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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    ②②②②    

 ((((西日本会場西日本会場西日本会場西日本会場２２２２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】 午後２時００分 ～ 午後４時００分 

【来場債権者】 ６０３名 

 

 

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

 

柳 澤： 只今から質疑をお受けします。会場の都合上，４時までが会場使用時間

ですので，午後３時５０分頃で質問を打ち切らせていただきます。大勢の

方の質問が予想されますので，１人１件とさせてください。また，記録を

残す関係上，お名乗りいただいた上で，ご質問を開始していただければと

思います。これから質問については，マイク係が質問者を指名しますので，

そのように進行させてください。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：  ７月１５日から安愚楽から，東電関係の放射能被害についての報告書が

来たんですが，放射能被害による補償はすべて国と東電が全額補償すると

なっていた。民事再生では，補償の金額が一切入っていない。これはどう

なのか。 

柳 澤： 国もしくは東電に対する補償問題についてご説明いたします。 

     現段階では，国の方で公式に補償の窓口となる機関が指定されておりま

せん。現在，国の中で，放射線漏出にともなう和牛への被害についてどの
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ような対応をとるかは，継続審議中であるとご理解ください。私どもは，

農水省もしくは監督官庁である消費者庁の担当部署とは連絡をとっており

ますが，「現時点では公式に申し上げられる状況ではない」というふうに回

答を頂いております。それは，全く受け付けていないという話ではなく，

現在どのようにするか検討中であるとご理解ください。 

     今回の被害の原因者である東電に対しては，今回の被害をどの範囲でか

請求して行かざるを得ないだろうと考えております。ただ，その請求の時

期をいつにするか，どのくらいの規模を請求するか，そういったことは，

すべて未確定の段階であります。それも，追って皆様にご報告できる段階

がいずれ来ると思っております。基本的には，損害賠償請求によって得ら

れた資金は，オーナー様または一般債権者の方々を含めた債権者全体の配

当原資になることは間違いありません。規模については，まだ現在特定で

きていないとご理解いただければと思います。    

    

((((２２２２人目人目人目人目：：：：女性女性女性女性))))    

質問者：  万一，どのような事故があったにせよ，解約のオーナーが多くなった場

合でも，解約の準備金というものが会社で用意しているはずであるのに，

なぜお金をプールしていないのか。最悪の事態への準備はされていました

か。 

柳  澤：  確かに，この会社は，こういった事態を想定しての引当てというもの，

内部留保といいますか，会社の資産の蓄積というのは，十分ではなかった

と言わざるを得ません。おそらく，ここまでの規模での風評被害等が集中

することまでは予測し難かったのかなと思っております。会社の会計上の

問題点につきましては，今後精査をした上で，皆様にご報告できる予定に

なっておりますので，そういった問いかけについても，できる限り答えら

れるように準備を進めて参りたいと思っております。    

    

((((３３３３人目人目人目人目：：：：男性男性男性男性))))            

質問者：  どうしてもわからないのは，一年前の口蹄疫の時には，ある程度ひどい

状態だったのに，そんな中でも，かなり高利回りの商品を売って，かなり
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の金額をかき集めている。社長としてどう考えているのか。 

柳 澤： 口蹄疫の被害につきまして簡単にご報告いたしますと，国からの殺処分

になった牛の補助金は出ております。これは安愚楽で受け取っています。

ただ，その牛の一頭あたりいくらかというと，ちょうどその牛の売却価格

に相当する部分でしか補償がもらえませんでしたので，結果的には，その

牛の繁殖等には大きな影響が出ていたと。あとは，風評被害が大きかった

ということであります。何とか会社では国から得た補助金などによって資

金を回転させていたようですが，かなり逼迫していた事情もあったかもし

れないと，私どもでは考えております。 

    

((((４４４４人目人目人目人目：：：：男性男性男性男性))))    

質問者：  基本的なことですので，１件と言われているが，何件か質問します。 

    ① 代理人が安愚楽牧場から依頼を受けたのは７月のいつか。 

柳 澤： ７月２６日です。 

質問者：② 調査したというが，実際の調査会社はどこか。 

柳 澤： 調査は私どもでやりましたけれども。 

質問者： 今現在，そちらの法律事務所でやっているんですか。 

柳 澤： 私どもで出来る限りの調査をしております。 

質問者： 出来る限りといって，出来ないところはどこがやるんですか。 

柳 澤： 出来ないところについては，今後会計士の先生を専門に･･･ 

質問者：③ 会計士はまだ選定していないんですか。 

柳 澤： 候補者の内諾は得ております。ただ，（民事再生手続）開始決定が出てお

りませんので，現在まだ直接選任にまでは至っておりません。 

質問者：④ 債権者説明会は２ヶ所でやられるのに，債権者集会は，同日にやらな

ければいけないとうことで，１日に２ヶ所でやるんですか。 

柳 澤： 説明が不十分で申し訳ございませんでした。債権者集会は，東京地方裁

判所の集会場で行われる予定であります。それには皆さん全員の参加は到

底望めませんので，書面による投票が可能となっております。皆様のお手

元に議決票が送付されますので，それに賛否をご記入の上，東京地方裁判

所にご返送いただいて，それをもって投票とするという扱いがなされる予
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定であります。 

質問者：⑤ その際の議決は，あくまで債権額，結局一人でも何億も持っている人

の方が高いという，金額による議決ですか。 

柳 澤： 頭数と金額と，二つの基準があります。頭数は，金額がいくらでも一人

とカウントしていきます。その方々の過半数。金額に関しては，議決権額

というのが，債権額の割合と同じでありますので，金額の多い人は，その

分，議決権に占める割合が大きくなります。その議決権額で５０％以上。

この２つの基準で決定されることになっています。 

質問者：⑥ それは，事前に一度に集まるくらいということは，事前に得た回答は

公表されないんですか。 

柳 澤： 「事前に得た回答」と言いますと？ 債権者集会に先立って再生計画案

がご送付されます。そこである程度の議決に必要な情報は，開示すること

になる予定であります。 

質問者： ということは，頭数で割った，債権額で･･･（以下不明） 

柳 澤： 頭数で過半数を超えても，債権額が過半数に充たなければ，否決されま

す。逆もあり得ます。 

質問者： 債権額というのは。 

柳 澤： 皆様から届けていただいた額が，提出した額が，基本的に議決権額にな

ります。 

    

((((５５５５人目人目人目人目：：：：男性男性男性男性)))) 

質問者：  ７月から，あなたたちは担当しているのでしょう。その前にやっている

ことを聞きたいんですけど，（不明）そんなに金額があるなら（不明），そ

れをいきなり（不明）騙したと（不明）通じると思いますか。 

（怒号。ヤジ。土下座しろ） 

柳 澤： もう一度，質問をお願いできますか。 

質問者： はっきり言います。詐欺です。負債が４０００億もあって，こんな事業

をやって（不明）民事再生をやったのはわかりました。（不明）それでいて

事業を継続したいなど，そういうこと言っていること自体で，詐欺です。

それについて，社長，あなた答えなさい。 
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（音声が反響して，言っていることがほとんど聞こえない。） 

柳 澤： それでは社長にご回答させます。 

（ヤジ。時間がないんだ，早く答えろ） 

三ヶ尻： すみません。お答えいたします。７月の時点で，最後まで，私どもは会

社をダメにするというような思いは持っておりませんでした。これは，生

き物を飼っている以上，もし倒産という形になりますと，その日から牛に

エサをあげることもできなくなり，放置するということになりますと，二

次災害を起こすというようなことも考えなければなりません。そういうこ

とを考えますと，何としても継続していくという方向で考えざるを得ませ

ん。 

 

((((６６６６人目人目人目人目：：：：男性男性男性男性)))) 

質問者：   個人との契約を尊重しなければいけないという話があったんですけれど，

一応の理解としては，契約では我々は牛のオーナーとして所有者になって

いて，これは民事再生手続の中の財産保全の対象とならないし，破産した

場合でもその所有権は残るし，再生計画が履行してもその所有権は残る，

という形で一応理解してよろしいか。エサ代がかかると言ってますので，

それ自身の価値があるかどうかと。そういう形で理解すると，債権者集会

とかで，再生計画プランが過半数で通ったとしても，個人としての契約，

所有権等は一旦残ってくるということで，それを履行したければ残ってく

るということで理解しておいてよろしいですか。 

柳 澤： それで結構でございます。基本的に，オーナーの方の所有権は再生手続

で私どもの自由に処分できる対象にはならない，という前提で考えていま

す。されば，オーナーの皆様から牛の処分についての方策について，ご意

思の表明を別途頂かなければならないと考えている次第であります。 

 

（（（（７７７７人目人目人目人目：：：：男性男性男性男性））））     

質問者： 一つだけなので。他の分に関しては，手紙とかするので，それに対して

ホームページでアップして回答していただければと思います。 

     先ほどの話で，個々に対応していただけるというお話があったんですが，
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１頭ということで投資している分と，分割して何分の一という格好で投資

している分が，バラバラであるんですが。それに関して，分割で，共同で

やっている分についてなんですが，共同出資者の合意が得られなければな

らない，ということなんですが，その辺のことについてお尋ねしたい。 

柳 澤： おっしゃる点は，当然問題にしていかなければならない点だと認識して

おります。オーナーの皆様には，１頭まるまる所有されている方もいれば，

区分所有というか，牛の１頭の一部分を持ち分として所有されている方も

います。契約では，持ち分を所有されている方は，他の共同所有者の同意

がないと牛の処分を自由に決められない，というようになっております。

基本的に，牛をそのまま引き取りたいというオーナー様を除いては，前提

としては，全体について持ち分を含めて処分することにご賛同いただける

ような方策で，それがマチマチにならないようなやり方を考えたいと思い

ます。ですから，一部のオーナーが処分に同意しない結果，処分ができな

いということになってしまうと，他のオーナー様が期せずして，エサ代を

負担させられることを余儀なくされる，という事態が想定されますので，

できるだけそういう事態がないように，区分的に持ち分を所有されている

オーナー様については，全体として１頭が売れるような合意の内容をお願

いしたい，というふうには考えております。ただ，それも，法的にどこま

でそれが可能かどうかという問題が当然残ってしまいますので，その辺り

のギリギリなんとかクリアできるところまで，そういう方向に近づきたい

とは思っております。 

質問者： 先ほどお話にありましたが，共同持ち主に，すり合わせて行くというこ

とで。 

柳 澤： 各共同所有者全員が，１頭処分についてご同意いただければ，当然処分

ができると考えておりますので，そういった方向にお願いしていくという

ことであります。 

 

（（（（８８８８人目人目人目人目：：：：女性女性女性女性））））     

質問者： 再生計画案の決議が否決された場合，要は破産になった場合，オーナー

の出資金は全く戻らないと考えたらよろしいのですか。 
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柳 澤： ということではありません。今回考えている再生のスキームも，清算型

と言ってですね，破産で行うことと，ほぼ内容が似たようなことをやるん

です。ただ，事業が生きている間に売却処分をすれば，その分，多少高く

売れるだろう。その結果，皆様への配当額を上げることがでるだろう，と

いう考え方に基づいております。 

     破産になった場合でも，会社の保有資産は売却して参りますので，売却

額が著しく低い場合には，優先債権その他の関係で，皆さんへの配当に回

らないという可能性は残りますが，破産になったから，全く配当がなくな

る，ということではありません。それは，場合場合で，どの程度財産を回

収できるかにかかっている，とご理解ください。 

質問者： 再生計画が認可されて，会社が縮小されても，存続していく場合でも，

出てくる数字というのも，今の時点でははっきり言えない，ということで

すね。 

柳 澤： 会社も果して存続できるのかどうか。仮に存続できるとしたら，どうい

う形になるか，ということは，現時点では明確には申し上げられない状態

です。 

質問者： 安愚楽に対して，別の弁護士さんが大きな弁護団を全国統一して作ろう

としていますが，それにもしオーナーがものすごく入っていくと，戦いに

なると思うのですが，その辺りはどうお考えでしょうか。 

柳 澤： 私どもは，民事再生手続に則って，私なりの再生計画案をご提示してい

くという立場でありますので，個別のオーナー様が，弁護士の主導の下で

どういう判断をされるかは，個別のオーナー様のご判断に委ねざるを得な

い立場にあります。私どもとしては，戦うとか，そういうつもりで対応す

るつもりはないと，こうご理解ください。 

 

（（（（９９９９人目人目人目人目：：：：女性女性女性女性））））     

質問者： オーナーになって２５年経ちます。安愚楽さんは，しっかりした会社で

ございます。今度のは，原発がダメなんです。原発によって安愚楽さんが

ダメになった。国と東電に弁償していただくんでしょうか。それが質問で

す。 



 8

柳 澤： おそらくマイクの関係で，聞こえてらっしゃらない方もいらっしゃった

かと思うので，簡単に要点だけ，もう一度ご説明します。国の側では，現

在賠償の計画を内部で作成していて，まだ回答を得ていません。他方，今

後，東電に対しては，損害賠償請求をしていかなければならないと思って

おります。ただ，その規模と方法については，まだ現在検討中で，具体化

している状態ではないとご理解ください。 

 

（（（（１０１０１０１０人目人目人目人目：：：：男性男性男性男性））））     

質問者： 私は十数年出させていただいていますが，和牛商法の時もバッシングを

受けて。安愚楽さんなら，安心させてくれるんですね。オーナー制度自体

は，私は悪くないと思うんだけど，今回のことでオーナー制度自体が否定

されている。社長，どういうふうに思っているのかなと。あなたの行為で

オーナー制度自体が否定されているように思える。マスコミの論調でそう

なっている。あなたが加担したことによって，オーナー制度すべてが全否

定されている。 

柳 澤： オーナー制度の合理性がどこまであったかというのは，この事件のおそ

らく核心の一つになると思うのです。今後，放射能の影響で破綻したのか，

オーナー制度そのものに根本的な欠陥があったのかという点も，厳しく検

証しなければならないポイントだと思っています。そういった経過につい

ても，皆様にしかるべき段階でご報告できると思いますので，それまで，

こちらの方で，これは正しいとか間違っているとか，と言うのは差し控え

たいと思っています。ただ，代理人の現在の感想では，オーナー制度自体

が全くビジネスモデルとして破綻していたとまでは言えないのではないか

と思っています。ただ，それも，厳密な検証と過去の実績の実証を検証し

ていかなければいけない点だと認識しております。 

 

（（（（１１１１１１１１人目人目人目人目：：：：女性女性女性女性））））     

質問者： 中途解約で，私は８月１日くらいに栃木の方に中途解約の書類を送った

のですが，それでも１０％の解約金を取られるんですか。 

柳 澤： 今のところ，契約に則った処理を前提にしたいと考えていますので，そ
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の可能性はある，とご理解ください。 

質問者： ７月末に満期になって，契約の中途解約したからといって，１０％引か

れるというのは，なんか腑に落ちない。 

柳 澤： おっしゃる問題意識はよくわかります。今回のトラブルを切っ掛けに解

約された方については，確かにこの解約も契約に縛られるのかという疑問

が出るのは，ある意味，私どもでも，それは不平等じゃないかという気持

ちは持っております。ただ，私どもの方で， 現在それをとっぱらって，皆

さん平等に扱います，とまで断定することはできない，ということです。

法律もしくは契約による法則の限界がありますので，その範囲では，平等

の配当をできるような状態にはできないとは思いますが，そこまで，この

段階ではお約束が出来ないと，こうご理解ください。 

質問者： もし中途解約しなかったら，そのままの満額で，１割弱かはわかりませ

んが，それが返ってくるということですね，その分配比率で。だから，中

途解約したら損だ，ということになりますよね。 

柳 澤： 現在まだ契約を継続されている方に関してどうするかというのは，まだ

何も確定方針が出ておりませんで，今後そこは詰めて参りたいと思います。

皆様のお手元に報告する通知の中では，そこをはっきりさせたものにした

いと考えております。 

 

（（（（１２１２１２１２人目人目人目人目：：：：男性男性男性男性））））     

質問者： 僕らは，牛で繋がっている関係ですよね。牛を売りますと，そうした時

点で，この契約は解除されてしまうわけですか。それに当って，先ほど東

電の賠償のことなんですが，これから請求されるということなんですが，

もし，東電から，僕らが契約を解除した後，かなり時間が経っててから，

その賠償金額がそちらに来たとした場合に，満額は返ってこないとは思う

のですが，契約が切れてしまっているから，後からでも，平等にその金額

を回していただけるのかどうか，そこを知りたいです。 

柳 澤： 牛を売却した後でも，皆さんは安愚楽牧場に対して請求権を残していら

っしゃいます。それは再生債権として取り扱われる可能性がありますが，

いずれにしても，契約が切れちゃったから安愚楽に対して何も請求できな
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い，ということにはならないと考えております。ついては，安愚楽に賠償

のような形でお金が入った場合には，それを債権者に平等に分配して行く

ことを考えたいとは思っています。まだこの段階では，そこまで明確に言

えないところもありますが，私どもの方向性としては，そういう希望で行

くとご理解ください。ですんで，賠償金は，基本的にオーナー様を含めた

債権者全体の財産として分配されるであろう，という認識であります。 

 

（（（（１３１３１３１３人目人目人目人目：：：：男性男性男性男性））））     

質問者： オーナーから集めたお金を，先ほど４２０７億円とおっしゃっていただ

きましたが，それによって牛を買った頭数が，１０万９０００頭。これを

現時点での売却価格を５８万円として換算すると６３２億円ぐらいという

ことになりますけど，実際に集めたお金４２０７億円が，６２３億円の資

産しかないというと，その差額３５００億円相当は，一体，どこに消えて

しまったんですか（会場拍手）。倒産に至った直接の原因って，オーナーの

解約による，こういった金額による，元金保証による倒産ですよね。全く

意味がわからないんですけど。 

柳 澤： 集めたお金がどこに消えたのかというのは，当然皆さん関心があること

でありましょうし，私どもも関心をもって精査を重ねているところであり

ます。今確定的なことは申し上げにくいのですが，かなりの大きな部分が

利息配当金，皆様への配当金に当っているのかなと思います。他にも牧場

の購入費用であるとか，４０ヶ所の牧場を資産して保有するにはそれだけ

の対価を払って購入しているので，そういった費用であるとか，あとは税

金関係。これも多分払っているというところです。ただ，それでもですね，

まだ数字的には，私たちの試算でも十分に解明ができておりません。そこ

はもう，正直申し上げて，今後，私どもも究明していかなければならない

点であると認識しているということだけは補足しておきたいと思います。

その結果については，何らかの形で皆様に公開できるということをしてい

きたいと思います。 

質問者： 現時点で，３５００億円相当のお金がどこに行ってしまったのかを把握

している方がそこにいらっしゃらないのですか。 
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（ヤジ 経営者が知らないのはおかしいじゃないの） 

柳 澤： 私どもでも解明しているのですが，完全には説明がまだできていない状

態です。 

質問者： 解明している部分だけでもおっしゃっていただけないでしょうか。 

柳 澤： 不用意に数字を言うことをちょっと控えたい，と私どもでは考えており

まして，大変こういう席で申し訳ないのですが，もう少し調査した上で，

ご報告させていただきたいと思っている次第であります。 

質問者： ここで頂いた資料で，貸借対照表をいただいてますけれど，これは表の

帳簿として私は考えているんですけど，オーナーの解約もしくは契約によ

って流れているお金の流れを，年次表で表になっているものというものは

ないんですかね。 

柳 澤： 現在そういう表は用意できておりません。 

質問者： 会社としてどうやって管理していたんですか。 

柳 澤： 経理上の処理としては，オーナーからの入金は，すべて会社の売上に計

上しているんです。オーナーが満期で解約してお金を戻すときは，それは

仕入れで計上しております。というようにですね，確かに売買というやり

方をとっている関係上，通常の出資金の受入れとかですね，そういうもの

と違った扱いをしているので，非常に帳簿の解明自体がかなり難しい，と

いう様相があります。ですので，その管理事態は別立てでやっていたわけ

ではなくて，全部この帳簿上で全部集計されて，それに応じた税金を払う

ことという対応を続けてきたことは間違いないと思っております。 

質問者： それでは，別の所でオーナーからいくら負債があったのかっていうのを

管理している帳簿とかってなかったんですか。 

柳 澤： オーナーの再売買請求権は顕在化するまでは潜在負債でして，それを別

途管理するということはしていなかったと思います。 

質問者： 会社の雑な管理のせいでこうなったんですよね。そういったことを管理

している人はいなかったんですか。管理している人の責任はかなり重大だ

と思っていますけど。 

柳 澤： 税務署なり監督官庁からの調査では，その点は指摘されていなかったと

いうことまでは言えます。ただ，他の関連法令上，問題があったかどうか
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ということについては，まだ断定できない状況です。 

質問者： ただただ自転車操業的な借り方をして，支払に充当していた，というこ

とをニュアンス的にはおっしゃいましたけれども，それって，私どもの契

約の中の説明はされていなかったと思うんですけども。 

柳 澤： 借りたお金というのがちょっと表現として，今回借りたわけではないの

でどうかというところはありますけども，資金の流れ方については，私が

不用意に曖昧な知識，あるいは情報で言うわけにはいきませんので，精査

した上で，正式に回答ということでしていきたいと思いますが。 

質問者： じゃあ，後ほど，その３５００億円の不明金がどこに行ってるかってい

うのは，公表してもらえるということでよろしいですか。 

柳 澤： ３５００というのもですね，牛を外から買ってきているわけではなくて，

当社は牛を育てているので，それがそのままの数字かというのもあるんで

すが，いずれにしてもお金の動きについては，この手続の中でわかるよう

にして参りたいと思っております。 

質問者： その方にわかるようにして公表していただけるんですか。 

柳 澤： そうです。もちろん。 

質問者： 分かりました。 

 

（（（（１４１４１４１４人目人目人目人目：：：：男性男性男性男性）））） 

質問者： 今の質問に関連したことなのですが，２３年３月末のオーナーさんの持

っている牛の数が一応９万８０００頭，これは間違いないですよね。 

柳 澤： はい，間違いないです。 

質問者： 先ほど説明あった数が１０万９０００頭ということで，１万２０００頭

増えましたということで，これも間違いないんですか。 

柳 澤： はい，間違いないです。 

質問者： じゃあ，これは，この４月から７月くらいまでの間に増えましたと，契

約数が増えています，ということでよいんでしょうか。 

大 石（安愚楽牧場相談役）：お答えいたします。先ほど申しましたが，牛の頭数と

オーナー数については，正しい数字でありまして，３月末と，７月２９日

の時点で正しいものです。と言いますのは，皆様方の中にもいらっしゃる
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と思いますが，本来７月といいますのは，当然満了となった分と中途解約

の分があったわけですが，その部分につきましてはですね，まだお支払い

していない，ということになりますので，その場合，かかる所有している

人の頭数も全部含めております。そういうはずで，増加していると，当然

契約件数も増加していると，そのようにご理解いただければと思います。 

質問者： 最初に説明のあった「契約数が減ってきたことが原因です」というのは，

これは間違いなんでしょうか。 

大 石： 契約数が減っているというのは二通りございまして，解約数が非常に多

くありましたということと，それに比較して契約件数が減っているという

ことであります。今回解約が相次ぎまして，３月，４，５と解約があった

わけですけど，支払いは７月以降，７，８，９，１０，１１月になるはず

でした。その解約の申入れにつきましても，今回，申入れは受付ておりま

すが，まだお支払いしておりませんという件，その部分について，先ほど

のオーナーの皆さんの所有としてカウントしているだけです。そいう形で

申し上げた数字でございます。それから，通常，解約の申し出があります

と，当然未払いが発生しますが，その時に牛は（数から）外れてしまうん

ですよね。今回の中には，すべてそれを，所有はオーナーの皆様にあると

いう前提で，全部カウントしてございます。 

質問者： 関連で，一つだけ質問したいんですけど，今回解約されてる方，実際に

お金を払われている方は，特定の個人であったり，特定の団体であったり

ということは，特にないんでしょうか。 

柳 澤： 「お金を払われている方」とおっしゃるのは。 

質問者： 解約金を払われている方です。 

柳 澤： ３月以降の解約金は，基本的にお払いができてないんです。２月までの

解約については，６月ぐらいまで一部お返しできているんですが，今回の

震災を機に解約された方については，お払いができておりません。そんな

状態で，それが滞留しているということでご理解いただければと思います。 

質問者： それ以前の解約が，今回の問題を引き起こしたってことはないと。震災

以降の話であるということでいいんでしょうか。 

柳 澤： 何が震災以降の話というのでしょうか。 
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質問者： 今回の倒産，再生法が適用されるということに陥ったのは。 

柳 澤： そうです。今回の７月末の支払いというのは，ちょうど３月以降に発生

した解約金の支払いです。そうご理解いただいてよいと思います。 

 

（（（（１５１５１５１５人目人目人目人目：：：：男性男性男性男性）））） 

質問者： さっきから聞いていましたが，結局は安愚楽牧場を潰してしまい，牛を

売って，その上がりをオーナーに１割２割程度あげようということかと。

一番最初に社長はおっしゃいましたよね，「安愚楽牧場を再生債権するん

だ」と。安愚楽が再建するのであれば，１年間，２年間，あるいは５年間，

１万円ずつかもわかりませんが，再生という方法で，こうすれば再建がで

きるんだ，オーナーの絶対的な協力があればできるんだ，という話が，一

向に出てこない。私はそうすべきだと思う。３年経てば牛が成長するし，

３年経てばオーナーにも１万円と言わず，もっとたくさん払えると，５年

経てば利益金も払えると，そういう再生再建というものをすべきじゃない

かと思う（場内拍手）。裁判所にそれを提案してもらいたい。今の案では，

オーナーも従業員も日本の畜産業もみんなが泣く。それを回避する以外に

選択肢はない（場内拍手）。    

柳 澤： 貴重なご意見を誠にありがとうございました。オーナーの皆様の方から

は，そういった方式を含めて，何らかの形でこの事業を継続できないかと

いうお問い合わせは多々頂いております。現時点では私どもで示したプラ

ンは，先ほど申し上げたような清算型の民事再生ということになりますが，

そういった可能性がないかどうか，そういったことに賛同いただけるスポ

ンサーがないかについては，引き続き，当てをあたってみたいというふう

には考えております。その中身によってはですね，おっしゃるような形で

の再生が可能ではないとも言い切れないというのが実情でございます（場

内拍手）。貴重なご意見をありがとうございました。 

    

（（（（１６１６１６１６人目人目人目人目：：：：女性女性女性女性    ヤジヤジヤジヤジ「「「「牛牛牛牛にかけてたにかけてたにかけてたにかけてた保険保険保険保険のことのことのことのこと言言言言うてうてうてうて」）」）」）」）    

柳 澤： 保険のことを簡単に説明します。牛には保険が掛けられていました。た

だですね，保険の条項の中で適用があるのは，病死であるとか事故死であ
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るとかに限定されておりまして，今回の放射能被害というのは，おそらく

保険の適用外になるであろうということで，私の方では判断しております。 

 

（（（（１７１７１７１７人目人目人目人目：：：：女性女性女性女性）））） 

質問者： 安愚楽牧場のホームページをすべて削除しましたよね。私たちに見られ

てはいけないことが書いているから削除したんだと思います。ホームペー

ジには「牛を大型の損害保険や家畜共済保険に加入しています」と書いて

あります。それについてはどうですか。 

柳 澤： 損害保険には加入しておりました。ところがですね，先ほど申しあげた

ように，今回の事件について保険の適用があるかどうかというと，現時点

では難しかろうというふうに私どもでは考えております。    

質問者： それでは，これはオーナー達を騙したっていうことですか。みんなこれ

を信用していたんですよ。 

柳 澤： 突発的な死亡事故であるとか，疫病の流行による牛の死亡とか，そうい

う事態には適用されますので，そういった事態があった場合にはオーナー

の方の牛が損害補償の対象になっている，というふうにご理解ください。 

質問者： そのようには書いてありません。「牛が病気や事故で死亡した場合には，

牛を代わりに提供します。牛は大手の損害保険に入っています。共済保険

にも入っている」と書いてある。 

柳 澤： そうです。正にそういう目的で，牛が事故や病死をした場合に，保険で

代替の牛をあてがえるだけの費用を補償してもらう，という仕組みです。 

質問者： でも，７万１０００人もいるオーナーの資金の数に全く出来ていなかっ

たということですよね，社長，それについては，どうなんですか。 

柳 澤： 資金の管理は，今のところ不正に流用されたというふうには私どもでは

認識しておりません。 

質問者： 弁護士には聞いてません（場内失笑）。 

三ケ尻（社長）： この件に関しては，適性に管理を致しております。 

質問者： もう一つ。個人資産をすべて出すと社長はおっしゃいましたよね。安愚

楽以外にも，食肉からホテルとか，いろいろやられてますよね。それにつ

いて，個人の資産をすべて凍結して，上層部の方も，特に弟とか，みんな
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それも資産を凍結するくらい全部出す覚悟くらいはあるのでしょうか。 

柳 澤： 社長に関してはその言葉を聞いております。 

質問者： 社長に聞いてます。それに個人の資産についても，全然こちらの方にも

出てきてません。 

三ヶ尻（社長）： 個人の資産に関しましては，法律に則った形で，出来る限り本当

に全てのものを出して行こうと思っています。 

質問者： はっきり言って，私たちオーナーたちは，社長一族とか上層部が，全部

資金を裏で隠していると感じてます。そう疑っている人がたくさんいるん

です（場内拍手）。それを全部出していってほしいんです。    

柳 澤： 会社の資産が不当に役員のポケットに入っているかどうか，これは十分

に調査して皆様にご公表してまいるつもりです。 

質問者： 弁護士では無理だと思います（場内失笑）。 

柳 澤： 私どものみならず，監督委員の先生の補佐をされる会計士の先生も同じ

調査をされることになっている，というふうにご理解ください。 

質問者： それは警察とか警視庁，そういうのが全部入らないと無理ではないでし

ょうか（場内拍手）。 

柳 澤： 場合によっては，当然司直の手を借りるということもあり得るかもしれ

ません。 

質問者： はっきり言って，そうしていただきたいんです（場内拍手）。もうすべて

全額凍結するなり。上層部，社長の分も，家も。東北の方でしたら家もな

い方もいらっしゃいますよね。それくらいの対応，してほしいんですけど

（場内拍手）。 

柳 澤： お言葉を厳しく受け止めたいと思います。 

質問者： 弁護士には聞いてないって言ってるでしょ。社長が答えたらどうなんで

すか。 

三ヶ尻（社長）： 私は，経営している中で，あまり個人資産を持つという考えはあ

りませんでしたが，今現在持っております，住んでおります家は，会社の

財産資産でございます。土地は私のものでございますが，それは全部放出

いたします。それから主人が亡くなりましたときに保険金がおりて買った

土地がありますが，それもすべて会社の方へ放出いたします。 
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質問者： じゃあ，弟とかは。 

柳 澤： 恐縮ですが，このぐらいにしていただければと思います。 

大変申し訳ございませんが，設営の都合で，この会場使用時間が４時で

厳守を言い渡されておりますので，誠に申し訳ございませんが。 

以上 


