、企業は多くの時間を割いている。
もちろん、これは重要なことである。
　しかし、たとえ完璧なコンプライアンス体制を構築しても、企業不祥事の発
生を完全に防ぐことはできない。そうであれば、企業不祥事が発生したとき、
企業がいかに対応するかについて検討することは、より実務的であり、より重
要なことである。
　企業不祥事が発生したとき、まずすべきことは、その詳細な事実をいち早く
知ることである。その後のとるべき対応策は、すべてこの事実を正確に知るこ
とから始まる。
　そのためには、企業は自ら不正調査を行う必要がある。つまり、不正調査は
企業不祥事への対応の第一歩なのである。
　三菱自動車工業株式会社によるリコール隠蔽事件、雪印乳業株式会社による
集団食中毒事件など、過去、企業不祥事が企業を存亡の危機にまで陥らせた例
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は数多い。これらのケースを見てみると、企業不祥事の際、十分な不正調査が
行われず、それゆえ適切な対応をとれずに不祥事が拡大してしまったものが多
い。
　些細と思われる不祥事であっても、企業は十分な不正調査を実施し、適切な
対応策を講じなければ、重大な不祥事へつながってしまうのである。
　このように、企業にとって迅速かつ適切な不正調査を行うことは極めて重要
であるが、不正調査は通常の企業活動と異なる点が多いため、多くの企業には
それを行うための知識、経験、ノウハウが十分にないのが実情である。
　私たちの法律事務所では、企業のコンプライアンスに関するアドバイスのみ
ならず、企業不祥事が発生した際の危機対応と、その一環として事実関係・原
因等の解明のための不正調査を数多く行っている。その経験をもとに、企業の
不正調査の進め方、それに伴う様々な法律問題を解説したものが本書である。
　本書が、企業不祥事が発生した際の対応に迷う企業関係者、不正調査を実際
に担う実務担当者の方々にとって一助となれば幸いである。
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　「不正調査」とは多義的に用いられる言葉であるが、本書では、企業（株式会
社、一般社団・財団法人、学校法人、医療法人、協同組合等の私企業のほか、地方公

共団体、独立行政法人、公社、公団等の公企業を含む
＊1
）が、それに属する役職員（役

員および従業員等）による「法令違反行為」、もしくは「不適切な行為」（以下、
これら各行為を各々あるいは総称して「不正行為」という）、またはそれらの疑いが
ある行為に関する情報に接した場合に、当該情報に関わる事実関係の有無およ
び内容を調査することをいう。
　上記のうち、「法令違反行為」とは、横領、背任、詐欺、インサイダー取引、
食品衛生法違反、独占禁止法違反等の刑罰法規に抵触する行為のほか、役職員
による社内規程違反、会社に対する善管注意義務違反・忠実義務違反や、従業
員による就業規則違反、誠実労働義務違反等の職務に関する義務違反行為を含
むものである。また、「不適切な行為」とは、法令違反行為には該当しないが、社
会的非難を受けるような役職員としての倫理、モラル等に違反する行為を指す。

第1章

序

Ⅰ ◆ ◆ ◆  不正調査とは

＊１　本書では、便宜上、主に株式会社を念頭に置いて記述を進めることとするが、その内容は、他の
私企業および公企業においても、おおむね妥当するものである。

3Ⅱ　近年における企業不祥事の多発

　我々が日々暮らしていく中で、企業不祥事
＊2
に関する報道に接しない日はない

といっても過言ではない。
　近時に限っても、後記一覧表に記載のとおり、数多くの企業不祥事が発生し
ている。もっとも、近時におけるこれらの企業不祥事の発生は、必ずしも日本
企業の遵法精神が失われたことを示すものではない。
　企業不祥事が近時多数発生している背景としては、以下のような事情を指摘
することができる。まず、社会的な背景として、雇用の流動化により、組織内
情報の外部流出の可能性が高まっていることが挙げられる。雇用の流動化は、
企業にとって不都合な情報を外部に流出させる可能性を高め、企業不祥事が顕
在化しやすくなる傾向をもたらしている。
　また、かつては日本における企業慣習の中で大目に見られていた事柄が、近
時における企業および市民のコンプライアンス意識の高まりによって、もはや
黙認できないと理解されるようになってきた側面もある。
　さらに、政府機関等が組織内部者からの情報提供を有効に活用するようにな
り、また、平成18年に公益通報者保護法が施行されたことにより、組織内部者
からの情報提供が容易になされ得る環境が整ってきたことが挙げられる。
　こうした要因があいまって、企業不祥事が顕在化するケースが増加している
と考えられるのである。

Ⅱ ◆ ◆ ◆  近年における企業不祥事の多発

＊２　本書において、企業不祥事とは、企業の役職員による不正行為により混乱が生じ、当該企業のレ
ピュテーションが低下する事態のことをいう。
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【近年の主要な企業不祥事一覧表】

事件名
（発覚日時）

事件の概要 関係者等の責任

雪印乳業に
おける
集団食中毒
（2000年6月）

雪印大阪工場で製造された「低脂肪乳」
による集団食中毒事件。食中毒発生の
通報が消費者から大阪市に寄せられた
ことから、大阪市保健所は同工場製造
に係る「低脂肪乳」の製造自粛・回収
を同工場に指導するとともに、再三事
実報告を求めていた。しかし、同工場が、
これらの要請に応じず事態を放置した
ことから、被害が拡大した。被害者は
大阪・兵庫・和歌山等広域にわたり、
その総数は1万3,000人を超えた。

当時の社長は、2000年₇月末に引
責辞任したが、その後、大阪府警は、
業務上過失致死・傷害事件として、
元社長・元専務・元工場長らを大阪
地検に書類送検し、元工場長ら₂
名には有罪判決が言い渡された（大
樹工場元工場長につき禁錮₂年・
執行猶予₃年・罰金12万円、元製
造課粉乳係主任につき禁錮₁年₆
月・執行猶予₂年）。
また、食中毒の被害者である₅家
族₉名が、製造物責任法（PL法）
に基づき合計約6,800万円の損害賠
償を同社に求める訴訟を提起し、そ
の後各被害者との間で、会社が合計
760万円を支払う旨の和解が成立し
た。

三菱自動車に
おけるリコール隠
し
（2000年7月）

三菱自動車工業による「リコール隠し」
が発覚した事件。運輸省（当時）は、
匿名情報をもとに、三菱自動車工業が、
車のクラッチ部分の不具合がリコール
の対象であるとの認識を持ちながら、
その届出をせず、内密に回収・修理を
行っていた疑いがあるとして調査を始
めた。立入調査の結果、数百通のクレ
ーム報告書が発見され、運輸省は同社
がリコール隠しを行っていたと認定し
た。同社はこれにより販売高の減少が
続き、国内外で信用が失墜し、筆頭株
主であるダイムラー・クライスラーか
ら予定されていた7,500億円規模の支
援も打ち切られた。

当時の社長は引責辞任した。その後、
法人としての三菱自動車工業と同社
の元役員ら₉名が道路運送車両法
違反（虚偽報告）の疑いで書類送検
され、同社と元役員ら₄名に略式
命令が下された（法人につき罰金
40万円、元役員らにつき罰金各20
万円）。
また、同社の株主が「会社の信用を
傷つけた」として当時の経営陣11
名に対し、約11億7,000万円の損害
を会社に賠償するよう求める株主代
表訴訟を提起した。その後、会社と
の間で、上記11名が連帯して計₁
億6,000万円の和解金を支払うとと
もに、会社が当該和解金で社内にコ
ンプライアンス体制拡充のための基
金を創設すること等を内容とする和
解が成立した。

5Ⅱ　近年における企業不祥事の多発

カネボウに
おける粉飾決算
（2004年10月）

カネボウが平成14年₃月期および同
15年₃月期の有価証券報告書において、
実際は債務超過であったにもかかわら
ず、業績が悪化していた子会社を連結
決算の対象から除外する等の粉飾決算
を行ったとして、元社長、元副社長お
よび公認会計士が逮捕された事件。こ
の事件は、経営陣が公認会計士と共謀
して、粉飾決算を繰り返し行っていた
ものであり、粉飾額は、平成10年₃
月期から同15年₃月期までの₅年間
で総額約2,150億円にも上った。

当時の社長ら旧経営陣は粉飾発覚前
に引責辞任した。その後、粉飾決算
に関与した元社長および元副社長が
証券取引法違反（有価証券報告書虚
偽記載）の罪で有罪判決を受けた（元
社長につき懲役₂年・執行猶予₃年、
元副社長につき懲役₁年₆月・執
行猶予₃年）。さらに、粉飾に加担
した元中央青山監査法人の公認会計
士₃名も同様に証券取引法違反（有
価証券報告書虚偽記載）の罪で有罪
判決を受けた（₁名につき懲役₁
年6月・執行猶予₃年、他₂名に
つき懲役₁年・執行猶予₃年）。
また、株主と新経営陣が、元社長お
よび元副社長に対して10億円の損
害賠償を請求する訴訟を提起した。

パロマ工業に
おける
ガス瞬間湯沸器死
亡事故
（2006年3月）

パロマ工業が製造した瞬間湯沸器につ
いて、排気ファンの動作不良を原因と
する一酸化炭素中毒事故が過去約20年
間にわたり発生していたことが発覚し
た事件。東京都港区において発生した
死亡事故に関する警視庁の捜査により、
同社製の瞬間湯沸器の問題が浮上し、
経済産業省が調査した結果、1985年以
降同社製の瞬間湯沸器が原因とみられ
る一酸化炭素中毒による死亡事故が相
次いでいることが公表された。同社は
自社製品に責任はないと主張していた
が、その後も新たな死亡事故や製品の
不具合が明らかになり、経済産業省は
同社に対し、約26万台の同社製品を回
収するよう命じた。

元社長は引責辞任したが、その後、
元社長および元品質管理部長が業務
上過失致死罪に問われ、有罪判決が
言い渡された（元社長につき禁錮₁
年₆月・執行猶予₃年、元品質管
理部長につき禁錮 1 年・執行猶予
₃年）。
また、事故被害者の遺族らにより複
数の損害賠償請求訴訟が提起され、
同社の損害賠償責任を認める判決も
下されている。
なお、この事件をきっかけに、消費
者庁が発足した。

日興
コーディアル
グループに
おける不正会計
（2006年12月）

日興コーディアルグループが平成17年
₃月期の有価証券報告書に約188億円
の利益を水増し計上していた事件。同
社は、連結決算の対象とすべきグルー
プ会社を不当に連結決算から除外する
という手法により利益の水増し計上を
行い、当該有価証券報告書をもとにし
て社債を発行し、市場から500億円を
調達していた。

当時の会長および当時の社長が引責
辞任するとともに、両名を含む担当
役員 6 名が業績連動報酬の一部（合
計6,600万円）を返上した。
その後、金融庁は同社に対し、課徴
金 5 億円の納付命令を発した。
また、同社は、利益水増し問題をめ
ぐって会社に損害を与えたとして、
元社長ら旧経営陣₃名を相手取り、
約33億6,000万円の損害賠償請求訴
訟を提起した。その後、旧経営陣が
会社に約₃億円を支払う旨の和解
が成立した。
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内部通報制度の概要および問題点

　（１）　内部通報制度の基本的枠組　　内部通報制度を整備することは、企業の
自浄作用を高め、内部告発を未然に防止することにつながる。しかし、形式的に
内部通報制度を整えても、役職員に利用されず機能しないのでは意味がない。
　そこで、内部通報制度を設置するにあたっては、以下のような基本的な枠組み
を設けるべきである。
　まず、内部通報制度は、通報のためのハードルを下げ、役職員にとってできる
限り利用しやすいものとしなければならない。したがって、内部通報をする役職
員個人にとっては利益とならない事項であっても、企業のためにあえて通報を行
うべきと思わせる工夫が必要である。
　また、通報者の立場を確実に守る体制を整備することが必須である。どういう
仕組みで通報者の立場を守ることができるのか、予め明確に示しておく必要があ
る。
　以下では、内部通報制度の基本的枠組に関わる留意点を解説する。
　（２）　内部通報の対象　　内部通報の対象については、法令違反行為に限定す
る場合と、広く倫理違反やコンプライアンスに関する提言といったものまでを含
める場合とがある。
　一般的には、内部通報の対象を拡大し過ぎると、多様な通報に対応する体制を
整えることが困難になるという問題はある。しかし、内部通報の対象を拡げるこ
とによって、役職員の内部通報に対する抵抗感を減らすこともできる。また、一
見すると軽微と思われる倫理違反行為等が重大な不正行為の端緒となる場合も少
なくない。したがって、企業としては、ある程度、内部通報の対象を広く設定し
ておくことが望ましいといえる。
　（３）　匿名による通報の許否　　内部通報制度の設計にあたっては、匿名によ
る通報を許容すべきかという問題がある。
　匿名による通報を許容すると、根拠のない通報や誹謗中傷のための通報等を誘
発するおそれがある。また、匿名による内部通報の場合には、通報者から十分な
情報が得られないため、事案の概要を把握することができず、不正調査を円滑に
実施することが難しい場合も多い。
　しかし、実名の通報しか許さないとすると、通報者が自身に不利益が及ぶこと
を懸念して通報を躊躇し、重大な不正行為に関する情報が通報されず、内部通報
制度を設置した目的が達せられないおそれがある。そのため、近時では、匿名に
よる通報を許容する企業が増加している。
　なお、匿名による通報には、通報者が通報窓口に対して氏名等を秘匿する場合
だけでなく、通報窓口に対しては氏名等を明らかにしつつ、通報窓口から企業に
対しては匿名として報告するよう求める場合も含まれる。内部通報制度を設置し
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た企業としては、少なくとも後者の匿名通報については、許容する運用を行うべ
きである。
　（４）　通報者の範囲　　内部通報制度を利用できる者、つまり通報者の範囲に
ついては、企業の役職員のみに限るとするケースと、取引先、下請企業等の外部
関係者までを含めるケースがある。
　通報者の範囲を拡げた場合、必然的に企業における対応の負担が増大すること
になるし、社内規程の効力が外部関係者には及ばないという問題があるため、通
報者を役職員のみに限定している企業も少なくない。
　しかし、企業の自浄作用を高め、内部告発を未然に防止するためには、不正行
為として把握すべき情報をできるだけ広く捉えることが求められるし、例えば企
業内の不正経理の事案については、取引先等からの情報提供なくしては発覚に至
らない場合が多いと考えられる。
　したがって、通報者を企業の役職員のみに限定する場合であっても、別途、取
引先等を対象とした専用の通報窓口（情報提供窓口）を設置するといった対応も
検討に値すると思われる。
　（５）　内部通報の窓口　　内部通報を受け付ける窓口は、₁箇所に絞る必要は
ない。内部通報をできる限り行いやすくするためには、通報窓口を複数設けるべ
きである。通報者が、多数の窓口の中から実際に通報を行う窓口を選択できるよ
うにすることで、より積極的な通報を促すことができる。
　この場合、企業のコンプライアンス部、法務部、総務部といった企業内部の窓
口だけでなく、法律事務所、専門コンサルタント等の外部の窓口も設けることが
望ましい。
　（６）　内部通報受付の方法（通報手段の設定）　　内部通報を受け付ける方法
（通報手段）については、書面、電子メール、電話、面談等によることが考えられる。
　この点、企業のなかには、送信者の特定を図る必要があるとか、記録を残す必
要があるといった理由により、通報手段を限定する例も見受けられる。
　しかし、通報手段が限られていると、通報者が不便を感じ、窓口が十分に機能
しないというデメリットがあるため、そのような限定は付すべきでない。
　また、通報者がより通報をしやすい環境を整えるため、電話による通報の場合
には専用電話を設置し、メールによる通報の場合には専用アドレスを設置する等
の工夫をすることが望ましい。
　なお、通報を行う際に、どのように通報すればよいか分からない者も少なくな
い。不正調査の速やかな実施を可能にするという観点からも、企業が通報用のフ
ォーマットを用意することも一案である。
　（７）　内部通報規程の策定　　前記のとおり、内部通報制度においては、役職
員にとってできる限り利用しやすいものにするとともに、通報者の立場を確実に
守る体制を整備することが必要である。
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4.　調
※12

査期間
自　平成○年₅月 ₁日
至　平成○年₅月11日

5.　添付資料
※13

　・Ａ、ＣおよびＤのヒアリングメモ並びにＡの供述書
　・○○銀行○○支店のＡの預金通帳の写し

第２.　事実認定

1.　認定事実
※14

　貴社の従業員（役職名）であるA（住所、生年月日）は平成○年₃月
₅日午後₁時ころ、貴社の取引先であるＢ社（住所）の従業員であるＣ
から売上金100万円を現金にて集金し、それを貴社のために自己の机の中
で保管していたが、平成○年₃月20日午後₂時ころ、その全額を自己の
用途に費消する目的で、○○銀行○○支店の自己の口座に入金して横領し
た。

2.　認定の理由
※15

　Ａは前記事実を否認しているが、Ａの供述は変遷し、かつその内容は具
体性に乏しく、信用性に欠ける。他方、貴社がＡから任意で提出を受けた
Ａの預金通帳の写し（○○銀行○○支店、普通預金、口座番号○○○○○
○○、口座名義人Ａ）には、平成○年₃月20日に100万円が入金された
旨の記載があること、その入金についてＡは「そんな入金があったことは、
今まで知らなかった。」と不合理的な供述をしていること、Ｂ社従業員Ｃは、

「Ａに100万円を渡した。」と供述していること、Ａの部下である貴社の従
業員Ｄは、「Ａから会社の金を使い込んでいるとの告白を聞いた。」と供述
していること等に照らすと、前記認定事実を認定することができる。

第３.　認定事実に基づく法的責任
※16
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○○株式会社　御中
※2

調査報告書
※3

平成○年○月○日

　　　　　　　　　　　　　　　　　 小林総合法律事務所
※4

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　弁護士　　小　林　英　明
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　○　○　○　○
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　○　○　○　○

当事務所は、貴社からの依頼に基づき、以下のとおり調査（以下「本調査」
という）を行ったので、本調査報告書をもってその結果を報告する。

※5

第１.　序
※6

1.　調査の経緯
※7

　本調査は、平成○年○月○日、貴社の内部通報窓口に、匿名にて、「貴
社の従業員であるＡが取引先であるＢ社から集金した金員を横領してい
る。」との情報が寄せられたことを受けて、実施されることになった。

※8

2.　調査の対象事実
※9

　Ａは平成○年₂月ころから平成○年₄月ころまでの間、貴社の取引先
であるＢ社から集金した金員を横領した事実があるか否か。

※10

3.　調査の方法
※11

　当事務所は本調査のために、貴社から提供された各種資料の分析・検討
をし、Ａを含む貴社従業員およびＢ社従業員に対するヒアリングを行うと
ともに、その他の関係資料を分析、検討した。
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１.　雇用契約上の責任
※17

　Ａの本件所為は就業規則の○条に該当するため、懲戒解雇、諭旨解雇の
対象となる。

２.　民事責任
※18

　Ａの本件所為に照らすと、Ａは「故意または過失によって他人の権利ま
たは法律上保護される利益を侵害した者」として、「それによって生じた
損害を賠償する責任を負う」（民法709条）ところ、Ａの本件所為によって、
貴社に100万円の損害が生じたと認定できる。よって、Ａは貴社に対し
100万円の損害賠償義務を負う。

３.　刑事責任
※19

　Ａの本件所為は「業務上自己の占有する他人の物を横領した」といえ、
刑法253条の各構成要件に該当するため、Ａには業務上横領罪が成立する。

第４.　再発防止策
※20

１.　法令遵守に向けた役職員の意識改革
　役職員を対象とする金員の取扱いに関するコンプライアンス研修を見直
すべきである。
　具体的には、全役職員を対象として定期的にコンプライアンス研修の受
講義務を課すことにより、どのような行為がコンプライアンスに違反する
行為であるか、仮にコンプライアンスに違反する行為を行うと、どのよう
な損害を企業に与えるのか等について、十分な理解を促す必要がある。

２.　経理部門の強化
　経理部門による入出金のチェック機能を高めるため、経理部の人員を増
強するとともに、システムを改めるべきである。

以　上
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※１　調査報告書には、種々の形式があり得る。本例は、最も簡易な形式の調査報告書の例
である。記載内容は、出版用として作成したため、実際の例と比べて簡略化したものとなっ
ている。本例をもとに調査報告書を作成する際は、本例中の記載内容に種々の事項を付加
して作成することになる。

※２　企業の依頼により外部の者が調査をする場合は、当該企業を宛先とするのが通常であ
る。代表取締役や法務部等の特定の機関や部署から、社内の者が指示を受けて調査をする
場合は、指示をした機関・部署を宛先とすることになる。

※３　単に「調査報告書」とするほかに、調査対象事案等を明示し、「○○調査報告書」等と
することも多い。

※４　調査実施者、調査報告書の作成者の表示である。調査のために特別なチーム、委員会
を設置する例も多く、その場合はそのチーム名、委員会名を表示する。通常は、調査実施者
と調査報告書の作成者とは同一である（第４章Ⅱ₂（₂)⒜ ⒤・169頁参照）。

※５　前文である。調査報告書の意義等を記載する。前文の記載が長くなるときは、「序」の
後に新たに項目を立ててその内容を記載する。例えば、調査委員会を設置したときは、調査
委員会設置の経緯、設置時期、メンバーの氏名と役職等を各別の項目を立てて記載する。

※６ 「序」という名称のほかに、「調査の目的等」、「調査の経緯等」等の名称を付けることも
多い。「序」の中には、本例で示した項目のほかに新しい項目を立てて、その内容を記載す
る。例えば、「調査実施者」、「調査の前提事項」、「そのほか調査に関連する事項」等の項
目を設けることがある。

※７　調査が実施されることになった経緯等を記載する。不正行為の発覚には何らかの端緒
があり、その真偽を確かめるために、調査が実施されるのが通例である。それら不正行為発
覚の端緒も含め、不正調査を実施するに至った原因や経緯を記載する。

※８　本調査は、内部通報窓口に不正行為の疑いについての情報（通報）が寄せられたこと
が端緒となって行われたことがこれで分かる。

※９　調査対象事実をある程度明確に定めなければ、その調査は散漫になり、何の調査をし
たのか判然とせず、調査自体の意義が失われる。他方、調査開始前には、過度に明確さを求
めることもできない。そのため、ある程度は抽象的な記載にとどまらざるを得ないこともあ
る。

※10　本調査の対象事実は、「Ｂ社から集金した金員の横領」と、「平成○年₂月ころから平
成○年₄月ころまでの間」という₂つの要素で、調査対象事実の特定を図っている。不正調
査の過程で、例えば「Ｃ社から集金した金員の横領」とか、「平成○年₈月ころの横領」と
か、調査対象事実以外の不正行為が疑われる要素が判明したら、適宜、調査依頼者と調査
実施者が相談のうえ、調査対象事実を拡張するが、別個の調査に委ねる等の対応をとる。

※11　どのような調査方法をとったかを記載する。通常、書面や電子データ等の各種資料の分
析・検討と、調査対象者、関係者からのヒアリングが中心となる。その他、筆跡鑑定、声紋鑑
定等を行うこともある（第₃章Ⅲ₈・84頁参照）。調査の方法としてこのように記載するほかに、
実際に分析、検討した資料の名称等を具体的に記載したり、ヒアリングをした者の氏名等を
記載することもある。

※12　いつからいつまで行った調査によって導かれた結論であるかを明らかにするために、調
査期間を記載する。

※13　認定事実や認定理由の記載を裏付ける証拠となる資料を過不足なく添付する（第４章Ⅱ
₂（₂)⒜ ⅵ・170頁参照）。

※14　調査の結果、どのような事実が認定されたかを記載する（第₄章Ⅱ（₂)⒝・171頁参照）。証


