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債権者からの主な質問に対する回答 

 

 債権者から寄せられた主な質問のうち、本日現在回答できるものにつき下記

のとおり回答します。 

 

記 

 

第１ 経緯 

 

１ 破産手続への移行の理由は何か。 

  

 民事再生手続が廃止された主な原因は、資金繰りの悪化、飼育環境の悪化、

従業員の士気の低下にありますが、もっとも大きな原因は資金繰りの悪化です。 

 安愚楽牧場は、民事再生手続を通じて、保有する牛や牧場の売却をはじめと

する資産売却でソフトランディングを図っていましたが、それらの売却が思っ

たように進まず、資金が逼迫し、そのままの状態では、約 13万頭もの大量の牛

が餓死するだけでなく、死亡した牛の処分すらできずに放置せざるを得ないよ

うな危機的状況に陥ったため、やむなく民事再生手続を廃止し、破産手続に移

行しました。 

 なお、管財人がこれらの事実の詳細について把握できたのは管理命令後のこ

とです。 

 

２ 民事再生中における再生債務者あるいは再生債務者代理人の具体的な業務

遂行内容はどうだったのか。 

  

 民事再生手続における監督委員の立場としては、DIP 型の手続きという制約

上、法令に基づき監督を要する範囲を超えて、民事再生中における再生債務者

あるいは再生債務者代理人の具体的なかつ詳細な業務遂行に関与し、その内容

について関知することはありません。 

 当職が管理命令後調査して判明した事実としては、安愚楽牧場は、民事再生

手続を通じて、保有する牛の売却をはじめとする資産売却でソフトランディン

グを図っていたものの、牛の売却が思ったように進まず、資金が逼迫し、結果

として、約 13万頭もの大量の牛が餓死するだけでなく、死亡した牛の処分すら
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できずに放置せざるを得ないような危機的状況に陥ったというものです。 

 

 

第２ 会社の財産状況 

 

３ 会社財産の流出はないのか。 

 

 民再申立直前（3ヶ月程度）の総勘定元帳を閲覧した限りは、特に異常な支出

は発見できませんでした。 

 資金流出という点では、過去 20年間の資金の流れをみてみると、関係会社や

異業種への投資について、償却済みのものが 113 億円、関係会社貸付金残高約

98億円を合わせて 211億円の資金が流出しています。その中で成功した事業は

ほとんどありませんでした。 

また、海外への資金流出の事実は確認できておりません。また、広告宣伝費

として過去 10 年間で総額約 53 億円が支出されています。これについては、大

手広告代理店に対し、任意での返還を請求しましたが、未だこれに応じた会社

はありません。 

 なお、関係会社等を通じて三ヶ尻社長一族に不当な資金流出がなされたかど

うかについても、これまでの調査ではそのような事実は判明しておりませんが、

三ヶ尻社長や子会社の破産事件の中で調査がなされているところですので、そ

の調査とも連携して引き続き調査をしてまいります。 

 

４ 安愚楽牧場の決算処理やオーナーに対する事業報告は適正だったのか。 

 

 会社は、オーナー制度の形式が売買契約であることから、オーナーへの販売

契約時において繁殖牛の売買代金を「飼育牛売上」として売上に計上し、契約

期間が満了して繁殖牛を買戻した時は、「オーナー牛導入費」として原価計上し

ていました。 

 破産手続開始後に検討した結果からすれば、一般に公正妥当と認められる会

計基準に照らすと、販売契約時点で収益を認識しないほうがより合理的である

と考えられます。しかし、会計処理の選択は、会計事象等を財務諸表に適切に

反映するように、認められる会計処理方法の中から、事業内容や企業内外の経

営環境から経営者の判断により行われるものです。安愚楽牧場の当時の経営環
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境や経営方針等をすべて把握しているわけではないため、売買処理を採用した

判断の適否を単純には論じることはできません。 

 なお、安愚楽牧場が、有限会社から株式会社に組織変更したのが平成 21年 3

月期のため、平成 22年 3月期以降は、会計監査人を設置して監査を受ける必要

がありました。会社は監査を受ける準備をしていたと回答していますが、監査

は受けておらず、手続上は問題があったと思われます。 

 

５ 契約上の牛の価値と、実際の牛の価値が異なる理由は何か。 

  

 安愚楽牧場はオーナー契約において、契約金額は繁殖牛の購入時価とはせず

に、将来肥育牛を出産することを前提に価値を算定していたとの説明でした。

つまり、繁殖牛を購入するだけであればもっと安い価額（20万円程度）であり、

さらに、担保価値となると実際に牛を売却する場合の正味売却価額でしかない

ため、会社の倒産等があった場合には会社に対する信用リスクが発生すること

は明らかでした。しかしその旨をオーナーに説明していませんでした。 

 

６ 最近 10 年間の牛の販売価格や飼育にかかる飼料代の状況等はどうだった

のか。 

 

 管財人が確認できた範囲の資料に基づく調査によると、安愚楽牧場の畜産事

業における収入となる肉牛の出荷に関してみると、最近 10年間の各事業年度の

平均販売実績価格は 47 万円～88 万円で、平成 14 年 3 月期が最も低く、平成

19年 3月期が最も高くなっています。 

これに対し、肉牛を繁殖するための繁殖牛、生まれた子牛および出荷用の肉

牛を飼育するための飼料代は平成 14年 3月期に 60億円でしたが、平成 23年 3

月には 146 億円となっています。飼育頭数の増加（14/3 期末 79,253 頭 23/3

期末 145,414 頭）と飼料代単価の上昇が増加の要因と考えられます。 

 

項目 H14/3 H15/3 H16/3 H17/3 H18/3 H19/3 H20/3 H21/3 H22/3 H23/3 

平均販売実績価格

（円） 
474,388 606,624 685,318 792,526 859,114 880,336 831,741 722,883 663,175 594,339 

年間飼料代合計 

（百万円） 
6,040 5,446 7,359 8,914 10,242 11,883 14,493 16,041 14,710 14,664 
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７ 過去 20年間の資金収支はどうだったのか。 

 

 管財人が確認できた範囲の資料により調査した結果に基づく限り、過去 20年

間の資金収支を分析すると、オーナーからの入金が約 3700億円、オーナーへの

配当が約 2000億円であり、安愚楽牧場への純入金は約 1700億円でしたが、そ

こから畜産事業に要する経費等を支出した損益は 76億円の赤字でした。 

 これは、牛の販売単価が想定以下で推移し、オーナー事業の配当財源等を形

成すべき畜産事業自体が大幅な赤字であったにもかかわらず、安愚楽牧場では

原価計算をしておらず、その実態が把握されないまま、資金繰りをオーナー契

約の拡大によりまかなっていたことによるものです。 

 

８ 保険金の支払いはないのか。 

 

 三井住友海上火災保険と契約しています。 

 ただし、天災、伝染病は対象外であり、死亡率が高いことから保険料も高く、

年度でみると保険金の入金より保険料の支払いの方が高いケースがほとんどで、

実質的には補填されていたとは言い難い状況です。 

 実務的には、死亡等が発生すると他の牛を割当てており、オーナーには負担

をかけていませんが、損害保険の記載は宣伝効果を狙っただけであったと考え

られます。 

 

 

第３ 管財業務 

 

９ 管財人の財産処分の経緯と金額は妥当か。 

  

 まず、立地条件も牛の種類も異なる多数の売却を一気に行わざるを得なかっ

た状況から、それぞれ個別の売却結果が独り歩きすると誤解を招くため、個々

の開示は差し控えさせていただきます。売却の際の状況については、極めて短

期間に牛の大量死という社会的混乱を回避しなければならないという過酷な状

況の中で、財団形成にとって最も有利な条件を選択して売却を行ったと理解し

ていただきたく存じます。 

 その上で、牛と牧場の全体の売却価格を申し上げますと、牛の売却代金は民
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事再生手続中の売却を含め約 67億円余り、そのうち、民事再生手続が廃止され

た後に売却したものの代金は約 30億 4000万円余りです。 

 他方、牧場その他の安愚楽牧場保有資産の売却代金は合計で 12 億 4000 万円

余りで、そのうち、牧場等の畜産関連施設の売却代金が約 11億 3000万円です。 

 なお、民事再生手続が廃止された後に売却した資産の合計代金は 42 億 8000

万円余りです。 

 

１０ 牛の売却先はどこか。 

 

 牛の主な売却先は、株式会社ＹＳ商事、株式会社杉本本店、株式会社宗谷岬

牧場などです。なお、株式会社ＹＳ商事は飼料会社から紹介された会社です。 

 

１１ 牛の返還請求はできるのか。債権者の同意なく牛を処分できるのか。 

 

 オーナーの牛は、契約書上は、売買の形式がとられてはいるものの、取引の

実態に鑑みると（死ねば牛を付け替える、子牛が生まれなくても配当する、対

象牛をオーナーは選べないなど）、実質的には全オーナーの牛について、オーナ

ーが契約に基づき拠出した金銭の返還請求権に対する動産譲渡担保が全オーナ

ーに対して設定されている、すなわち、安愚楽牧場のオーナー制度の対象とな

った牛（主に繁殖牛：以下、オーナー牛といいます。1）に対して全オーナーが

一体として担保権を有している、との理解です。 

 したがって、オーナーは個々の牛の返還および個々の牛の売却代金の返還請

求権を有するのではなく、オーナー牛の全体に対し、全オーナーが一体として

担保権を有するにすぎず、オーナーは、担保権者として、オーナー牛全体の換

価代金から牛全体の維持換価費用を控除した額の配当を受けるものと解してい

ます。また、管財人には担保価値保全義務があり、牛の大量死という社会的混

乱を回避しつつ、牛の価値を保全するためには、早期の売却処分を行うのが最

も合理的かつ現実的な対応である、との理解です。 

 

１２ 税務署に対する消費税の返還請求はしないのか。 

                                            
1なお、安愚楽牧場には、オーナー牛ではない、肥育牛（出荷用肉牛）が多数飼育されてい

ましたが、これは原則として担保の対象外です。 
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 まず、破産手続開始決定に伴う清算事業年度の申告において、消費税の還付

申告を行っており、国税当局による税務調査を受け、現在継続中です。 

 また、安愚楽牧場については、税理士法人等に税法解釈について意見聴取の

上、管財人団としても、これまでの安愚楽牧場における税務処理を前提とする

限り、破産に伴うオーナーの債権届出は、税務上は、オーナー牛の買戻請求と

それに伴う仮払消費税の発生と解釈することが可能であることから、今回のオ

ーナーの債権届出分に対応する消費税の還付が可能との見解に基づき消費税還

付のための更正請求を行う予定です。 

 

１３ 役員に対する損害賠償責任追求はしないのか。 

  

 現在、警察の捜査も行われており、その推移をみつつ、調査中ですが、原則

としては、三ヶ尻久美子氏、三ヶ尻勲氏、増淵進氏については、破産手続が開

始されており、各破産手続で破産債権届出を行い、回収を図りたいと存じます。 

 

１４ 東電に対する賠償請求はどうなっているのか。 

 

 東電に対する賠償請求は、肉牛の出荷牛または出荷停止牛について、想定さ

れた売却価格との差額分を、ＪＡの基準に準じて原子力損害賠償紛争解決セン

ターを利用して請求しています。ＪＡの基準とは、東電の原発事故に起因する

損害を請求する方法として各地のＪＡがとりまとめたものであり、安愚楽牧場

にとってもＪＡ基準の採用が有利であり、他の事業者との公平も図れると判断

しました。 

 これに加えて、民事再生手続廃止後に、緊急に生体での肥育牛及び繁殖牛の

売却が必要となった点を含め、原発事故と因果関係が法的に認められる可能性

があるものについては請求を拡張していく予定ですが、東電の対応は現時点で

は不明のため、請求の見通しについては述べることができません。 

 

１５ 国家賠償請求はしないのか。 

 

国家賠償法第 1条第 1項は「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、

その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたと
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きは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。」と規定しています。 

この場合、仮に国の規制が不十分であったために安愚楽牧場によるオーナーの

勧誘が続いたとしても、それによって「損害」を被ったと言えるのはオーナー

であって安愚楽牧場には損害が認められないのではないかという問題がありま

す。 

また、国の規制のあり方について、公務員の故意又は過失を立証するだけの

資料が現時点では発見されておらず、立証上の問題もあります。 

したがって、国家賠償請求は非常に困難であると考えておりますが、引き続

き、上記問題点の検討をしてまいります。 

 

１６ 破産手続の今後の予定はどうなっているのか。終結時期はいつか。 

 

現在安愚楽牧場に残っている資産として、未収入金の一部、有形固定資産、

出資金、貸付金等があり、換価困難なものも多数含まれますが、こちらについ

ても可能な限り回収を図りたいと存じます。回収金額については、現在交渉中

または処分先の探索中であり、具体的には確定しておりません。財産目録にあ

る評価額についても、あくまで開始決定日現在の評価です。また、終結時期に

ついては、管財人も破産手続の早期終結を希望しますが、一方で、東電への損

害賠償請求、消費税の還付請求の手続に一定の時間を要することが予想され、

また、債権者の方から国家賠償請求の可能性についても検討せよとのご要望も

頂いており、現時点では終結時期を明確にすることは困難です。 

 

１７ 配当率はどうなっているのか。 

 

 債権者集会資料添付の収支計算書によると、平成 24 年 4 月 30 日時点の破産

財団の残高は約 23億円となっておりますが、これから控除する必要のある費用

（管財人報酬や印紙などの手続費用）があるため、平成 24 年 4 月 30 日時点の

財団がすべて配当の対象となるのではない一方、今後の財団の増殖（保有不動

産の売却、東電に対する賠償請求等）の可能性もあります。 

また、届出債権額についても、現時点では債権認否を留保していることから、

最終的に配当率算定の分母となる債権額も確定していません。 

 したがって、現時点で配当率の見通しを述べることは困難であることを御理

解ください。 



 8 

 

第４ その他 

 

１８ 業者から、オーナーの債権を一定の金額で買い取る旨の申し出があるが、

管財人が関係しているのか。 

 

 ある業者から、オーナーに対し、債権を 2 割乃至 4 割の金額で買い取る、債

権が時効になってなくなるから、早めに処分した方がよいなどの連絡がなされ

ている事例が多発しています。 

 裁判所や管財人がこれらの業者に対し、債権の買い取りを依頼したという事

実は一切ありません。また、債権届出をした債権者については、債権が直ちに

時効により消滅するということもありません。今後、配当が可能になった時に

は、管財人から各債権者にその旨お知らせしますので、管財人からの連絡をお

待ちください。 

 本件のような大規模な消費者事件では、上記申し出その他甘い誘いによる、

いわゆる二次被害が多発しますので、くれぐれもそのような誘いに乗らないよ

うご留意ください。何か疑わしい連絡があったときは、破産管財人のコールセ

ンターにご相談ください。 

（コールセンター 電話番号：０１２０－１３０－５６０） 

 

以 上 


