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全国農業協同組合連合会秋田県本部の 米横流し事件 及び 米「 」 「

架空取引疑惑」に関する調査結果（中間報告）

はじめに

全国農業協同組合連合会秋田県本部及び（株）パールライス秋田（全国農業協同

） 「 」 「 」組合連合会の100％出資子会社 等による 米横流し事件 及び 米架空取引疑惑

が発覚して以来、本件が極めて悪質で刑事告発をも検討し、また、全国農業協同組

合連合会に対し徹底的な業務改善を指示していることから、これらに関する農林水

産省における意思決定についての透明性を確保するため、両事案の概要を公表する

ことを旨とし、真相究明のための追加的調査を実施してきた。

本事案に関し、国民の関心が強く寄せられていることから、一刻も早く国民へ情

報提供することが重要と考え、農林水産省の追加調査が一区切りしたこの時点で取

りまとめ公表することとした。

１ 事件概要等

（１）事件発覚の経緯

全国農業協同組合連合会（以下「全農」という ）秋田県本部による、子会社。

（ 「 」粉飾決算のための共同計算米横流し及び補助金の不正受給 以下 米横流し事件

という ）並びに15年産米の（財）全国米穀取引・価格形成センター（以下「コ。

メ価格センター」という ）における空売り買い戻し及び補助金の不正受給（以。

下「米架空取引疑惑」という ）などは、本年１月から農林水産省大臣官房協同。

組合検査部が実施している農業協同組合法（昭和22年法律第132号。以下「農協

法」という ）第94条第４項及び第５項の規定に基づく全農及びその子会社に対。

する検査（以下「常例検査」という ）の過程で判明した。。

なお、本件は、常例検査の過程で判明したものであるが、共同計算米横流し、

空売り買い戻し、補助金の不正受給など、刑事告発も検討すべき悪質な事案であ

ることから、特に検査担当部局から通報があったものである。

（２）事件調査結果の概要

ア 米横流し事件

全農100％出資子会社の（株）パールライス秋田（以下「パール秋田」とい

う では その米穀販売先のＳ商事の経営不振から同社への米穀販売代金251,。） 、

355千円が不良債権化し15年度決算の赤字化が必至となっていた。全農秋田県

本部とパール秋田は、これを糊塗するため、16年２月に両者協議の上、パール
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秋田は、全農秋田県本部から同本部管理の共同計算米（＝農家から販売を委託

されている米）761.8トンの横流しを受け、これを仕入、売上計上を行わずに

簿外販売し、当該販売代金251,355千円をもってあたかもＳ商事から債務弁済

があったと偽り、Ｓ商事に対する延滞未収（売掛）金に充当、穴埋めして当期

利益を計上した。

この結果、共同計算米に架空在庫761.8トンが発生したが、全農秋田県本部

は、その事実を承知していたにもかかわらず、農政事務所による在庫調査等で

これが露見することを糊塗するため、架空在庫分を同年４月及び６月に正規に

出荷したこととした。また、併せて、年間を通した計画的かつ安定的な販売を

促進する目的で販売進度調整のため16年４月～10月に販売された米穀の数量に

対して金利・保管料相当額の一部を助成する「米流通システム改革促進対策費

補助金」の交付申請をし、出荷偽装分の補てん金3,758千円（国庫補助金1,879

千円）を不正に受給した。

イ 米架空取引疑惑

全農秋田県本部は、16年５月及び６月に実施したコメ価格センターにおける

15年産米の現物取引入札において、パール秋田及び秋田食糧卸販売（株 （以）

下「秋田食糧卸」という ）に対して 「あきたこまち 「ひとめぼれ」及び。 、 」、

「めんこいな」の上場数量の一部について落札を依頼し、２社は要請に従って

落札を行った（３銘柄合計で3,024トン、落札金額879,489千円 。）

しかしながら、実際には、全農秋田県本部は、これら２社に落札に基づく売

り渡しを行った直後に買い戻しを行っている。特にその代金支払い関係につい

ては、全農のコメ価格センターにおける取引についての代金決済機関である

（株）アグリネットサービスへの、２社からの代金支払い前に、全農秋田県本

部から、その代金相当額がまず２社に対してそれぞれ支払われ、これを受けて

２社から（株）アグリネットサービスへの代金支払いが行われるという極めて

、 「 」異例の形での資金の授受が行われており いわば瞬間タッチによる 売り渡し

と「買い戻し」と言えるもので、この取引は実態のない架空のものであった。

さらに、秋田食糧卸は、全農秋田県本部から支払われた金額のうち104円／6

0㎏、合計で1,910千円を事務手数料として差し引き、受領した上で、残り319,

525千円について （株）アグリネットサービスへの代金支払いを行っている。、

このような処理をしたにもかかわらず、全農秋田県本部は、上記の架空取引

3,024トンについて、コメ価格センターへの通知も行わず、入札で不公正に形

成された指標価格（コメ価格センターが相対取引の目安として公表する銘柄ご

との加重平均価格）が修正されることなく、これと多くはほぼ同水準で16年６

月から10月まで相対で 「あきたこまち」を44,917トン 「ひとめぼれ」を7,0、 、

97トン 「めんこいな」を4,035トン販売した。、
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さらに、全農秋田県本部は、16年度の「米流通システム改革促進対策費補助

金」の交付申請において、上記架空取引に係る3,024トンを含めて16年６月及

び７月の販売数量に含めて申請し、補てん金23,058千円（国庫補助金11,529千

円）を受給した。

２ 追加的調査の実施

（１）追加的調査の目的

本事案については、検査担当部局による常例検査の過程で判明したという経緯

があるが、①全農は平成13年４月以降６度にわたり農協法に基づく業務改善命令

を受けており、子会社を含めたコンプライアンス（法令遵守）態勢について厳し

く監視する必要があること、②コメ価格センターにおける入札取引や価格形成に

対する信頼性を揺るがす悪質な事案であること、③補助金の不正受給が行われて

いることから、農林水産省としては、常例検査とは別に、本事案の真相究明等を

目的として、全農、パール秋田及び秋田食糧卸に対し、主要食糧の需給及び価格

の安定に関する法律（平成６年法律第113号。以下「食糧法」という ）第52条第。

、 。１項に基づく調査を実施するとともに 関係者からの任意の事情聴取を実施した

（２）追加的調査の概要

ア 調査対象

全農（全国本部・秋田県本部 、パール秋田、全農、秋田食糧卸及びパール）

秋田の販売先（米穀卸売会社等 、秋田県農協系統関係者・農家など）

イ 調査期間

17年４月21日から５月12日まで

３ 追加的調査により判明した事実

（１）米横流し事件

ア パール秋田の不良債権穴埋めのための米横流し

パール秋田が取引を行っていたＳ商事の経営不振により同社への13年産米、

14年産米の販売代金251,355千円が不良債権化し、パール秋田の15年度赤字決

算が必至となったこと等から、パール秋田の専務（16年６月辞任）は、同社社

長を兼務している全農秋田県本部の本部長（社長職は、16年６月辞任）と赤字

対策を協議した。16年３月に、パール秋田社長を兼務していた全農秋田県本部

長は、県本部長としての立場から、パール秋田の専務（当時）らと、パール秋

田の赤字補てん目的で、全農秋田県本部で管理している共同計算米（15年産玄

米）の一部761.8トンをパール秋田に横流しした。

具体的には、全農秋田県本部は、当該米を売上げ計上を行わずパール秋田に
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。 、 、 （ 、譲渡した この際 全農秋田県本部では 正規の出荷指図書 米を販売する際

販売先に対する保管倉庫からの米の出庫と運送を、保管業者や運送業者に指示

する目的で発行するもの）による出荷では電算処理されて自動的に売上げが計

上されてしまうため、手書きの仮出荷指図書によって出荷を指示し、パール秋

田に当該米を譲渡した。

共同計算米を譲り受けたパール秋田では、当該米を仕入れ計上せずに、16年

３月に他県系統パールライス会社（Ａ社、Ｃ社）に転売し、その販売代金251,

355千円をもって、Ｓ商事から債務の弁済があったと偽って、不良債権の穴埋

めを行った。

この共同計算米の横流しについては、少なくとも16年２月３日、18日、25日

に全農秋田県本部及びパール秋田の関係者が協議しており、全農秋田県本部サ

イドでは本部長以下複数の幹部職員が、パール秋田サイドでは専務以下複数の

幹部職員がこれらの協議に一度以上参加している。

なお、本件は全農秋田県本部長がパール秋田の社長を兼務している中で行わ

れたもので、県本部長の地位を利用して自らが代表取締役を務める会社に利益

を供与したものである。

イ 県共同計算米の架空在庫の計上と販売実績の偽装

米の出荷は、通常、出荷指図書に基づき行われるが、緊急の出荷要請などや

むを得ない理由により出荷指図書が発行できないときは仮出荷指図書を発行

し、その後速やかに正規の出荷指図書を発行する。

正規の出荷指図書を発行した場合には、電算処理されて帳簿上に売上げ計上

され、電算データ上に販売実績として記録されることとなっている。

16年３月に共同計算米の横流しのため発行された手書きの仮出荷指図書につ

いては、正規の出荷指図書は発行されないままであったが、同年４月にＳ商事

から5,000千円の返済があり、これを受けた全農秋田県本部では、３月に手書

きの仮出荷指図書で出荷（横流し）した共同計算米のうち5,000千円の販売代

金に相当する15.5トンについて、４月21日に販売がされたものとして正規の出

荷指図書を作成（電算処理）した。

さらに、全農秋田県本部では、同年６月末には、農政事務所が生産調整目標

数量の算定の基礎とするために、15年７月から16年６月までの間の在庫の増減

を把握するための在庫調査を予定していたことから、３月に仮出荷指図書で出

荷（横流し）した共同計算米のうち、その時点で正規の電算処理がされていな

かった746.3トン（＝761.8トン－15.5トン）について、６月に販売がされたも

のとして、電算データ上の販売実績データのみを強制的に修正した。この時の

処理は、上述のように通常は正規の出荷指図書が発行されなければ電算データ

上の販売実績は記録されないところ、正規の出荷指図書は発行せずに、販売実
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績データのみ特に改ざんしたものである。

これらの処理の結果、実際には16年３月に横流し、販売されていた共同計算

米761.8トンについては、全農秋田県本部の電算データ上、同年４月と６月に

販売されたものとして偽装されることとなった。

なお、17年２月には、16年度決算でパール秋田に１億円強の余剰金が見込ま

れたことから、横流しによって生じた共同計算米の精算不足額を補填する目的

でパール秋田から90,000千円を全農秋田県本部に入金したい旨の相談が全農秋

田県本部にあり これを受けて全農秋田県本部では同年２月28日付けで一旦90,、

000千円を入金処理しているが、その後、常例検査で本件が発覚したため、全

国本部とも相談の上、当該入金処理を取り消している。

なお、全農秋田県本部における横流しのための仮出荷指図書の起票、管理、

電算処理、横流し米の簿外管理については、上司の指示により担当課で実施し

ていたという証言を得ている。

ウ 「米流通システム改革促進対策費補助金」の不正受給

全農秋田県本部は、17年２月８日、16年度において、年間を通した計画的か

つ安定的な販売を促進する目的で販売進度調整のため16年４月～10月に販売さ

れた米穀の数量に対して金利・保管料相当額の一部を助成する「米流通システ

ム改革促進対策費補助金」の補てん金交付申請書を、補助事業の実施主体であ

る全農に提出した。全農は、17年２月18日、東京都及び沖縄県を除く45道府県

分の補てん金交付承認申請書を農林水産省に提出し、17年３月７日、全農から

各道府県の各県本部等に対し、補てん金が交付された。

全農秋田県本部から申請があり、交付された対象数量及び補てん金額は次の

とおりである。

４月～６月期 64,788.0トン、319,621千円（うち国庫補助金159,810千円）

７月～10月期 83,183.6トン、646,059千円（うち国庫補助金323,029千円）

合 計 147,971.5トン、965,680千円（うち国庫補助金482,840千円）

しかしながら ４月～６月期に販売されたものとして申請した数量 64,788.、 （

0トンのうち761.8トンについては 上記イのとおり実際には16年３月に販売 横、 （

流し）されており、当該数量に係る補てん金3,758千円（うち国庫補助金1,879

千円）は、実態のない販売に係る不正な受給に当たる。

（２）米架空取引疑惑

ア コメ価格センターにおける架空取引

① 本件の背景となる15年産米の全国的な需給事情

15年産米は、冷害のため作柄が不良（作況指数90、生産量763万トン）

であり、需要量（870万トン）に対して107万トン程度の不足が見込まれた
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中で、本格的な収穫・出回りが始まった15年10月後半以降価格が上昇し、

12月の入札では平年作であった前年に比べて全銘柄の加重平均価格が５割

（8,000円/60㎏）程度高い水準（23,768円/60㎏）となった。

その後、

（ア）米の価格が消費者にとって高くなりすぎ、ブレンド米等の値頃感のある

価格帯の米への引き合いが強まったこと

（イ）卸が高値で手当てした米が在庫として滞留するようになったこと

（ウ）需要と生産との差を埋めるために政府の備蓄米が販売されたことにより

米の不足感が解消されたこと

から、米の高値での取引意欲が減退し、16年１月以降価格は段階的に低下し

た。この結果、最終となる16年６月の入札では、15年12月の23,768円/60㎏

から、17,872円/60㎏まで下落したところである。

各回別（11～15年産）

①全銘柄平 ８月下 ９月上 ９月下 10月上 10月下 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月
14年産 15,523 16,338 16,176 15,624 15,969 15,949 15,923 15,769 15,780 16,186 16,648 16,562 17,006
15年産 19,853 23,662 22,810 19,657 20,959 23,537 23,768 22,148 19,939 19,188 18,738 18,723 17,872

16年産 15,221 15,897 16,285 16,000 15,845 15,885 15,584 15,443 15,243 #N/A 15,368

　注）（ ）書きは、上場産地品種銘柄数である。　　　　　　　　
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このような全国的な需給事情と価格変動の中で、全農秋田県本部がコメ価

格センターに上場していた「あきたこまち 「ひとめぼれ」及び「めんこ」、

いな」の３銘柄についても、センター指標価格は12月の入札で前年に比べて

５割程度高い水準にまで高騰した後、段階的に下落するという経過をたどっ

た。なお、15年11月から16年６月までの間、当該銘柄を含む全ての産地品種

銘柄に落札残は出ていない。
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（単位：円/60㎏）

あきたこまち ひとめぼれ めんこいな

指標価格 倍率 指標価格 倍率 指標価格 倍率

15/10/10 20,727 1.9 19,602 1.9 -

(15,220)( - )
10/24 21,342 3.8 19,815 2.4 18,189 2.5

(16,600) (15,220) (14,819)

11/26 24,529 7.8 23,156 8.3 20,826 6.0

(16,600) (15,000) (14,500)

12/19 25,114 4.4 23,682 4.3 21,463 4.7

(16,300) (15,000) (14,500)

16/ 1/27 22,868 2.0 20,668 2.2 19,388 3.0

(16,107) (15,000) (14,500)

2/24 19,616 2.1 18,110 2.5 17,342 3.0

(15,980) (14,800) (14,400)

3/23 19,022 3.1 17,694 3.6 17,054 4.0

(15,500) (14,500) (14,200)

4/23 18,627 1.8 17,499 2.6 16,831 3.7

(15,500) (14,506) (14,200)

5/25 18,340 1.7 16,918 2.3 16,259 2.7

(15,573) (15,186) (14,200)

6/22 17,520 1.6 16,804 1.8 16,166 2.4

(17,330) (15,458) (14,200)

（注 （ ）の数字は14年産同期の指標価格）

② 15年産米の仮渡し金の水準

このような中で、全農秋田県本部は、特に出来秋以降の価格高騰局面にお

いて生産者からの集荷を確保するため、15年産「あきたこまち 「ひとめ」、

ぼれ」及び「めんこいな」について、前年産の年間を通じた平均的な指標価

格（ あきたこまち ：16,248円/60㎏ 「ひとめぼれ ：14,982円/60㎏ 「め「 」 、 」 、

んこいな ：14,461円/60㎏）を大幅に上回る水準の仮渡金を生産者に対して」

設定した。

（単位：円/60㎏）

銘 柄 あきたこまち ひとめぼれ めんこいな

２月26日以前の集荷分 20,300 18,900 17,000

２月27日以降の集荷分 18,300 16,900 15,500

③ 5月及び6月の応札状況
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このように 「あきたこまち 「ひとめぼれ」及び「めんこいな」の３銘、 」、

柄の価格が、前年同期よりは引き続き相当に高い水準にあったものの、12月

のピーク時の価格や生産者への仮渡金水準を下回り、継続的に一層下落する

ことが想定された16年５月25日（第13回入札）及び６月22日（第14回入札）

のセンター入札の局面において、全農秋田県本部からパール秋田と秋田食糧

卸のそれぞれに対して応札の依頼があり、これに応じてパール秋田と秋田食

糧卸はそれぞれ次のとおりの数量及び価格で応札し、そのまま落札された。

その時に形成された、パール秋田及び秋田食糧卸を含む全ての落札者によ

る加重平均の指標価格は以下のとおりである。また、パール秋田及び秋田食

糧卸による応札を除外し 他の買い手の応札を繰り上げた場合の指標価格 便、 （

宜上 「繰上指標価格」という ）を試算すると以下のとおりとなる。、 。

○16年５月25日入札

ひとめぼれ

応札者 応札・落札価格 落札量 秋田食糧卸を含む全ての
落札者による落札数量

秋田食糧卸 17,500円/60㎏ 151.2トン 907.2トン

この落札数量に対する加重平均指標価格
16,918円

繰上指標価格
16,760円(▲158円）

○16年６月22日入札

あきたこまち

応札者 応札・落札価格 落札量 パール秋田及び秋田食糧
卸を含む全ての落札者に
よる落札数量

17,800円/60㎏ 540.0トン
パール秋田 17,550円/60㎏ 648.0トン

17,300円/60㎏ 216.0トン
6,480.0トン

17,500円/60㎏ 324.0トン
秋田食糧卸

17,400円/60㎏ 324.0トン

この落札数量に対する加重平均指標価格
17,520円
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繰上指標価格
17,294円(▲226円）

ひとめぼれ

応札者 応札・落札価格 落札量 パール秋田及び秋田食糧
卸を含む全ての落札者に
よる落札数量

17,450円/60㎏ 162.0トン
パール秋田

17,000円/60㎏ 162.0トン 972.0トン

秋田食糧卸 17,450円/60㎏ 162.0トン

この落札数量に対する加重平均指標価格
16,804円

繰上指標価格
15,764円(▲1,040円)

めんこいな

応札者 応札・落札価格 落札量 パール秋田及び秋田食糧
卸を含む全ての落札者に
よる落札数量

17,150円/60㎏ 140.4トン
パール秋田

16,100円/60㎏ 54.0トン 842.4トン

秋田食糧卸 17,150円/60㎏ 140.4トン

この落札数量に対する加重平均指標価格
16,166円

繰上指標価格
15,415円(▲751円）

④ 買戻しの事実、入金の時期、出荷実績の有無等
秋田食糧卸については、第13回入札取引（平成16年５月25日）で落札し

た151トン（44,719千円）について、全農のコメ価格センターにおける取

引についての代金決済機関である（株）アグリネットサービスへの支払い

は６月29日及び７月２日に分割されて支払われているが、それに見合う金

額が前もって、それぞれ同年６月28日及び６月30日に全農秋田県本部から

入金されている。なお、秋田食糧卸から全農秋田県本部への請求書は、第
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14回入札取引分と一括で、平成16年７月21日付けの請求書となっている。

さらに、第14回入札取引（平成16年６月22日）で秋田食糧卸が落札した

950トン（274,804千円）について （株）アグリネットサービスへの支払、

いは、７月７日、13日、20日、26日及び８月２日の５回にわたり分割され

て支払われているが、それに見合う金額が前もって、それぞれ同年７月５

日、９日、15日、22日及び29日に全農秋田県本部から入金されている。な

お、秋田食糧卸から全農秋田県本部への請求書は、上記のとおり、平成16

年７月21日付けで、第13回入札取引分と一括の請求書となっている。

また、秋田食糧卸からの請求書には、１俵当たり99.1円を上乗せした金

額が請求され、全農秋田県本部もこれに応じて秋田食糧卸への支払いを行

い、秋田食糧卸は、この上乗せ分を手数料として差し引き、受領した上で

全農秋田県本部への支払いを行っている。

○ 入金のフロー(金額は消費税込み）

全農秋田県本部 → 秋田食糧卸 → アグリネット

(5月入札分 151.2トン）

6月28日 16,065,000円 6月29日 15,971,350円

6月30日 28,917,000円 7月 2日 28,748,430円 (104円/60㎏）

計 44,982,000円 44,719,780円 差額 262,220円

（6月入札分 950.4トン)

7月 5日 64,166,216円 7月 7日 63,791,618円

7月 9日 61,803,000円 7月13日 61,617,400円

7月15日 61,614,000円 7月20日 61,239,400円

7月22日 48,053,250円 7月26日 47,583,300円

7月29日 40,816,587円 8月 2日 40,573,100円 (104円/60㎏）

計 276,453,053円 274,804,818円 差額 1,648,235円

パール秋田については、第14回入札取引（平成16年６月22日）で落札し

た1,922トン（559,965千円）について （株）アグリネットサービスへの、

支払いは８月５日及び９日の２回にわたり分割されて支払われているが、

それに見合う金額が、前もって、同年８月３日に一括して全農秋田県本部

。 、 、から入金されている なお パール秋田から全農秋田県本部への請求書は

平成16年７月30日付けとなっている。

○ 入金のフロー(金額は消費税込み）

全農秋田県本部 → パール秋田 → アグリネット

(6月入札分 1,922.4トン）

8月 3日 559,965,108円 8月 5日 259,842,487円
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8月 9日 300,122,587円

計 559,965,108円 559,965,074円 差額 34円

全農秋田県本部による今回の返金処理の決裁については、秋田食糧卸の

入札取引分（５月及び６月）については、一括で16年７月７日起案、７月

13日決裁（決裁金額321,435千円 、パール秋田の入札取引分（６月）につ）

いては７月23日起案、７月26日決裁（決裁金額559,965千円）が行われて

いる。

これらの落札米の物流については （株）アグリネットサービスの請求、

明細票に記載する会員農協倉庫から秋田食糧卸及びパール秋田の指定荷受

先へ搬送すべきところ、全農秋田県本部からの出荷指図書（米を販売する

際、販売先に対する保管倉庫からの米の出庫と運送を、保管業者や運送業

者に指示する目的で発行するもの）は発行され、いったん民間倉庫に移動

されているものの、パール秋田及び秋田食糧卸の指定荷受先には搬送され

ていない。全農秋田県本部の関係者は、当該架空取引に係る米は未だ出荷

されず在庫していると証言している。

以上のように、平成16年５月及び６月の入札に係る全農秋田県本部とパ

ール秋田及び秋田食糧卸それぞれの間の取引は、いわば瞬間タッチの「売

り渡し 「買い戻し」による全く実態のない形ばかりのものとなってお」、

り、かつ、出荷の事実もなく、物流が行われていないことから、本件取引

は架空の取引である。

⑤ 空売り・買い戻しに関する要請等の有無

平成16年５月当時、全農秋田県本部では、①平成16年６月が15年産米の最

終入札であるにも関わらず、コメ価格センターの年間義務上場数量（自主流

通米の３分の１以上）の未上場分として、５月、６月に上場する必要のあっ

た数量がそれぞれ約８千トンと大きくなっていたこと、②米の価格が平成15

年12月に最高値となってから一貫して下落しており 15年産米仮渡金水準 最、 （

終19,600円）から相当乖離していたことから、５、６月の入札において、不

落札を出すことを危惧していたとされる。

（ア）協力要請

５月入札においては、５月25日午前全農秋田県本部から秋田食糧卸に対

し、買い戻しを前提として同日のセンター入札に上場する「ひとめぼれ」

を後場で上限枠(1/3)まで落札してほしいとの要請の電話があり、秋田食糧

卸は、一度は断ったものの、再度全農秋田県本部から強い要請があり、結

果応札した。

また、６月入札においても、６月21日に全農秋田県本部から、パール秋
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田及び秋田食糧卸へ応札の協力要請が行われた。

（イ）価格提示

その際、落札価格水準の提示があったか否かについては、全農秋田県本

部及びパール秋田の内部において、担当者間で証言の食い違いがある。

しかしながら、秋田食糧卸の担当者は、全農秋田県本部から６月入札の

「ひとめぼれ」と「めんこいな」について、具体的な価格要請（ひとめぼ

れ17,450円/60㎏、めんこいな17,150円/60㎏）があったと供述している。

更に、これらの価格は、パール秋田が同じ６月入札において「ひとめぼ

れ」と「めんこいな」について応札した価格の一方の札と一致している。

以上のことからすれば、少なくとも６月入札における「ひとめぼれ」と

「めんこいな」について、入札価格について事前の相談があったと考える

のが自然である。

（ウ）買い戻し条件

あらかじめ買い戻しを条件として落札要請を行ったか否かについては、

全農秋田県本部、パール秋田及び秋田食糧卸の関係者は買い戻しを条件と

した要請は認めていない。また、全農秋田県本部の担当者は、販売先も全

農秋田県本部が責任を持って手当てするとの条件で落札要請したことは認

めているが、買い戻しについては、結果として販売先が見つからなかった

ために、パール秋田及び秋田食糧卸から買い戻すこととしたと証言してい

る。パール秋田の担当者は、全農秋田県本部の応札要請により落札したも

のであり、当然に要請した者（全農秋田県本部）が主体的に販売先を見つ

けるものと思っていたので、今回は全農秋田県本部が販売努力をしても売

れなかったから、買い戻しをしなければならなかったのではないかと証言

している。

しかしながら、代金の授受について、全農秋田県本部からの返金が先に

振り込まれるという極めて異例の形で、パール秋田と秋田食糧卸に資金回

転のための負担をかけない操作が行われている。また、秋田食糧卸につい

ては、全農秋田県本部からの返金が始まってから、返金処理の起案・決裁

が行われ、かつ、５月25日の入札取引に係る返金の処理は６月28日から、

６月22日の入札取引に係る返金処理に至っては、わずか12日後の７月５日

から開始されており、転売先を探す努力をしたとは考えにくい。

これらのことを総合すれば、全農秋田県本部、パール秋田及び秋田食糧

卸の関係者は、当初から空売り買い戻しを想定していたと考えるのが自然

であり、あらかじめ買い戻し条件の提示はなかったとの関係者の証言は首

肯しがたい。

⑥ その後の相対取引
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全農秋田県本部では、入札月の翌月以降の相対取引価格については、コメ

価格センターによる入札取引の指標価格をベースとして、卸、実需者等の取

引先ごとに、さらに大口取引や特別栽培米などの取引ごとに価格を設定して

いる。全農秋田県本部の担当者によれば、これらの価格については、入札取

、 。引の指標価格をベースに 取引先等との交渉によって決まると供述している

全農秋田県本部では、入札取引の指標価格がそれ以降の相対取引価格に影

響することは認識しており、このことはパール秋田及び秋田食糧卸とも承知

していた。

しかしながら、今回の取引について、実態がない架空のものにもかかわら

ず、コメ価格センター取引の取り消しをしなかった理由として、全農秋田県

本部の担当者は、全農秋田県本部長が同センターの産地代表の運営委員にな

っていることから、その立場上取り消しはできないこと、また制度的にもで

きないものと認識していたと証言している。

相対取引については、別表に示すとおり、５月入札ないし６月入札の結果

が反映される６月から10月までの分として 「あきたこまち」44,917トン、、

「ひとめぼれ」7,097トン 「めんこいな」4,035トンが販売されている。こ、

れら相対取引の個々の取引価格については、コメ価格センターの指標価格の

水準を中心に、上下に数千円／60㎏のばらつきがあるが、この３銘柄ごとの

相対取引価格の加重平均を計算してみると、ほぼ５月ないし６月の指標価格

と同等の水準となっている場合が多く、全農秋田県本部が、これら指標価格

が架空取引を含む不公正な形で形成された価格であることを知りながら、こ

の指標価格を相対取引に反映させていたことを示すものになっている。

⑦ 総括
以上、①～⑥までの状況を総合すると、全農秋田県本部には、平成16年５

月及び６月の価格の継続的な下落局面において 「あきたこまち 「ひとめ、 」、

ぼれ」及び「めんこいな」の３銘柄について、不落札を避け、その価格水準

を維持したいという動機があったと考えられる。そして、５月及び６月の入

札における全農秋田県本部とパール秋田及び秋田食糧卸との取引は架空であ

り、事前に応札価格水準についての相談があり、かつ、買い戻しも想定して

いたことが窺われる。

そして、全農秋田県本部は、５月及び６月入札におけるこれら３銘柄の指

標価格が、架空取引により不公正な形で形成されたものであることを承知し

ていながら、その後10月までの相対取引において、この指標価格を反映させ

た形での販売を継続的に行っている。

以上からすると、全農秋田県本部は、これら３銘柄について、不落札を避

け、その価格水準を維持したいという動機の下に、意図的な架空取引によっ
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、 、て 不公正な形でコメ価格センター指標価格を形成したという意味において

価格の操作を行い、かつ、その不公正な価格をその後の相対取引に反映させ

たといわざるを得ない。

イ 「米流通システム改革促進対策費補助金」の不正受給

全農秋田県本部は、上記（１）のウ（５頁）でも述べたとおり、年間を通し

た計画的かつ安定的な販売を促進する目的で販売進度調整のため16年４月～10

月に販売された米穀の数量に対して金利・保管料相当額の一部を助成する「米

流通システム改革促進対策費補助金」の補てん金の交付を受けている。

しかしながら、４月～６月期に販売されたものとして申請した数量のうち15

1.2トン及び７月～10月期に販売されたものとして申請した数量のうち2,872.8

トンについては 上記アのとおり架空取引であり 当該数量に係る補てん金23,、 、

058千円（うち国庫補助金11,529千円）は実態のない販売に係る不正な受給に

当たる。

ウ 共同計算米に係る事業預り金勘定からの各種手数料不正支出

全農秋田県本部は、共同計算米に係る事業預り金勘定（生産者から販売委託

された米の販売と生産者への代金支払いに使途を限定した経理科目）において

共同計算米に係る収入や支出の使途を限定することを規定している自主流通米

等共同計算要領に反し、買い戻し資金881,400千円を同勘定から支出するととも

に、パール秋田及び秋田食糧卸が落札等に要した全農秋田県本部手数料を含む

各種手数料8,135千円についても同勘定から不正に支出し、その後、戻し入等は

行われておらず、平成17年４月15日現在において、同勘定残高が8,135千円不足

している実態にある。

（３）全農における内部監査等の実施状況

ア 全農の内部監査体制

全農の内部監査は、全国本部ではコンプライアンス・業務監査部が、県本部

では管理部が担当している。具体的には、内部監査方針の決定は、全国一本で

コンプライアンス・業務監査部が主務部局となって、理事長の権限で実施して

いる。内部監査の計画の決定と内部監査の実施は、全国本部が実施するものは

コンプライアンス・業務監査部が主務部局となって専務の権限で実施し、県本

部が実施するものは県本部管理部が主務部局となって県本部長の権限で実施し

ている。

内部監査は、理事長が決定する内部監査方針に基づき行われるが、全国本部

が実施する内部監査は、県本部及び子会社も対象に実施される。
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イ 内部監査等の実施状況

Ｓ商事からパール秋田への入金延滞が始まった14年６月以降、全農が全農秋

田県本部及びパール秋田に対し実施した内部監査等は、次のとおりである。

① 監事による監査

・14年10月22日～25日（対象：全農秋田県本部）

・14年10月23日（対象：パール秋田）

・15年５月27日～30日（対象：全農秋田県本部）

・15年11月25日～28日（対象：全農秋田県本部）

・16年11月９日～12日（対象：全農秋田県本部）

② 全国本部による内部監査

・14年９月18日～20日（対象：全農秋田県本部）

・15年９月29日～10月３日（対象：全農秋田県本部・パール秋田）

・16年８月24日～27日（対象：全農秋田県本部・パール秋田）

③ 全農秋田県本部による内部監査

・14年７月15日～26日、29日～31日、８月１日～６日（対象：全農秋田県本

部）

・14年11月25日～28日、12月２日～９日（対象：全農秋田県本部）

・15年７月７日～17日（対象：全農秋田県本部）

・15年10月16日～30日（対象：全農秋田県本部）

・16年７月29日～30日（対象：パール秋田）

・16年11月13日～19日（対象：全農秋田県本部）

④ 業務総点検（対象：子会社を含むすべての部所）

・14年３月～４月（点検 、５～６月（検証））

・15年１月～２月（点検 、２～３月（検証））

・16年５月～６月（点検 、 ７月（検証））

これらの内部監査等においては、本件に係る不正は一切指摘されていない。

特に、子会社を含む業務総点検は、全農に対する業務改善命令に従い行われた

ものであり、全農（全国本部・県本部）及びその子会社の各部所ごとに詳細な

チェックリストに基づき自己点検をさせ、管理部門が点検結果を検証するとい

うものである。しかし、例えば、16年５月から行われた全農秋田県本部及びパ

ール秋田の各部門の業務総点検では、当該各部門が自己点検した結果を、全農

秋田県本部のコンプライアンス担当部局（管理部）が検証しているのみで、全

国本部など全農秋田県本部関係者以外の者が直接、検証していないこと（全国

本部には、点検・検証結果のみを報告している）から、共同計算米の横流しが

行われた16年３月以降にも実施されていたにもかかわらず、本件の不正に係る

報告はなされなかった。
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ウ 全国農業協同組合中央会による外部監査

全国農業協同組合中央会が実施している全農に対する外部監査（会計部分は

監査法人に委託して実施）においては、本年２月、期中改善指示書の中で、直

接本件事案に係るものではないが、全農秋田県本部における米の共同計算につ

いて指摘している。その内容は、生産者に仮渡金を支払った後米価がそれより

下落したため最終的に大幅な赤字と予測される15年産米の全農秋田県本部の共

同計算については、この赤字を12年～14年産米の共同計算残高と16年米以降の

共同計算で補填することとしているが、米の共同計算は生産者間の平等の観点

から単年度の共同計算が基本であることを踏まえ、今後の仮渡金の設定に際し

ては慎重に対応すべきというものである。さらに、これを踏まえ、当該外部監

査では、①全農として15年産米共同計算の実態を早急に把握し、その結果につ

いて報告すること、②現行の米の共同計算の運営方法では県本部ごとに仮渡金

が決められているが、全農全体としてリスク管理を徹底する観点から改善策に

ついて検討することを指摘している。

４ 本事件の動機と背景

（１）パール秋田設立の経緯

米の入札取引については、平成２年８月に設立された（財）自主流通米価格形

成機構において同年10月から開始された｡その後、平成７年11月の食糧法施行に

伴い、同機構は（財）自主流通米価格形成センターに、平成16年４月の改正食糧

法施行に伴い 財 全国米穀取引・価格形成センターに それぞれ名称変更した｡（ ） 、

（財）自主流通米価格形成機構が設立された平成２年当時、県経済連（全農県

本部の前身）は、米の集荷業務と卸売業務の両方を行っており、入札において同

一の県経済連が売り手・買い手両方の立場から参加していたが、平成６年３月、

公正取引委員会は、平成２年産及び３年産米の入札取引において、買い手に対し

て価格及び数量を示して入札を要請したとして、12の経済連に対し独占禁止法違

反の恐れがあるとして警告を行った。同時に食糧庁に対し、このような行為は経

済連が買い手として自県産米の入札に参加するという入札の仕組みが要因となっ

ており、この仕組みを改善するよう申し入れた。これを踏まえて平成７年以降、

県経済連の卸売業務について分社化が進められた。

このような中で、秋田県経済連（当時）は、平成９年２月の理事会において、

協同会社（パール秋田）を設立し、米穀卸売事業の登録資格を同社に委譲するこ

とを決定し、同年３月の臨時総会において、パール秋田の設立発起人になるとと

もに、１千株（５千万円）以内を出資することを議決した｡

同年６月、県経済連が１千株（５千万円 、全農が400株（２千万円）出資し、）

、 、パール秋田が設立された｡なお 14年４月に秋田県経済連は全農と統合したため

パール秋田は全農の100％出資子会社となった。
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（２）パール秋田の不良債権拡大の背景

パール秋田とＳ商事の取引は、当初は、Ｓ商事がパール秋田に米を発注、パー

ル秋田からＡ社が仕入れ（Ａ社は買掛金計上 、それをＳ商事に販売（Ａ社は売）

掛金計上）するというものであったが、13年７月ごろから、Ａ社にＳ商事への売

掛未収が発生しないよう、Ｓ商事からの入金額に合わせてパール秋田がＡ社に請

求し、Ａ社はＳ商事から入金した後、パール秋田に支払うという方式（Ａ社にと

っては現金取引と同じ方式）に変更された。なお、パール秋田とＳ商事が直接取

引せず、間にＡ社を介在させたのは、取引が始まった当時は、食糧法により、卸

売業者は都道府県ごとに登録が義務付けられ、登録のない都道府県での営業を規

制されていたが、パール秋田は関西方面における登録がなかったためであると推

測される。また、その後、規制が緩和された後も、一定の地域での販売力の強い

業者を介して取引を行ういわゆる帳合取引として継続していたものと推測され

る。

この取引については、パール秋田は、15年７月まで売買基本契約も締結してい

なかった。さらに、①14年４月、取引先の倒産によりＳ商事は経営不振に陥り、

同年６月以降Ｓ商事からの入金が滞り始めていた、②Ａ社はＳ商事への債権管理

を強化してＳ商事への売掛金を計上しない方式に変更していたにもかかわらず、

パール秋田はＳ商事との取引を何ら見直さずに15年まで継続し、結果的に多額の

不良債権を抱えることとなった。

また、本年４月21日に全農が公表した「秋田県本部・株式会社パールライス秋

田の米取扱い問題調査（中間報告 」によると 「パール秋田（専務）は15年９） 、

月３日・・ 中略 ・・ Ｓ商事〕との取引を中止するよう営業課長に命じた」に（ ） 〔

もかかわらず 「パール秋田の営業課長は ・・ 中略 ・・ Ｓ商事〕を介在させ、 、 （ ） 〔

たままＢ社と15年11月11日～28日の間、精米192トン（代金60.5百万円）の取引

を行った」が、Ｂ社がＳ商事に支払った代金60.5百万円は、Ｓ商事からパール秋

田には入金されなかった。

以上のような一連の取引の結果、16年３月時点ではパール秋田のＳ商事への債

権は2.5億円に達した。

このようなＳ商事に対する不良債権の拡大については、

① 売買基本契約を締結せずに取引を行ったり、Ｓ商事の経営不振が判明し、か

つ、入金が遅延しても取引を漫然と継続するなどパール秋田の債権管理が極め

て甘いこと、

② パール秋田の専務（当時）はＳ商事の存在は営業課長（当時）しか知らず本

件取引はＡ社との取引であると疑うことはなかったと証言しており、パール秋

田内での適切な情報共有がなされていなかったこと、

③ Ｓ商事に対する不良債権をパール秋田の専務（当時）が認識した時点での状
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況から判断すれば、営業課長にそのまま業務を任せ続けると不正の温床になり

やすいという知見が得られたにもかかわらず、担当を続けさせたこと（その結

果、パール秋田の専務（当時）がＳ商事との取引中止を命じたのちも営業課長

（当時）はＳ商事と取引を行い不良債権を拡大させた 。）

④ 100％出資している全農による子会社監査や業務一斉点検が実施されていた

にもかかわらず、十分な指摘がなされておらず、全農の子会社管理体制が不十

分であること

などが背景にあると考えられる。

（３）共同計算米の横流しが行われた背景

ア 赤字決算の安易な回避

パール秋田の決算では、経常利益が13年度24百万円、14年度75百万円、15年

度35百万円、15年度末現在の自己資本は159百万円で、Ｓ商事に対する不良債

権を15年度決算に反映させた場合、大幅な赤字となり、場合によっては債務超

過に陥るおそれもあった。しかし、パール秋田は、①全農の100％出資子会社

であり、全農から資金投入を受けること、②年間数千万円の経常利益を計上し

ており、一般管理費の削減等一層の経営合理化を行うことなど、不正をせずに

不良債権処理をする複数の選択肢があったと考えられる。

しかし、全農秋田県本部関係者の証言によると、パール秋田の専務（当時）

はパール秋田の体力では不良債権処理はできないと主張し、赤字決算回避を強

く主張していた。また、相談を受けた全農秋田県本部長（当時はパール秋田社

長兼務）も、公認会計士など専門家へ相談したり、全農全国本部と協議するな

どの対応をとることなく、パール秋田の専務（当時）の主張を受け入れ赤字決

算は無理と判断していた。

イ 共同計算米の横流しの重大性についての認識の欠如

共同計算米は、農家からの委託により全農が販売するもので、全農が勝手に

処分してよいという性質のものではない。しかしながら、全農秋田県本部長と

パール秋田の専務（当時）は、共同計算米の精算まで１年半から２年はかかる

ことから、それまでの間、借りておき、その間に回収して補填するという認識

のもと共同計算米の横流しを行っていた。

共同計算米に対するこのような取扱いは、農家からの委託の範囲を大きく逸

脱するものであり、委託者の信頼を裏切る行為である。さらに、全農秋田県本

部関係者の証言によると、共同計算米の精算までの間に回収して補填するため

の具体的方策は横流しに関与した者の間で協議されておらず、いわば返すあて

のないまま横流しがされていた。
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ウ 全農のコンプライアンス機能の欠如

共同計算米の横流しに関しては、本部長の指示・了解によるものとはいえ、

全農秋田県本部の多数の幹部職員が協議に参加しており、組織ぐるみの不正で

あるといわざるを得ない。特に、本部長の指示・了解によるものとはいえ、内

部監査やコンプライアンスを担当する部局も協議に参加していながら不正を放

置していた。

また、全農は、13年４月以降の６度にわたる業務改善命令により、業務執行

上のチェック体制の強化、コンプライアンス体制の確立、子会社を含む業務総

点検、全国本部による県本部の監督の強化、子会社管理体制の改革などを命じ

、 、られていたにもかかわらず 県本部や子会社における組織的な不正を自ら発見

是正することができず、依然として、コンプライアンスという観点からは、県

本部や子会社を十分に管理・監督できていなかった。

このように、全農は、コンプライアンスについては、その体制は一定の整備

はされているものの、その機能については欠如していると言わざるを得ない。

４）米横流し事件についての補助金不正受給の背景（

「米流通システム改革促進対策費補助金」は、①県本部等が平成16年４月から

10月の販売実績に応じて拠出金を拠出して全農内に基金を造成し、②これに対し

国が同額の補助金を交付し、③県本部等に金利・保管料の一部が補てん金として

支払われる仕組みである。

①の県本部等の平成16年４月から10月までの販売実績が最終的な補填額の基礎

となることとなるが、この販売実績については、農林水産省の出先機関である地

方農政事務所において、販売実績を確認することとなっている。

具体的には、出荷指図書を発行することで、買い手に米穀の所有権が移転した

日付をもって電算機（販売実績と在庫数量を管理するために使用）に記録される

販売実績の出力票の提出を県本部等に求め、これと個別の出荷指図書を抽出して

突合することにより確認している。

この電算出力票へは、上記３の（１）のイ（４頁）で述べたように、当該横流

し分761.8トンが実際には３月に出荷されているにもかかわらず、４月及び６月

に販売実績として計上されたものである。

これについては、補助金申請の責任者である全農秋田県本部長以下、関係者の

一致した証言として、４月分についてはＳ商事からの５百万円の入金に基づくパ

ール秋田からの経理処理のつじつま合わせのために、また６月分については、農

政事務所による６月末の在庫調査を前にした在庫数量のつじつま合わせを直接の

目的としており、補助金の詐取を目的としたものではないと述べている。

しかしながら、全農秋田県本部は、16年４月及び６月に電算データを改ざんし

たことを承知していたにもかかわらず、当該改ざんした電算データによる虚偽の
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販売数量を何ら訂正することなくそのまま同年11月26日に秋田農政事務所長に提

出して、農政事務所による自主流通米期間別販売実績証明を申請し、更に、この

補助金交付の対象とならない３月に横流し、販売した米を販売実績に含めて、全

農（全国本部）を経由して補助金を申請・受給しており、この行為は、明らかに

国庫補助金の不正な受給を目的とした不正な行為といわざるを得ない。

（５）米架空取引疑惑についての補助金不正受給の背景

、 、米架空取引に係る米については 会員農協倉庫から民間倉庫に移動させるため

その際に全農秋田県本部が出荷指図書を発行した段階で、全農秋田県本部の６月

及び７月の販売実績として電算機に計上され出力票にも記録されたものである。

このため、全農秋田県本部関係者によると、米流通補助金の申請は、米横流し

と同様、結果として行われたものであり、補助金の詐取を目的としたものでない

旨、証言している。

しかしながら、全農秋田県本部は、架空の販売実績であることを承知していた

にもかかわらず、16年６月及び７月に電算データに計上された架空の販売数量を

何ら訂正することなくそのまま同年11月26日に秋田農政事務所長に提出し、農政

事務所による自主流通米期間別販売実績証明を申請し、更に、架空に取引された

米を販売実績に含めて、全農（全国本部）を経由して補助金申請しており、この

行為は、明らかに国庫補助金の不正な受給を目的とした不正な行為といわざるを

得ない。

５ 総括

（１）全農全体のコンプライアンス機能の欠如

全農は、平成13年以来、これまで６回にわたり業務改善命令を受け、業務総点

検等を行ってきたにもかかわらず、本事件に係る不正を自ら、発見し、是正する

ことができなかった。全農においては、度重なる業務改善命令によりその都度コ

ンプライアンスの強化を命じられてきたにもかかわらず、本事件を含め、様々な

、 、部署や子会社で 次々と法令違反が繰り返されているという現実にかんがみれば

本事件も特定の個人の問題や特定の県本部・子会社の問題であると捉えるべきで

はなく、全農という組織全体の問題あると捉えるべきである。特に、本事件で改

めて欠如していることが明らかになった全農全体のコンプライアンス機能につい

ては、形式的な体制の整備のみならず実質的にも抜本的に強化されるよう、全農

は、子会社も含めた組織全体をあげて、早急に取り組むべきである。

（２）農家の協同組織としての全農の認識の欠如

農業協同組合は、組合員農家へサービスを提供するための組織である。しかし

ながら、全農は、米横流し事件では、農家から販売を委託された共同計算米（＝
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農家の財産）を横流しして農家からの信頼を完全に裏切り、また、米架空取引疑

惑では、農家のためにというより自己保身の意識（一定水準の価格が形成されな

ければ会員農協の組合長の指弾を受けるのではないかという意識）で適正な米の

価格形成を損なったように、農家のための協同組織であるという認識が欠如して

いたと言わざるを得ない。

、 、 、 、本事件については 秋田県内生産者 秋田県農協中央会 秋田県のいずれもが

生産者の信頼を裏切ったのみならず全国の消費者の信用を失うこととなり、全国

的にあきたこまちのイメージが低下し、17年産米の販売に影響が及ぶのではない

かという点について強く懸念している。

特に生産者からは、全農が共同計算米に手を付けたという点について、なぜそ

こまでする必要があるのか、生産者組織が生産者を裏切るということであり、全

く説明できないことではないかといった強い不信の声が聞かれた。

この農家のための協同組織であるという認識の欠如は特定の県本部や子会社の

問題と捉えるべきではなく、過去６回にわたり業務改善命令を受けた不祥事のい

ずれにも共通する問題であり、子会社を含む全農全体の問題として捉える必要が

ある。

全農は、自ら真相究明と関係者の処分、再発防止策の確立を一刻も早く行い、

生産者への影響を最小限にとどめるとともに、自らの責任で生産者と消費者に対

して十分な説明を行い、農家のための協同組織であるという原点に立ち返って信

頼回復に全力で取り組むべきである。

（３）全農全体の内部牽制の機能欠如

米横流し事件においては、全農秋田県本部長以下多数の職員が関与していたに

もかかわらず、不正を自ら是正しようという動きが見られなかったように、全農

の内部牽制は機能していなかった。全農が自らの不正をチェックする内部監査や

業務総点検は行われていたが、県本部に委ねる部分が多く、いわば県本部ぐるみ

の不正を発見、是正させることはできなかった。

今般の事案、特に、米横流し事件では、財務諸表のチェックだけでは不正を見

抜くことはできなかったと思慮される。

また、伝票もその作成の対象となる取引行為を含め、複数の部署が点検する仕

組みがなかったことも不正を見逃す一因となったものと考える。

例えば、不祥事を起こしやすい分野においては、日常の取引事務を文書化し、

これを監査の対象にしていくなどの不正防止のための管理システムを早急に検討

していくべきと考えられる。

（４）公正な取引、透明性の確保等を通じた適正な米流通の確保

米横流し事件では、共同計算米の横流しが行われたが、これには、共同計算米
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は農家から販売を委託されてから最終的に精算するまで２年程度かかるというこ

とを全農秋田県本部やパール秋田の関係者が悪用したという背景がある。米の共

同計算については、手数料のあり方も含め、農家に対する証明責任の観点から、

透明性の一層の向上等、運用の適正化が図られるべきである。

また、米架空取引疑惑では、仮にコメ価格センターの入札に係る架空取引がな

ければ、指標価格が相当下がっていたことは事実であり、また、このように指標

価格が公正に形成されたものでないことを承知しながら、その後も「あきたこま

ち 「ひとめぼれ」及び「めんこいな」の相対取引において、多数の買い手に」、

不公正に形成された指標価格を反映させた価格でこれらの米を販売したことは否

、 、定の余地がなく 今回のコメ価格センターでの架空取引及びその後の相対取引は

食糧法に規定するコメ価格センターを通じた適正な価格形成と米の円滑な取引を

損なう行為であることは、明白である。

したがって、架空取引の当事者に対してコメ価格センターにおいて厳正な処分

、 、がなされるのは当然として 米の流通の適正化を確保していくという観点からは

同種の事案の有無についての全国一斉点検の結果も踏まえつつ、コメ価格センタ

ーにおける公正な取引確保のためのルールについて早急に検証、見直しを行って

いく必要がある。

（５）国庫補助金の適正な執行の確保

今回の横流し事件及び米架空取引疑惑については、国庫補助金の不正な受給が

、 、 、行われたことは明白であり 補助金適正化法に基づいて 補助金の返還をはじめ

厳正に対処していく必要がある。

更に、不正を防止するための体制として、全農県本部等から提出される電算上

の販売実績データと、個々の出荷指図書を抽出的に突合する従来のやり方では、

精度に限界があることから、地方農政事務所等が実際の在庫状況についても確認

する手法を併用する等、今後の米の販売進度調整に関する補助金の執行の適正化

を図る必要がある。
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（参考）

米横流し事件

t精米１９２

Ｂ社

代金 ６０百万円

焦げ付き回収不能

Ｓ商事㈱パールライス秋田 （▲２５１百万円）

（ ）（充当） 経営不振

７６２ 販売代金２５１百万円t

卸会社Ａ社・Ｃ社共

７６２ (横流し)t

謀

（申請）

全農秋田県本部 全 農

全国本部共計▲２５１百万円

横流分に相当する国庫補助

金の不正受給 ２百万円



米架空取引（価格操作）疑惑

全 農 （申 請） 全 農

秋田県本部 全国本部

買

い 空

(

架 （財）全国米穀取引・戻 売

空 価格形成センターし り

取

引 １５年産米

百万円）) (3,024t:879

16年５月 44百万円

16年６月835百万円 空売り分に相当する国庫助

成金の不正受給１２百万円

※ 空売り買い戻しによる共同計算㈱パールライス秋田

事業預かり金手数料分（８百万円）(1,922t:559 )百万円

の毀損

秋田食糧卸販売

(1,102t:319 )百万円


