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株式会社安愚楽牧場 

債権者説明会債権者説明会債権者説明会債権者説明会質疑応答質疑応答質疑応答質疑応答議事録議事録議事録議事録    ①①①①    

 ((((西日本会場西日本会場西日本会場西日本会場１１１１回目回目回目回目))))    

 

 

【開 催 日】 平成２３年８月１７日（水） 

【開催場所】 グリーンアリーナ神戸（神戸市須磨区緑台 神戸総合運動公園内） 

【開催時間】 午前１０時００分 ～ 午後０時２５分 

【来場債権者】 ２９７名 

 

 

 

【【【【    議事録議事録議事録議事録（（（（反訳反訳反訳反訳））））】】】】    

 

柳 澤：  只今から質疑の時間を設けます。会場の都合で１２時までの時間制限が

ありますので，予めご諒承下さい。これから質問を受けますが，記録に残

す関係上，挙手の上，お名前を頂戴した上で，ご質問を頂戴します。お一

人の方で何件も質問されてしまうと困りますので，他のご質問者にもご配

慮いただければと思います。 

それでは，質問を受け付けます。 

 

((((１１１１人目人目人目人目：：：：男性男性男性男性))))            

質問者： 代表取締役の方にお伺いします。先ほど，涙ながらに反省の弁とお詫び

の言葉を聴きましたが，我々には一つも胸に響きません。なぜならば，明

確な反省が提示されていないからです。我々の中には丸裸になった者もい

ます。あたなの個人資産を我々オーナーに弁済するべきではないか。 

三ヶ尻： すべて弁済に充てるようになっております。あまり私は個人の資産を今

まで持って経営しておりませんでした。多少の不動産を持っています。昔
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のことですから，安い時期に買えた土地がいくつかありましたが，それも

すべて弁済に充てております。 

質問者： よくわかりました。代理人弁護士においては，必ず我々オーナーに，い

くら弁済するのか，文書にして，ある時期に提示をしてもらいたい。再生

手続のどのあたりになるかわかりませんけれども，再生計画の提出までに

は，代表取締役がどの程度の個人資産を我々オーナーへの弁済に充てたか，

明記していただきたい。 

柳 澤： そのように協力して参りたいと思います。 

三ヶ尻： はい，わかりました。申し訳ありません。 

 

質問者： もうひとつ。この文書には，あなた（柳澤弁護士）がしゃべられたこと

と若干のズレと言うか，誤魔化しがあるような気がします。資料１ページ

目の一番下，クーリングオフができますと書いてありますが，実際には再

生債権に当たりますと書いてあります。どちらなんですか。 

柳 澤： 十分な説明がなかったことをお詫び申しあげます。クーリングオフの手

続をすることで契約関係を解消することはできますが，債務の返済をする

ことはできません。 

（その後も質問者は発言を続けるが，他の債権者から「質問が長すぎる，他の人に

回せ」等のヤジがあり，終了。） 

 

((((２２２２人目人目人目人目：：：：男性男性男性男性))))    

質問者：   今回の件は，本来は経営体制の甘さ，ガバナンスの欠落に尽きると思う。 

一つ目は，民事再生をする瞬間が来る以前に，経営状況が芳しくないと

いうことで，親族，親戚，特に親しい友人等に，そういう買い置きの情報

をしていて，その金額が約５０億という情報を得ているが，それに対して

の説明責任。 

二つ目は，履行が完了するまでのおおよその日数はどのくらいになるか。 

三つ目は，８月１日以降は，資産は凍結されていると思うが，それ以前

に，資産の不正運用，隠蔽等をやっているのではないかの説明を求める。 

柳 澤： 第一点，親族等から，優先的に解約等をさせたのではないかという話で
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すが，私どもが現在把握している限りでは，そういう事情は認知しており

ません。今後調査した上で，ご報告したいと思っております。 

     第二点，期間ですが，債権者数が多いため，通常期間よりもかかると予

測しております。短くて半年，長ければそれ以上と，債権者集会までの期

間として考えています。開始決定が出た時点で，おおよその目安を報告で

きると思います。 

     今回の破綻に先立って，資産流失，隠蔽があったのではないかという点

についても，私どもの方で調査をし，監督員の先生も独自に会計士の方の

力を借りて調査されると思いますので，そういう実態がなかったかどうか

を，明らかにしていきたいと思います。 

 

((((３３３３人目人目人目人目：：：：女性女性女性女性))))    

質問者：  １５年以上やっていて，亡夫の遺産をすべて掛けていたので，オケラに

なってしまった。今日は社長がどんなにやつれているかと思ったが，全然

やつれていなくて，なんということでしょう。（質疑の残り時間が）たった

２８分しかありません。次が１時からならば，１２時までではなく，お昼

の時間をなしにして，私たちの話をきいてほしいと思う。オーナーのため

に１円でも多くの配当をとおっしゃるなら，破産してください。再生なん

て，これからできるわけがない。 

（会場の一部から拍手） 

     正社員の方から話を聞いたが，４月頃から配当が遅延していたと。その

時から皆さんがバタバタされていたと。従業員には何も説明がないと。 

     その頃から，たぶん資産を動かしていたのか，息子さんに名義を変えて

いたのか，資産を買い上げされてたのか，と私は思います。なぜ早く解約

しなかったのか，自分の自己責任をすごく思いました。しかし，会社にも

責任があると思います。１円でも多く返してください。 

 

栃 木（代理人弁護士）： １円でも多く返すことと破産が結び付くのであれば，私

も異存はありません。しかし，牧場を継続して，少しでも高くなる方に買

ってもらうことで，オーナー様の配当を高くするということを追求するな
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らば，民事再生が唯一の道だと思っています。破産という形をとって，す

ぐに１１万頭弱の牛を一気に処分するとなると，オーナー様自体に，牛の

分だとしてお返しすることができなくなる。現実には，１ヶ月に１頭１万

５０００円くらいの飼育料がかかりますが，これを継続しないで破産手続

で処理をすることが，オーナー様のためになるのかというと，そうではな

いということを理解してもらいたいと思います。 

     一応，日本一の牧場です。３３０万坪の土地があり，ほとんどが無担保

です。どれだけの資産が残っているかといえば，簿価的に言えば，１００

０億円とまではいかないでしょうが，固定資産だけで原価償却を含めて原

価３６０億円以上が投下されている。牛が１４万５０００頭として，１頭

いくらと見れば，全体の資産がどれだけあるか，おわかりになるかと思い

ます。これを誰かに，この日本一の牧場を続けてやるんだ，という人がい

るならば，できれば探してもらってその人に買ってもらい，皆さんに配当

ができないか，ということなので，ご理解いただきたいと思います。 

 

((((４４４４人目人目人目人目：：：：男性男性男性男性)))) 

質問者：  オーナー制度について質問したい。昨年の実績では，成育した牛１頭で

６０万円だという。契約書を見ると，３００万円の資金で２分の１頭とな

っている。ということは，１頭で６００万です。すると，５０～６０万の

実質の価値に対して，契約書の債権の価値からは１０分の１くらいしかな

い。生育の牛を売却するというと，資金が全然足らないことになる。勧誘

したときに，どのくらいリスクがあるかは，契約書にも載っていないし，

説明もなかった。正しく詐欺だ。事務的な説明を聞いても納得できない。 

柳 澤： おっしゃるとおり，１頭あたりの値段は繁殖牛で６０万円くらいであっ

たと思われます。オーナー様がお買いになられた牛の値段が，１頭あたり

そのぐらいの数字であることには間違いございません。この仕組みという

のは，それに飼育料を上乗せして配当するという仕組みですが，飼育料を

差し引いても，価格設定が１頭あたりの売買に見合う金額だったかという

と，そういう見方をした場合には，価格に乖離があるのではないかと思い

ます。 
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     ただ，会社もオーナーの方も，その元本が将来的に全額戻ってくること

を前提に，子牛の買取代金という名目での配当金の利率を中心に制度を設

計し，また投資されていたということですので，その価格設定がどうであ

るかということは，かなり議論が残る点ではないかと思っております。 

 

((((５５５５人目人目人目人目：：：：男性男性男性男性)))) 

質問者：  民事再生法によって会社がうまいこと行くようになったら，我々オーナ

ーに対して，何％かはわかりませんけども，多少はくれるんですよね。 

柳 澤： 会社の資産をできるだけ高く処分して，そこで回収したお金で，皆さん

の配当を行うのと，あとオーナーさんの牛を処分した差額をお戻しする，

ということでございます。 

質問者： よくわからない。うまいこと行ったら，破産よりは増えるのか。 

柳 澤： 破産よりは増えるということを期待して，民事再生という方法を採りま

した。 

 

((((６６６６人目人目人目人目：：：：女性女性女性女性)))) 

質問者：① ７月に中途解約を，一部した。契約書がなくなってしまうので，電話

をしたら，「大丈夫です，受け取った分から明細をお送りしております」

ということだった。要するに，解約を受けましたという引受書みたいな

ものが全然来ない。契約書も送ってしまったので，ない。 

    ② もし，５０％以上（の人）が解約したら，民事再生は無理ですよね。 

    ③ 「あなたの牛は死んでしまいました」というのは，無し，ですよね。 

    ④ ７月末は，通常の安愚楽でしたよね。８月１日に弁護士の文書をいた

だきましたから。それならば，７月末まで，当然，分配金と満期金は優

先的に返すべきだと思います。その権利があると思います。 

 

柳 澤： 順次お答えします。 

    ①  解約手続がちゃんと受理されているかについては，私ども，または会

社の方で得ている解約手続については，順次適正に処理している状態に

なっております。今後，再生手続の中で，債権届をしていただければ，
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その辺がどうなっているのか，きちんとご回答できると思います。でき

れば，事務の方で，皆さんの手続がきちんと受理できているかのお問合

せに対応できる仕組みを作って生きたいと思います。民事再生の手続の

中でも確認できるし，今申し上げたような手続も執りますので，遺漏の

ないように万全を期したいと思います。 

    ② オーナー契約を解約した人が過半数を超えたら，民事がダメになるの

ではというご質問ですが，オーナー契約の解約は，オーナーの牛の所有

権を誰がどうするかという限りのものであり，オーナー契約が過半数以

上解約されたかどうかが，直接民事再生がなくなるかなくならないかに

関わることはありません。解約された方も，民事再生の中で，再生債権

の届出が出来て，且つ議決に参加することもできます。議決に参加され

た債権者の方の過半数の賛否によって再生がどうなるかが決まります。

解約された方が，即，再生に反対だ，ということにはなりませんので，

ご理解ください。解約された方の中でも，計画案の中身を検討していた

だいて，ご賛同いただくこともあるかと思います。 

    ③ 牛が死亡したらどうなるのかということですが，これまでのところ，

確認している限りは，全頭対応する牛はおります。ただ，生き物ですの

で，病気で死亡することも今後発生するかもしれません。その場合，別

の牛をあてがえるかというと，その段階では所有権が固定されてしまう

関係で，引き継ぎが難しくなる可能性はあります。 

（会場より）： エサをやれないから死んじゃうことはないですよね。 

柳 澤：  エサをあげないで死ぬということはないよう努めております。ただ，

病気で死ぬとか，生まれた仔牛が何割か死んでしまうということはあり

ます。そういったオーナーによって自分の所有対象となる牛が突然死ん

でしまって，一銭も牛の代金がもらえないという事態は避けたいと思い

ますので，そういうリスクを負わないようなご提案をしたいと考えてお

ります。 

      具体的には，ご賛同いただいたオーナーには，売却代金を一箇所にプ

ールして均等に配当するという方針を考えております。あくまでご自分

の牛についての売却代金を頂きたいというご意向がある場合は，対応せ
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ざるを得ないかとは思っています。その辺りの具体的な方針方策につい

ては，現在まだ調査協議中でありますので，明確なお答えはできません

が，今の段階では，そういったプランを考えているとご理解ください。 

    ④ ７月末までは会社は順調に運営されていたのだから，そこまでの満期

配当金は優先されるべきで，８月以降の満期配当金とは区別されるべき

というご意見がありましたが，法の取扱いとしては，保全命令が出てい

るのは８月８日までの原因により発生した債務全体を平等に扱うことに

なっていますので，現時点ではそういった差をつけることができないこ

とをご理解ください。 

 

((((７７７７人目人目人目人目：：：：男性男性男性男性)))) 

質問者：①  ２００７年頃に募集している説明のＱアンドＡでは，「自然災害や病気

で私の牛に何かあったらどうなるの」というので，「牛は大手損害保険，

家畜共済保険に入っているので，それによって補償されます」とありま

す。現在，保険に入っているのか。 

柳  澤：  保険制度についてお答えします。原因は限定されておりますが，現在も

継続しております。 

質問者：  口蹄疫問題の時とか，同じような保険金が供出されたと考えていいので

すか。 

柳 澤： 保険事項が限定されますので，病気，疫病，事故による死亡には適用さ

れます。口蹄疫については政府からの補償が出ておりますので，保険会社

は何も補償していないかと思いますが，調査いたします。 

質問者：② １頭あたり数十万円の話がありましたが，元々そういう前提で契約を

やられていたのか。元々返せない金額で設定されていたのか。６００万

円集めて６０万円しか売却代金がないのでしょう。 

柳 澤： 牛が子供を産んで，その牛がまた子供を産むという仕方で増えていくこ

とを前提に組みが作られています。 

質問者：③ 今回，口蹄疫の問題もそうだし，政府の補償は実際に何％くらいか。

震災での政府からの補償は何％くらいなのか。その補償が入ったらどう

なるのか。 
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柳 澤： 口蹄疫の被害補償は，政府から１頭６０万円くらいで１万数千頭の処分

した牛について補償していただいている。今回の事件については，政府並

びに東電の賠償の問題が起こっています。まだ政府から明確な賠償の指針

が出ていません。あまり立ち入った憶測をすると誤解を招くと思います。

東京電力への賠償請求については，具体的に考えていかなければならない

かと思います。その際に，オーナー制度の関係で，被害に遭ったのはオー

ナーの牛だからと，個別にやるとかいう話になるのか，あるいは一旦私た

ちが引き受とる形をとることで，安愚楽が主体となって損害賠償請求がで

きるのか。そうなると，損賠賠償代金をオーナーに優先的に返せるのか，

あるいは一般配当に回るのか，その辺りについては，全くまだ調っており

ません。方向性が固まった段階で正式に報告ができるかと思います。 

 

((((８８８８人目人目人目人目：：：：男性男性男性男性)))) 

質問者：  オーナーでいた方がいいのか，解約した方がいいのか，迷っている。民

事再生手続が認可され，会社を引き受けて経営してくれる所があるのか。

それでやって行ける見込みがあるのか。見込みがあるなら，オーナーでい

てもいいと思えるのだが。 

柳 澤： 会社の一部について事業を継続されることはあると思いますが，オーナ

ー制度のしくみ自体を引き受けてもらうことを期待するのは難しいと思い

ます。牧場を譲り受けるとしても，オーナーの負担のない形で牛を譲り受

けたり，預託農家をそのまま牛を預かってもらうにしても，オーナーの負

担のない形に引き直した上でないと，事業の承継は難しいかと考えており

ます。同じような仕組みでオーナー制度が継続できて配当してもらえると

いう仕組みは期待できないとご理解ください。 

 

((((９９９９人目人目人目人目：：：：男性男性男性男性)))) 

質問者：  １５年くらい入っている。６月に満期の分があったので１０％かかって

もいいから解約したいと言った。すると３～４ヶ月かかるから待ってくれ

と言われ，７月に解約しようということで，継続解約という形になった。

息子の大学進学費用資金も含めて，何千万円かそのまま継続した。それが
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７月には電話がつながらないで，８月にこの状況だ。会社は従業員にも秘

密にしていたとしか思えない。 

        自分のお金として入金したのに，契約書には子供のお金になっていた。

私のお金が子供名義になっているのはおかしい。調べてほしい。 

柳  澤：  口座のやりとりについて，あらためて調査を進めたいと思います。不明

な点がれば，調査が進まない場合もあるので，お子様の名前，ご本人の名

前などの情報を，後ほど文書にてお問い合わせください。 

 

((((１０１０１０１０人目人目人目人目：：：：女性女性女性女性))))    

質問者：  私は古いオーナーです。まさか老後の資金をなくすと思わなかった。先

ほど，損害賠償は不可能だという話をされていたが，政府高官が「安愚楽

の牛は保証対象になる」と言っていましたよね。ちゃんと弁護士さんは，

働きかけをしてくれるのか。配当もしてもらいたいが，元金は１００％戻

してほしい。少しでも，良い方に良い方に，解決できないものかをお聞き

したい。もう希望はないのか（会場拍手）。弁護士さんには，私たちオーナ

ーのためにも，奔走してもらいたい。国からの損害賠償金や，保険金で元

金は返してもらえると思う。 

柳  澤：  国の賠償については，まだ国でも担当部署が正式に決まっていない状態

なので，正式なという意味での交渉はしていません。 どの範囲で賠償が

できるか，誰を対象にするのか，といった点を詰めた上で，今後，具体的

な交渉を開始したいと考えている状況です。 

     私どもでも事業の存続を目標に展開して行きたいのですが，現状では，

オーナー制度そのものを形で生かせることはできないだろうと考えており

ます。安愚楽のこれまで利用していた施設等を利用しての事業の継承は可

能かと感じておりますので，それに向けて全力を尽くして参りたいと思い

ます。 

 

((((１１１１１１１１人目人目人目人目：：：：男性男性男性男性))))    

質問者：①  牛の処分については情報がないと判断できないので，自分の牛がどこ

にいて，どのくらいの年齢か等の情報は，開示される予定があるのか。 



 10 

②  口蹄疫で１万５０００頭くらい処分したという話があるが，その中に

オーナーの牛が入っている可能性はないのか。 

③ 本当に特定される形で，牛は存在しているのか。 

柳 澤：③ 牛は特定をしております。オーナーが番号を持つと，その番号が牛の

耳輪に対応するようになっている。牛は生まれてから死ぬまで，売却に

より持ち主が代わるたびに，耳輪が増えていく。固体ごとにオーナーの

特定がされているとご理解ください。 

    ① オーナーの牛の個別情報の開示ですが，どこまで詳しい方法になるか

はわかりませんが，少なくとも，牛がどこにいて，何歳くらいで，どの

ような状態であるか，という最小限の情報は開示できるように準備を進

めているところです。これをどういう形で開示するかは，まだ協議が必

要ですが，いずれにしても，お知りになりたい方には開示できる仕組み

を充実したいと考えています。 

    ② 口蹄疫で処分された対象の牛の中には，オーナーさんの牛はありまし

た。ただし，それではオーナーさんの牛がいなくなってしまうので，自

社所有の牛とオーナーさんの牛とをふりかえて，当社の牛として処分を

した。その結果，賠償金を当社がもらった，と聞いております。 

 

柳 澤： 誠にお時間が十分でなく恐縮ですが，本日の集会は，ご質問の質疑の時

間は，これでて終了とさせてください。 

以上 


