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世界基準の経営３要素

１．コーポレート・ガバナンス
×「企業統治」
〇「取締役会による経営者統制」
⇒企業行動は独立社外取締役によりコントロールされる

2． コンプライアンス
×「法令遵守」
〇「社会適合性」
⇒法律より社会の要請する企業倫理に従うようになる

3. アカウンタビリティ
×「説明責任」
〇「証拠や計数に基づく合理的な論証」
⇒口先ばかりの嘘で固めた言い逃れは通用しなくなる
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３要素を実現するための取締役会の構成

当社において期待するそれぞれの候補者の役割

候補者
番号

独立社外
候補者名 企業経営 グローバル コンプライアンス ガバナンス 金融

1 〇 クリストファー・ダグラス・ブレイディ 〇 〇 〇 〇 〇

2 〇 パメラ・フェネル・ジェイコブズ 〇 〇 〇 〇

3 〇 岡田 康司 〇 〇

4 〇 佐伯 照道 〇 〇

5 〇 岩﨑二郎 〇 〇 〇 〇

6 〇 齊藤 誠 〇 〇 〇

7 〇 加藤ひとみ 〇 〇

8 勝呂 文康 〇 〇

9 藤原 元彦 〇 〇 〇

10 山田 浩司 〇 〇 〇

11 和田 勇 〇 〇 〇 〇

 取締役11名の選任を求める。取締役候補者は上記11名であり、これを一括して選任することを求める。ただし、上記11名の
うち一部の者のみが選任された場合に、その選任の効力を否定する趣旨ではない
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取締役会が目指す『新しい積水ハウス』の姿

１．世界基準の経営３要素の実践

✓ 不正や私物化を許さない強固な『ガバナンス』

✓ 社会の要請に応える積極的な『コンプライアンス』

✓ 全ステークホルダーに向けた事実に基づく『アカウンタビリティ』

２．持続的成長の基盤づくり

✓ 真の『ＥＳＧ（環境・社会・ガバナンス）』経営

✓ 株主視点に基づく経営資源の配分

✓ 取締役以外の執行役員への大幅な権限委譲

現積水ハウスの問題を解決し、持続的な株主価値向上を目指す
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取締役会が目指す『新しい積水ハウス』の姿

３．人を大切にする経営（社員・協力会社・お客様）

✓ 互いを尊重する『信頼感』の醸成 企業風土の再構築

✓ 『自由にものが言える環境』の回復

✓ 現場重視の姿勢



株主提案に至った背景

地面師事件ではなく、

『不正取引』である
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株主提案に至った背景

積水ハウスの代表取締役である阿部俊則会長、稲垣士郎副会
長、仲井嘉浩社長及び内田隆副社長の４名を中心とする現経
営陣は、以下の理由から不適任であるため、株主提案を行う
事を決定

１．不正取引

２．重要情報の隠ぺい

３．ガバナンス不全
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株主提案に至った背景

１．不正取引

✓ 実質55億円もの損害を発生させた、「不正取引」事件は、

経営者として信じ難い判断を重ねた結果 （詳細はＰ. 28から参照）

✓ 再三の警告等のリスク情報を無視し、売買決済日を２か月も前倒ししたうえ、当

社従業員が決済時に警察に任意同行されながらも決済を強行

✓ この取引は、所有者との間に中間会社を入れるだけでなく、

「ペーパーカンパニー」に現金に等しい「預金小切手」で支払うなど、闇社会に金

銭が流れる危険性を自ら招いた「不正取引」
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株主提案に至った背景

２．重要情報の隠ぺい（現在進行中）

✓ 調査対策委員会の2018年1月24日付調査報告書によれば、阿部氏に

「経営上、重い責任がある」、稲垣氏、仲井氏及び内田氏にも責任が

あるとされている

✓ 現経営陣は責任追及を恐れ、株主代表訴訟で調査報告書の開示に

徹底的に抵抗し、「不正取引」の事実解明を拒否し続けている

✓ 現経営陣は、調査報告書につき、同年3月6日付プレスリリースで

自らに不都合な重大なマイナス情報を全て隠蔽した上で、一部内容を開示したのみ

であり、株主の議決権行使に重大な影響を与える情報を開示していない
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株主提案に至った背景

3．ガバナンス不全

✓ 積水ハウスの「人事・報酬諮問委員会」は、「不正取引」の責任に関し、阿部氏の代表

取締役ならびに社長を解職すべきと答申

✓ この答申が無視され、責任がある４名が代表取締役となり会社支配が継続

✓ 現経営陣の徹底した情報隠蔽により社内に「ものが言えぬ状況」を

もたらし、会社としての正常な機能が失われ、積水ハウスの運営にも重大な障害が生

じつつある



現積水ハウスの直面する課題

現在の積水ハウスの問題点

１．不正取引

2. 重要情報の隠ぺい（現在進行中）

3. ガバナンス不全

社内外との信頼関係にひずみが生じている

✓ 『社員』の士気が下がり全体に活気がない

✓ 長年にわたり構築してきた『協力会社』との信頼関係に亀裂

✓ 『お客様』に寄り添った、地域性を踏まえた提案ができていない
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本提案が目指す「新しい積水ハウス」

世界基準の経営３要素の実践1

人を大切にする経営（社員・協力会社・お客様）

2
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３

持続的成長の基盤づくり



本提案が目指す「新しい積水ハウス」

世界基準の経営３要素の実践1

① 現経営陣を刷新し、１１名中７名を独立社外取締役とする取締役会による、
徹底した「経営者統制」の確立

✓ 社外取締役を議長とする取締役会を実現

✓ 社外取締役を委員長とし、過半数を社外取締役とする「人事委員会」と「報酬委員会」
を設置し、その決定内容を公表

✓ 政策保有株式の売却

② 法令遵守のみならず、社会の要請に応えるコンプライアンスの実践

✓ 情報を決して握りつぶさない社内外の通報制度の構築

✓ 社外取締役を委員長とする、取締役会の諮問機関としての「コンプライアンス委員会」
の新設

③ 全ステークホルダーに向けた積極的な情報開示

✓ 第三者委員会を設置し、事実を徹底解明し、その内容を公表

✓ 取締役（執行役員兼務者も含む）と監査役の報酬額の個別開示
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本提案が目指す「新しい積水ハウス」

持続的成長の基盤づくり2

① 真の『ＥＳＧ（環境・社会・ガバナンス）』経営

✓ 実践を重視し、更なるステージを目指す

② 株主視点に基づく経営資源の配分

✓ 持続的に利益を上げられる投資を実行

③ 取締役以外の執行役員への大幅な権限委譲

✓ 業務執行は執行役員に任せる
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本提案が目指す『新しい積水ハウス』

社員・協力会社の士気向上（人を大切にする経営）3

① 『自由にものが言える環境』の回復

✓ 従業員と経営陣との信頼関係の再構築

✓ 若手の積極的な登用

✓ 新たなチャレンジの推奨

② 互いを尊重する『信頼感』の醸成 企業風土の再構築

✓ 協力会社との継続的かつ密接な連携の再構築

✓ お客様の『幸せづくり』の実現



参考資料
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社外取締役候補の略歴

候補者番号
１ クリストファー・ダグラス・ブレイディ（Christopher Douglas Brady） 新任 社外 独立

1954年10月12日生 【所有する当社株式の数】 0株 【特別の利害関係】 なし

略 歴
1977年 ミリセント・フェンウィック連邦議会議員の選挙責任者・補佐官
1979年 ジョージ・H・W・ブッシュ大統領のニュージャージー州選挙責任者
1981年 リーマン・ブラザーズ社 コーポレート・ファイナンス部門 ヴァイス・プレジデント
1987年 ディロン・リード社 資本市場部門 ヴァイス・プレジデント
1995年 チャート・グループ および チャート・ナショナル社 会長兼CEO（現任）

【重要な兼職の状況】
チャート・グループ および チャート・ナショナル社 会長兼CEO

【社外取締役候補者とした理由】

クリストファー・ダグラス・ブレイディ氏は、その経歴を通じて、国防、安全保障、リスクマネジメントおよびマネーロンダリング防止

について高い経験と知見を有しています。2019年には、日本経済団体連合会（経団連）において国内機関投資家との間で、コー

ポレート・ガバナンスに関する意見交換も行っております。こうした多様かつ豊富な経験と知見を当社経営の監督に活かし、かつ

経営の透明性の確保と不正を見逃さない強固なコーポレート・ガバナンス体制を構築するために、客観的な立場から社外取締役

としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、候補者としました。

なお、同氏は米国に拠点を置いておりますが、当社取締役に選任された場合、基本的にすべての取締役会への出席が可能で

あること、当社取締役としての職務を全うする所存であることを、確認済みです。

【独立性に関する事項】

同氏は、㈱東京証券取引所が定める独立役員の要件および当社の定める「社外役員の独立性基準」を満たしております。
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社外取締役候補の略歴

候補者番号
2 パメラ・フェネル・ジェイコブズ （Pamela Fennell Jacobs） 新任 社外 独立

1960年11月4日生 【所有する当社株式の数】 0株 【特別の利害関係】 なし

略 歴
1996年 SEIインベストメンツ社 投資顧問グループ リージョナル・セールス・マネージャー
2001年 PFJコンサルティング社 創業
2016年 エンベストネット社 コンサルタント
2019年 スパウティング・ロック・アセット・マネジメント社 チーフ・サステナビリティ・オフィサー（現任）

【重要な兼職の状況】
スパウティング・ロック・アセット・マネジメント社 チーフ・サステナビリティ・オフィサー

【社外取締役候補者とした理由】

パメラ・フェネル・ジェイコブズ氏は、ＥＳＧ（環境・社会・ガバナンス）の専門家として、上場企業に対してＥＳＧ目標

を重視させる活動に従事し、コンサルティング及び講演活動などを行っています。当社が真のＥＳＧリーディングカ

ンパニーとなるために、同氏のこうした多様かつ豊富な経験と知見を活かし、客観的な立場から社外取締役として

の職務を適切に遂行していただけるものと判断し、候補者としました。

なお、同氏は米国に拠点を置いておりますが、当社取締役に選任された場合、基本的にすべての取締役会への

出席が可能であること、当社取締役としての職務を全うする所存であることを、確認済みです。

【独立性に関する事項】

同氏は、㈱東京証券取引所が定める独立役員の要件および当社の定める「社外役員の独立性基準」を満たしてお

ります。
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社外取締役候補の略歴
候補者番号
3 岡田 康司 （おかだ やすし） 新任 社外 独立

1942年6月24日生 【所有する当社株式の数】 0株 【特別の利害関係】 なし

略 歴
1967年 日本長期信用銀行 入行 同行 調査部副長、事業開発部長 （1994年退行）

その間、通商産業省、大蔵省に出向
1994年 社団法人（自治省認可。2015年から 一般社団法人）地域経済総合研究所 理事長（現任）

流通科学大学 商学部教授
2001年 流通科学大学 サービス産業学部長
2006年 大阪産業大学 経営・流通学研究科（博士課程） 教授
2009年 東京成徳大学 経営学部長
2017年 東京成徳大学 地域創生研究所長
2019年 東京成徳大学 名誉教授（現任）

【重要な兼職の状況】
一般社団法人 地域経済総合研究所 理事長

【社外取締役候補者とした理由】
岡田康司氏は、長年に渡り金融機関の業務に従事した後、複数の教育機関で我が国の産業構造・企業経営
の研究および教育活動に従事する傍ら、旧自治省認可の研究所理事長として知見を広め、経済・経営に関係
する書籍を多数著してきました。同氏は、学識経験者としての高い見識と幅広い経験から、経営の透明性確保
と経営への監督機能を高めるための助言・提言等をいただけるものと判断し、候補者としました。
同氏は、社外取締役または社外監査役以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記理由に
より、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
なお、同氏は当社取締役に選任された場合、基本的にすべての取締役会への出席が可能であること、当社
取締役としての職務を全うする所存であることを、確認済みです。

【独立性に関する事項】
同氏は、㈱東京証券取引所が定める独立役員の要件および当社の定める「社外役員の独立性基準」を満たし
ております。
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社外取締役候補の略歴

【重要な兼職の状況】
北浜法律事務所・外国法共同事業 パートナー
フジテック株式会社 社外取締役
岩井コスモホールディングス株式会社 社外取締役
ワタベウェディング株式会社 社外監査役

【社外取締役候補者とした理由】

佐伯照道氏は、弁護士としての専門知識と豊富な経験を有し、法的紛争の予防・解決のみならず、管財人として多数の会

社経営を経験されております。また、同氏は、コーポレート・ガバナンスへの造詣が深く、多様な企業の社外取締役および社

外監査役としての経験が豊富で、各企業の経営を適切に監督してこられた実績を有しております。これらのことから、法律

面・経営面からの有益な監督および助言等をいただけるものと判断し、候補者としました。

なお、同氏は当社取締役に選任された場合、基本的にすべての取締役会への出席が可能であること、当社取締役としての

職務を全うする所存であることを、確認済みです。

【独立性に関する事項】

同氏は、㈱東京証券取引所が定める独立役員の要件および当社の定める「社外役員の独立性基準」を満たしております。

略 歴
1968年 弁護士登録（大阪弁護士会） 田村・松田法律事務所入所
1973年 八代・佐伯・西垣法律事務所（現 北浜法律事務所・外国法共同事業）設立
2002年 大阪弁護士会会長、日本弁護士連合会副会長
2006年 グローリー株式会社 取締役
2009年 フジテック株式会社 社外監査役
2010年 岩井証券株式会社（現 岩井コスモホールディングス株式会社） 社外取締役（現任）
2012年 ワタベウェディング株式会社 社外監査役（現任）
2014年 フジテック株式会社 社外取締役（現任）
2016年 東洋ゴム工業株式会社（現 TOYO TIRE株式会社）社外監査役（現任）

候補者番号
4 佐伯 照道 （さえき てるみち） 新任 社外 独立

1942年12月28日生 【所有する当社株式の数】 4,000株 【特別の利害関係】 なし



社外取締役候補の略歴
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候補者番号
5 岩﨑 二郎 （いわさき じろう） 新任 社外 独立

1945年12月6日生 【所有する当社株式の数】 0株 【特別の利害関係】 なし
略 歴
1974年 東京電気化学工業株式会社（現TDK㈱） 入社
1996年 同社 取締役 人事教育部長
1998年 同社 常務取締役 記録メディア事業本部長
2006年 同社 取締役専務執行役員

アドミニストレーショングループジェネラルマネージャー
2008年 GCAサヴィアン株式会社（現GCA㈱)社外監査役
2009年 JVC・ケンウッド・ホールディングス株式会社（現 ㈱JVCケンウッド）

取締役執行役員常務 コーポレート戦略部長
2011年 SBSホールディングス株式会社 社外監査役

帝京大学 経済学部経営学科 教授
2015年 SBSホールディングス株式会社 社外取締役（現任）
2016年 GCAサヴィアン株式会社（現GCA㈱） 社外取締役 常勤監査等委員（現任）

ルネサスエレクトロニクス株式会社 社外取締役（現任）

【重要な兼職の状況】

SBSホールディングス株式会社 社外取締役
GCA株式会社社外取締役 常勤監査等委員
ルネサスエレクトロニクス株式会社 社外取締役

【社外取締役候補者とした理由】

岩﨑二郎氏は、電気電子部品メーカーをはじめ、社外取締役として運輸倉庫業、コンサルティング等の様々な事業分野に

おける豊富な経営経験を有しており、さらに大学教授の経歴もあります。それらを通じて培った経験・見識からの視点に基

づく経営の監督とチェック機能を期待できるため、適任と判断し、候補者としました。

なお、同氏は当社取締役に選任された場合、基本的にすべての取締役会への出席が可能であること、当社取締役として

の職務を全うする所存であることを、確認済みです。

【独立性に関する事項】

同氏は、㈱東京証券取引所が定める独立役員の要件および当社の定める「社外役員の独立性基準」を満たしております。
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社外取締役候補の略歴

候補者番号
6 齊藤 誠 （さいとう まこと） 新任 社外 独立

1946年1月30日生 【所有する当社株式の数】 100株 【特別の利害関係】 なし

略 歴
1978年 弁護士登録（東京弁護士会）
2000年 高周波熱錬株式会社 社外監査役
2002年 弁護士法人斉藤法律事務所 設立、代表者社員(現任)
2007年 高周波熱錬株式会社 社外取締役（2014年退任）
2011年 公益財団法人 日本女性学習財団 監事（現任）
2018年 独立行政法人 日本スポーツ振興センター 入札監視委員会委員（現任）

【社外取締役候補者とした理由】

齊藤誠氏は、弁護士として幅広い業務に従事し、特に、社外取締役の経験に基づく企業法務、日本弁護士連合会企

業の社会的責任（CSR）と内部統制に関するPT座長として企業の社会的責任およびコンプライアンス、さらにはビジネ

スと人権の問題といった分野を手掛けてこられました。また、企業等不祥事における第三者委員会ガイドラインをまと

め、第三者委員会報告書格付委員会のメンバーとして活動して参りました。こうした豊富な経験とそれに基づく専門的

知見を当社経営の監督に活かし、客観的な立場から社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断

し、候補者としました。

同氏は、社外取締役または社外監査役以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記理由により、社

外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。

なお、同氏は当社取締役に選任された場合、基本的にすべての取締役会への出席が可能であること、当社取締役と

しての職務を全うする所存であることを、確認済みです。

【独立性に関する事項】

同氏は、㈱東京証券取引所が定める独立役員の要件および当社の定める「社外役員の独立性基準」を満たしておりま

す。

【重要な兼職の状況】
弁護士法人斉藤法律事務所 代表者社員
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社外取締役候補の略歴

候補者番号
7 加藤 ひとみ （かとう ひとみ） 新任 社外 独立

1954年4月12日生 【所有する当社株式の数】 0株 【特別の利害関係】 なし

略 歴
1977年 三菱石油株式会社 入社
1986年 松原・村木国際特許事務所 入所
1996年 高砂香料工業株式会社 入社
2006年 同社 法務・特許部長
2014年 ファリア合同会社 設立、代表社員（現任）
2017年 日光ケミカルズ株式会社 執行役員・法務部長（現任）

【社外取締役候補者とした理由】
加藤ひとみ氏は、長年企業法務に従事し、各種訴訟対応、国際事業展開、特許等多様な分野での豊富な
経験を有しております。同氏は、経済法友会における活動の他、内部通報制度、営業秘密等の分野におい
て大学・官庁等での講演やガイドラインの策定・執筆を行った実績があります。また、同氏は専業主婦の期
間を経ての企業勤務への復帰、大学院での研究をしながらの勤務等の多様な勤務経験を有しております。
その豊富な見識と多様な経験から経営の透明性確保と経営への監督機能を高めるための助言・提言等を
いただけるものと判断し、候補者としました。
なお、同氏は当社取締役に選任された場合、基本的にすべての取締役会への出席が可能であること、当
社取締役としての職務を全うする所存であることを、確認済みです。

【独立性に関する事項】
同氏は、㈱東京証券取引所が定めた独立性基準に加え、当社が定めた独立性基準も満たしております。

【重要な兼職の状況】
ファリア合同会社 代表社員
日光ケミカルズ株式会社 執行役員・法務部長
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取締役候補の略歴
候補者番号
8 勝呂 文康 （すぐろ ふみやす） 再任

1957年8月26日生 【所有する当社株式の数】 12,800株 【特別の利害関係】 なし

略 歴
1982年 当社 入社
2008年 当社 執行役員、秘書部長
2010年 当社 秘書担当、国際事業部 部長
2012年 当社 常務執行役員
2014年 当社 取締役（現任）、国際事業部長
2016年 当社 専務執行役員（現任）
2019年 当社 国際事業担当（現任）

【重要な兼職の状況】
SEKISUI HOUSE US HOLDINGS, LLC 取締役
SH RESIDENTIAL HOLDINGS, LLC 取締役
URBAN SPLASH HOUSE HOLDINGS LIMITED 取締役

積水好施新型建材（瀋陽）有限公司 董事
積水常成（蘇州）房地産開発有限公司 董事

【取締役候補者とした理由】

本議案の提案者である勝呂文康は、2014年より当社取締役として、成長著しい国際事業部門を推進・けん引し

てきました。2017年に発生し当社に巨額の損害を被らせた、いわゆる「地面師事件」に関し、真相および責任の所

在を明確にせず、重要な事実や資料を隠蔽しようとする現経営陣の姿勢を憂慮し、このたび当社の将来のために

立ち上がった次第です。勝呂文康は、当社の持続的な企業価値の向上に向けて、強固なコンプライアンス及びコ

ーポレート・ガバナンスの体制を築くため、全力で取り組みます
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取締役候補の略歴
候補者番号
9 藤原 元彦 （ふじわら もとひこ） 新任

1962年9月8日生 【所有する当社株式の数】 30,700株 【特別の利害関係】 なし

略 歴
1985年 当社 入社
2006年 当社 北関東営業本部長 以降東関東、神奈川の各営業本部長を歴任
2010年 当社 執行役員
2012年 当社 常務執行役員
2018年 当社 積和ハウジング事業部長
2019年 当社 退職

タカマツハウス株式会社 代表取締役社長（現任）
株式会社ミブコーポレーション 取締役会長（現任）
株式会社タツミプランニング 取締役会長（現任）

【重要な兼職の状況】
タカマツハウス株式会社 代表取締役社長
株式会社ミブコーポレーション 取締役会長
株式会社タツミプランニング 取締役会長

【取締役候補者とした理由】

藤原元彦氏は、1985年の当社入社以来、主力の国内戸建住宅事業に一貫して従事し、当社の事業運営につき豊

富な経験と実績を有しております。また、同氏は、2017年に発生した、いわゆる「地面師事件」について、現経営陣が

重要な事実や資料を隠ぺいし、真相および責任の所在をうやむやにしている状況に反対し続け、その結果、当社を

離れるなど、コンプライアンスおよびコーポレート・ガバナンス重視の信念を貫いてきました。こうした実績と強い信念

から、当社の信頼回復および国内事業の推進のために必要な人物であると判断し、候補者としました。

なお、同氏は、当社取締役に選任された場合には、上記重要な兼職の全てを退任し、当社取締役の職務に専念す

る意向です。
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取締役候補の略歴
候補者番号
10 山田 浩司 （やまだ こうじ） 新任

1968年2月12日生 【所有する当社株式の数】 0株 【特別の利害関係】 なし

略 歴
1991年 三井物産株式会社 入社
2000年 モルガン・スタンレー証券会社 入社
2006年 ドイツ証券株式会社 入社
2008年 BNPパリバ銀行 入社
2012年 NORTH AMERICA SEKISUI HOUSE, LLC 入社
2016年 同社 President and COO
2019年 同社 CEO 

同社 退職

【重要な兼職の状況】
なし

【取締役候補者とした理由】

山田浩司氏は、2012年に当社米国法人に入社し、その後同法人の責任者を務めました。同法人では、それ以前

の金融分野における豊富な経験を活かし、当社米国事業の拡大に中心的な役割を担い、当社の国際事業を現場

でけん引して参りました。また、米国基準のコンプライアンスやコーポレート・ガバナンスのもと、適切な事業の推進

に寄与して参りました。こうした実績と経験から、当社の米国事業の推進のために必要な人物であると判断し、候補

者としました。
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取締役候補の略歴
候補者番号
１1 和田 勇 （わだ いさみ） 新任

1941年4月29日生 【所有する当社株式の数】 203,435株 【特別の利害関係】 なし

略 歴
1965年 当社 入社
1990年 当社 取締役
1994年 当社 常務取締役
1996年 当社 専務取締役
1998年 当社 代表取締役社長
2008年 当社 代表取締役会長兼CEO
2018年 当社 取締役相談役

当社 取締役退任（同年4月）

【重要な兼職の状況】
なし

【取締役候補者とした理由】

本議案の提案者である和田勇は、2018年まで、当社で強力なリーダーシップを発揮し、当社の企業価値を大きく増

大させるとともに、コンプライアンスおよびコーポレート・ガバナンス重視の姿勢を貫いてきました。2017年のいわゆる

「地面師事件」の際は、これが現経営陣による「不正取引」であるとの疑いを持ち、調査対策委員会を設置し、同委

員会により作成された「調査報告書」を直ちに公表するよう提言、さらに、同調査報告書で「重い責任がある」とされ

た阿部氏の代表取締役解任を提案するなどした結果、当社から退くことを余儀なくされました。しかし、その後の当

社の現状を憂い、社会からの信頼回復および従業員の一人一人が誇りをもって働ける環境の構築のために立ち上

がった次第です。和田勇は、当社取締役に選任された場合、１年以内に、第三者委員会による「不正取引」の徹底

究明、コンプライアンス体制の確立、経営の透明性の確保およびコーポレート・ガバナンス改革を断行します。
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2017年の不正取引の時系列

日付 内容

3月下旬
生田が当社担当者に接触
当初手付金は2000万円であったが、14億円に大幅増額

4月14日（金） 購入検討会議（東京）

17日（月） 東京にて稟議書作成（この時点では(株)IKUTAが中間業者）

18日（火）
夕刻に阿部社長（当時）による現地視察（8分間）
同日付で大阪本社へ稟議書送付（稟議書起案日は18日）

19日（水）
大阪本社で不動産部４名及び関係先３名が同日中に稟議書に
稟議書には「4/18本部長ご案内にて社長現地を御視察済みです」との鉛筆書きの記載があり、後に消しゴムで
抹消されている。

20日（木）
阿部社長が回議者4人の審査前に最終承認決裁
途中で中間業者がペーパーカンパニーであるIKUTA(株)に変更
担当者が手付金14億円を預金小切手で支払うことを提案

24日（月） 売買契約・手付金14億円支払、この時点で残金決済は7月31日

5月10日（月） 真の所有者から内容証明が届く（残金決済までに４通）

23日（火） 「私は詐欺師ではない」旨の確約書を詐欺師本人から取得して、残金決済日を6月1日に大幅前倒し決定

31日（水） 全決済資金を大阪本社から東京に送金

6月1日（木）
決済日変更合意書締結
現地で担当者が警察に任意同行されている中で残金約49億円を預金小切手を交付

6日（火） 法務局から本登記申請却下の連絡、9日に却下通知書が届く
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調査報告書の隠ぺい

「本件は、不動産を専業とする一部上場企業が、55億円5千万円という史上最大の地面師詐欺被害に
あったということである。また、被害金が裏社会に流れたと推定される。大手金融機関が振込詐欺で甚
大な被害を受けるのと同じで、通常起こりえないことであり、絶対にあってはならないことである。」
（調査報告書Ｐ2「本件の社会的意味」より抜粋）

1

① 中間業者の介在と「ペーパーカンパニー」への変更を了承

事件の経緯

3月6日のプレスリリース 調査報告書

隠蔽された事実

「その所有者と称するＡ氏（偽物）から、その知人の仲介
者が実質的に経営する会社（Ｘ社）を中間の売買当事者
とし、Ｘ社から転売する形式で、Ｓ社がこれを買い受ける
こととなりました。」

＊稟議中に(株)IKUTAからIKUTA(株)に変更（鉛筆書きで修正）
＊IKUTA(株)は、元代議士の妻が取締役
＊生田及びIKUTA(株)の背景調査はなされていない
＊生田の交際関係者に元代議士が含まれている
＊IKUTA(株)は介在するだけで10億もの多額の利益を得ている
＊生田には土地購入資金がないことを当初から認識

＊「このような会社は事件後に繋がりを消すためのペーパーカ
ンパニーであり、このような会社は、絶対に当社の取引先で
あってはならない。」

※調査報告書については、https://ja.savesekisuihouse.com/investigation-reportをご参照ください

https://ja.savesekisuihouse.com/investigation-report
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調査報告書の隠ぺい

1

② 信じ難い取引の実態と不正取引

事件の経緯

3月6日のプレスリリース 調査報告書

隠蔽された事実

売買契約締結後、本件不動産の取引に関する複数のリ
スク情報が、当社の複数の部署に、訪問、電話、文書通
知等の形で届きました。しかし、本社のリスク管理部門は、
マンション事業本部の判断に追従する形で、これらのリス
ク情報を取引妨害の類と判断し、十分な情報共有も行わ
れませんでした。その結果、本社からの牽制機能が働か
ず、現場は契約の履行に邁進することとなりました。

＊本件土地は時価100億円と言われていた
（IKUTA(株)は60億で取得という話）
＊所有者が「売らない地主」として有名
＊手付金は2000万円から14億円に増額
＊49億円の残金決済日に担当者が警察に任意同行される
＊4通もの真の所有者からの内容証明郵便
（本人からの書面である信憑性高い）

＊手付金支払後にブローカー的人物の出現や社内関係者からの不審
情報を完全に無視

＊容易にできる本人確認をほとんどせず、詐欺犯に詐欺をしていないと
確約させる何の意味も無い書面で本人確認

＊14億円の手付金支払後に7月末の残金決済を6月１日に2ヶ月も前倒
し（阿部氏も認識）

＊残金決済日前日に権利証が用意できないと言い出し、誕生日や干支
を言い間違える

＊決済手段は手付金14億円中12億が、残金決済49億円全額が預金小
切手

＊所有者本人が一度も現場に来ない
＊社内者の「個人的で不適切な関係」の存在への疑義がある点に言及
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調査報告書の隠ぺい

1

③ 稟議手続

事件の経緯

3月6日のプレスリリース 調査報告書

隠蔽された事実

不動産購入稟議では、起案した東京マンション事業部に対
して、マンション事業本部が一線を画し、リスク感覚を発揮
すべきところ、その役割が果たされませんでした。さらに、
本社のリスク管理部門においても、ほとんど牽制機能が果
たせなかったと考えられます。

＊稟議書に通常気づくべき点がほぼ記載されていない
＊阿部氏の4/18の視察後、異様な短期間に、通常でない

稟議手続（一部回議者の事後回付）で阿部氏が最終決
裁（「社長が現場視察を済ませていると聞かされているこ
とが影響」）

＊中間業者の変更
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調査報告書の隠ぺい

① 阿部氏の責任

✓ 本件取引の全体像を把握して、誤った執行にならないように防ぐ責任は業務執行責任の
最高位者にあり、最後の砦である。業務執行責任者として取引の全体像を把握せず、重
大なリスクを認識できなかったことは、経営上、重い責任がある。

2

② 稲垣氏、仲井氏、内田氏の責任

✓ 事後回付とされた主要役員４名（稲垣副社長、内田専務、仲井常務、東京支社長）は、審査
時に収益面等についての検討を行っているものの、リスクの検討は、担当の管理部門が実
施していると判断した。しかしながら、本件のような結果となれば、審査が不十分であったと
の責はある。

事件の責任


