先物取引関連不祥事(2011.3～2011.9)
全データ(49件)
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内容
関東財務局が、ばんせい山丸証券（東京）に対し、社債の募集で法令違反があったとして1カ月間有
価証券の募集などに関する業務停止命令。
2008年2月から10年7月にかけて手掛けた社債の勧誘・販売で、必要な届け出をしなかった。実態と
して財務局への届け出が必要な50人以上の投資家に社債の募集をしていたにもかかわらず、少数
への勧誘に見せかけていた。誤解を招く可能性が高い内容の説明書を顧客に示したケースも。
タイ・バンコクで２００８年８月、山県市出身の男性＝当時（３３）＝が殺害された事件で、強盗殺人罪
などに問われている住所不定、無職（３２）の裁判員裁判の初公判。
冒頭陳述で、検察側は被告の事業の売り上げが減ったことや外国為替証拠金取引（ＦＸ）の失敗で
財産を失ったため、被害者の財産に目を付けて犯行に及んだと指摘。
愛知県知立市の運送会社「刈谷配送」を舞台にした脱税事件で、法人税法違反罪で起訴された名
古屋国税局ＯＢの税理士（５０）が、豊田税務署に勤務していた2006年秋、税務調査先の「日本介護
サービス」（同県豊田市）から資金運用の名目で二千万円を預かっていたことが明らかに。
税務職員当時、日本介護サービスに「国が運用していて利回りが高いものがある」と投資話を持ち
掛けた。税理士登録した後も「安く軽油が入る」「Ｍ＆Ａ（企業の合併・買収）のファンドに投資しないか
」などと言って運用資金を募った。総額二億円弱との見方も。税務職員時代から遊興費絡みの借金を
抱え、ＦＸなどの投資も幅広く手掛けていた。「（〇八年の）リーマンショックによる株暴落の穴埋めで
金が必要だった」という趣旨の説明をしているという。
ＦＸで運用益を出すとしていた投資ファンドから出資金を返してもらえないとして、出資者３９人がファ

ンドの代理店となった２社とその役員らに対し総額約３億３千万円の損害賠償を求める集団訴訟を東
京地裁に提起。代理店はいずれも都内の株式会社「Ｔ+E2ｒｕｔｈ Ｃｏｍｐａｎｙ」と「エイ」。
広島市西区のリフォーム会社「中国技建」と同社社長（４７）を脱税在宅起訴。２００６～０９年、総額
2011/3/11 読売新聞 広島
約５３４０万円の法人税を免れた。脱税金額は先物取引などに充てた。
神奈川県警の元警視（５５）が運営に関与した有限会社「神（しん）世界」（山梨県甲斐市）グループ
による霊感商法事件で、グループ傘下のヒーリングサロンに通っていた客から６５０万円をだまし取っ
たとして、サロン運営会社「Ｅ２（イースクエア）」（閉鎖）の元社長（４７）ら女４人を詐欺容疑で逮捕。
2011/3/11 毎日新聞 神奈川 被害者の５０代男性は、ヒーリングサロンに通い始めた当時、先物取引で数千万円の損失を抱え「
わらにもすがる思いだった」。「モデルのような女性ばかり」のスタッフに囲まれ、当初３０００円だった
ヒーリング料が姓名鑑定料などの名目で数十万円になり、気がつけば１年間で約１００万円を払って
いた。「徐々に金銭感覚がおかしくなっていた」という。
虚偽の説明で勧められた未公開株の購入で損害を受けたとして、長野、岐阜、京都など７府県
の投資家らが経営コンサルタント「人間と産業開発研究所」（大阪市）などに計約５億３千万円の損害
2011/3/24 共同通信
賠償を求めた訴訟で、名古屋地裁が同社と社長に計約４億７千万円の支払いを命じる判決。
上場の可能性がほとんどない未公開株について、上場後に確実に利益が上がるなどと会社経営者
や主婦らに勧誘、販売。いずれも上場しなかった。
私立夙川学院高（兵庫県西宮市）を運営する学校法人「夙川学院」が昨年夏、同校同窓会名義の
定期預金約１億６０００万円を無断解約し、全額を教職員の給与などに流用していたことが判明。
2011/3/24 読売新聞 兵庫
同学院は２００８年以降、先物取引などで数十億円の損失を出し、資金繰りが悪化。このため、昨年
６、７月の２回、約１億６８００万円あった同窓会の定期預金を学院側の口座に移し、教職員ら約２００
人分の給料や賞与の支払いなどに充てたという。
福岡市早良区の女性（７７）が架空の社債購入を持ち掛けられ、計２７００万円をだまし取られたと発
2011/3/26 読売新聞 福岡
表した。高額詐欺事件として捜査している。
運用実態が不透明な金への投資話で被害を受けたとして、愛知、三重両県の男女十四人が十四
2011/4/14 中日新聞 愛知
日、名古屋市中区の投資会社「よつば総研」と代表者ら七人を相手に、計約一億五千万円の損害賠
償を求める訴えを名古屋地裁に提起。営業停止前に駆け込みで資金を集めた可能性。
東京・中央区の投資顧問会社「サンラ・ワールド」が海外の未公開株について、「上場すれば株価が
NHKニュ
何十倍にもあがる」とうたい、国に無登録のまま投資を募っていた疑いが強まったとして、警視庁が、
2011/4/21
東京
ース
会社と時事評論家の元社長ら２人を金融商品取引法違反の疑いで書類送検。
様々な名目で全国からあわせておよそ２５０億円を集めていた。
上場すれば必ず儲かるとうその電話で信用させ、経営実体の無い会社の社債の購入代金として７５
歳の女性から５０万円をだまし取ったとして、東京・文京区の無職（２４）ら男４人を逮捕。１５０人から３
億６０００万円をだまし取ったとみている。
NHKニュ
2011/4/26
東京
経営実体のない資源開発会社について社債の購入を勧める電話をかけ、「中国の内モンゴルに関
ース
連会社を作ってレアアースの開発を進めている」「月末には上場するので必ず儲かる」などとうそを言
って信用させた。過去に振り込め詐欺などの被害にあった人のリストを使って電話をかけ、実体の無
い会社、１０社以上の社債を売りつけていた。
広島国税局が、岡山県内の税務署に勤める男性職員（２４）が、勤務中に携帯電話で株取引をした
上、インターネットで電子申告できる「ｅ－Ｔａｘ（イータックス）」を悪用し、架空の所得税還付金計約５
万２０００円を不正に受け取ったとして、停職６か月の懲戒処分。
2011/4/28 読売新聞 大阪
トイレなどで携帯電話を使い、１７４回にわたり株取引やＦＸ取引をした。さらに０７年分から３度の所
得税申告で、加入していない生命保険料を支払ったようにうその申告をするなどして、不正に還付金
を受け取った。「株の損失を穴埋めするためだった」と釈明。
無登録でファンド商品を販売運用したとして、証券取引等監視委員会が「ジャパンリアライズ」（札幌
市）に対し、取引の禁止命令を出すよう札幌地裁に申し立て。金融商品取引法違反と判断した。
2011/4/29 朝日新聞 北海道 北海道財務局に登録しないまま、少なくとも２００９年８月末以降、一般投資家を５０人以上集めるフ
ァンドを運用していた。
電話勧誘などで道内の約１４０人から約６億円を集め、ＦＸで運用。しかし、運用益が十分に出ない
ため、新たに集めた出資金で年利８～１０％の配当を続け、一部は役員報酬にも充てていた。
山形地検が、山形市鈴川町、無職（３５）を業務上横領の罪で山形地裁に起訴。
2011/4/29 読売新聞 山形
着服した金をＦＸ取引などに費やしていた。
埼玉投資被害対策弁護団が、県内や東京都内の６４業者を詐欺や金融商品取引法違反容疑で、
2011/4/29 読売新聞 埼玉
県警に告発状を提出。把握されているだけで県内を中心に６６人、被害総額は約６億４０００万円。
未公開株や社債などの購入を勧め、十三都道県の七十六人から計約十一億円をだまし取ったなど
2011/5/17 中日新聞 東京
として、東京の三弁護士会に所属する弁護士三十三人が、詐欺容疑などで、株などを販売・発行した
百八十七の個人と法人の告発状を警視庁に提出。
神奈川署が、詐欺容疑で、東京都西東京市南町六、元ＦＸ会社員（５１）を逮捕。
2011/5/17 中日新聞 神奈川 かつて顧客だった横浜市神奈川区の女性（５８）に「別の顧客へ支払う資金を一時的に貸してほしい
」とうそを言い、同月下旬ごろ二回にわたり計七百万円をだまし取った。
未公開株などの購入で詐欺被害を受けたとして、京都府内の年金生活者ら７人が、勧誘業者など
関東の８会社・団体を相手取り、計３６７５万円の損害賠償を求めて京都地裁に提訴。金融商品を巡
2011/5/31 読売新聞 京都
るトラブルが相次ぐ中、府が呼びかけて弁護団を作るなどしており、未公開株などに関する行政主導
の集団提訴は全国初という。
顧客から生命保険の保険料をだまし取ったとして、愛知県警中署が、マスミューチュアル生命保険
（東京都江東区）の元社員（５４）を詐欺容疑で逮捕。東海３県の顧客１１人から０１年以降計約２億１
2011/6/1 毎日新聞 愛知
０００万円の保険料をだまし取ったとみて、裏付けを進めている。「先物取引の資金や遊興費に約１億
５０００万円使った」などと容疑を認めている。
２００７年にあった未公開株詐欺事件の被害者を狙い、「損失を取り戻す」と持ちかけて金をだまし
取ったとして、東京都の男２人（６９）（５１）を逮捕。何らかの方法で入手した被害者リストを基に接触
を繰り返しており、被害は約３０人、計約３００万円にのぼるという。
2011/6/3 朝日新聞 岡山
架空の会社名で倉敷市の男性（７９）宅に電話し、「手付金を払えば、未公開株への投資資金を回
収する」と偽り、容疑者名義の口座に１３万６千円を振り込ませた。
この２人の詐欺被害に遭ったとみられる人は、いずれも、投資顧問会社「ワールドインベストメント」
による未公開株詐欺事件の被害者だった。
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無登録でＦＸ取引への出資を募ったとして、高松地検特別刑事部が、投資会社「ファンドシステム・イ
ンコーポレイテッド」（東京都）の元社長（４９）、元経理担当社員（４２）の両容疑者を金融商品取引法
違反（無登録営業）容疑で逮捕。全国の約１０００人から２００億円以上を集めたとみられる。
同社はセミナーなどで、入会金５０万円、最低預け金３００万円で出資を募集。香川県内の女性は０
７年夏、計５３０万円を振り込み、約２年後に返還を求めたところ、同社は分割返済を約束したが、支
払いはなく、１０年２月頃から、容疑者と連絡が取れなくなったという。
実体のない会社建設関連会社「アジアビジネスコンソーシアム」（東京都渋谷区）が中国で新たに事
業展開をすると偽り、その社債購入費名目で金をだまし取ったとされる事件で、警視庁が、無職（２７）
ら３人を詐欺容疑で逮捕。詐欺グループが同様の手口で昨年８月～１０月、約１３０人から計約２億円
を詐取していたとみて調べている。
２００７年までの２年間に所得税の一部を申告せず、約５千万円を脱税したとして、所得税法違反の
罪に問われた美容室経営（６９）＝袋井市＝の初公判。
ベトナム未公開株などへの出資を勧誘した投資会社の詐欺事件に絡み、「マルチまがい商法」で得
た紹介料など約１億４千万円を隠し、虚偽の所得税確定申告書を提出した。
「ロコ・ロンドン取引」と呼ばれる金の保証金取引をめぐり、「ＪＣインターナショナル」（大阪市北区）の
実質的な経営者ら七人が詐欺容疑で逮捕。手口は（１）電話帳などを使ってランダムに電話をかけて
金取引への興味を調べる（２）感触があった客に後で大手金融機関を名乗って金取引がもうかること
を説明する（３）後日再び、自社の社員を名乗って電話する（４）相手が興味を示せば、訪問の予約を
入れ、後日自宅に訪問する－というもの。
大分県警が、未公開株をめぐる架空の投資話で現金をだまし取ったとして、詐欺の疑いで東京都文
京区小石川１丁目、無職（６４）ら２人を逮捕。昨年６月ごろから今年１月ごろにかけ、９道県の数十人
から計千数百万円をだまし取った疑い。
大阪国税局が、２０１０年度に近畿２府４県の法人や個人を査察（強制調査）した結果を発表。脱税
総額は約４４億円。株式譲渡や商品先物取引で得た所得を隠したケースが目立った。
成年後見人だった愛知県弁護士会所属の弁護士による横領事件で、業務上横領容疑などで逮捕
された容疑者（３５）が、横領した金をギャンブルや、少ない元手で高額の外貨が売買できる外国為替
証拠金取引（ＦＸ）の損失の穴埋めに使っていたことも関係者の話で分かった。
旧那珂湊市の元市長と妻ひたちなか市議が代表取締役を務める二つの会社「日本通信放送」（ひ
たちなか市）と、「エコワ」（東京都台東区）が、関連会社への不透明な融資や放漫経営で会社に損害
を与えたとして、株主が近く深川夫妻らを相手に弁済を求める株主代表訴訟を起こす。
全国約３３０人の両社の株主が東京都内で「被害者の会」を立ち上げた。
日本通信放送は社長だった深川氏の経営の下、早期の株式上場をうたい文句に、１０年ほど前か
ら未公開株の買い手を募った。また、エコワでも社長だった元市長の下、同様に出資者を募ったが、
日本通信放送や関連会社への不必要な貸し付けなどで約７億円の損害を会社に与えたと同会は主
張。両社とも上場はしていない。全国の投資家から集めた金額は両社で約４０億円という。
弁護士を装って先物取引で損失を受けた７０代の女性から金をだまし取ろうとしたとして大阪府警池

ファンドシステ
先物業者の犯
投資詐欺 ム・インコーポレ
罪・不祥事
イテッド
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2011/6/7 読売新聞 香川

508

2011/6/10 朝日新聞 東京

509

2011/6/10 朝日新聞 静岡

510

2011/6/10 中日新聞 滋賀

511

2011/6/13 共同通信 大分

512

2011/6/16 共同通信

513

2011/6/18 中日新聞 愛知

514

2011/6/20 朝日新聞 茨城

515

田署が、詐欺未遂の疑いで神戸市東灘区向洋町中３丁目、無職（３０）を逮捕。
その他
池田市の女性に「被害救済の呼び掛けをしている。裁判をすればお金が戻ってくる」と弁護士を装っ
て電話をかけ、一時金名目で現金１５０万円をだまし取ろうとした疑い。
顧客の定期貯金５００万円を着服したとして、長野県警松本署が、松本市の松本南郵便局元主任 先物被害者の
2011/7/14 朝日新聞 長野
（２９）を業務上横領容疑で逮捕。総額１億数千万円が不明になっている。
犯罪・不祥事
容疑者は「先物取引などに使った」と供述しているという。
高知県警生活安全企画課が、県内の７０歳代以上の男女５人が、未公開株や社債の購入費名目 先物業者の犯
2011/7/16 読売新聞 高知
で計約３５７０万円をだまし取られたと発表。振り込め詐欺の類似事件として捜査している。
罪・不祥事
小切手と現金合わせて約２億７千万円分を着服したとして、業務上横領罪に問われた郵便事業会 先物被害者の
2011/7/20 産経新聞 東京
社の元昭島支店課長代理（４５）に対し、東京地裁が、懲役５年６月（求刑懲役８年）の判決。
犯罪・不祥事
ＦＸや遊興費に使うため横領を繰り返したと指摘。
学校法人神奈川歯科大（横須賀市）をめぐる多額詐欺事件で、詐欺罪に問われた元総務担当理事
（７３）の初公判。
検察側は、資産運用先を決める学校法人の理事会に大きな影響力を持っていた被告が、投資先と 先物被害者の
2011/7/26 朝日新聞 神奈川 して受刑者（４６）のファンドを推薦し、かわりにリベートを得ていたと指摘。しかし受刑者は０８年９月
犯罪・不祥事
に法人から出資された１０億円を先物取引などで運用し、約１カ月で全額を失った。被告は受刑者ら
と共謀し、当時の法人理事長を「１０億円は一部損失がでて凍結されたが、追加出資を受ければ救出
できる」と説得。０８年１１月、法人から２億５千万円をだましとったと主張。
鳥取県警生活環境課と郡家署が、自称ホームページ作成代行業（３２）、会社員（５３）の両容疑者
を出資法違反（預かり金の禁止）容疑で逮捕。
先物業者の犯
2011/7/27 朝日新聞 鳥取
法定の除外を受けていないにもかかわらず、２００９年５～１１月、「ＦＸ取引（外国為替証拠金取引） 罪・不祥事
で、元本保証で５～１０％の配当を出す」と知人を通じて勧誘し、鳥取、島根、兵庫３県に住む４０～７
０代の男女１０人から計４６００万円を集めた疑い。
宮崎北署が、宮崎市吾妻町、自称先物取引会社顧問（４８）と、住居不定、無職（３３）の両容疑者を 先物業者の犯
2011/7/28 読売新聞 宮崎
賭博開帳図利容疑で逮捕。昨年８月上旬、一口１万円でプロ野球の勝敗を予想する賭博を行った疑 罪・不祥事
神奈川、埼玉両県警などが、外国為替証拠金取引（ＦＸ）で高配当が得られるとうそをつき、客から
約２千万円をだまし取ったとして、詐欺の疑いで東京都豊島区の会社社長（３９）と埼玉県狭山市の会
先物業者の犯
社員（４３）＝いずれも準詐欺罪で起訴＝ら男４人を逮捕した。
2011/8/17 共同通信 神奈川
４人はＦＸを扱う会社の同僚だったが、独立して投資組合などを開設。２００５年以降、９都県の約２０ 罪・不祥事
０人から計約７億５千万円の出資金を集めたとみられ、客の約８割が高齢者だった。集めた金は国分
容疑者が経営する飲食店の資金や給与に使われていたという。
「上場予定があり、社債を買えば、高く売れる」などと虚偽の会社情報を基に社債を買わされ、１００ 先物業者の犯
2011/8/24 毎日新聞 長野
０万円をだまし取られたとして、長野市の派遣社員の男性が、東京都の建築会社「日本資源」を詐欺 罪・不祥事
容疑で長野中央署に刑事告訴。
日刊商品
日本商品先物取引協会が綱紀委員会で、セントラル商事の室長を2カ月間、外務員職停止に決定。 先物業者の犯
2011/8/24
投資特報
同室長が、顧客から本人以外の名義で取引を受託したため。
罪・不祥事
警視庁田無署が、出資法（預かり金禁止）違反の疑いで、静岡県熱海市春日町、コンサルティング
会社社長（５５）ら２人を逮捕。
先物業者の犯
2011/8/25 共同通信 東京
２００７年５月～０８年１２月、ＦＸに投資するという名目で元本保証と高配当を約束し、東京都西東京 罪・不祥事
市の男性（５９）ら５人から計約１億円を集めた疑い。出資額に応じて年利８～１２％の配当金を支払う
と約束し、約５０人から総額２億円を集めた疑いがある。
金融庁が、無届けで社債を募集した投資会社「東亜エナジー」に約六千万円、粉飾決算などがあっ 先物業者の犯
2011/8/25 中日新聞
たバーコード機器メーカー「東研」に約三千百万円の課徴金納付命令をそれぞれ決定。
罪・不祥事
先物取引などを説明する高額の投資用教材の販売を巡るトラブルが、大学生らに増えていると国
2011/8/26 読売新聞
その他
民生活センターで注意呼びかけ。
宮城県警生活環境課が、投資会社「グローバルマネージメント」の仙台市内にある関係者の自宅な
先物業者の犯
ど１２か所を金融商品取引法違反（無登録営業）の疑いで家宅捜索。
2011/8/26 読売新聞 宮城
同社は２００９年９月に設立。国の登録を受けずに、県内の女性（４８）や山形県内の男性（８０）に、 罪・不祥事
原油や金などの先物取引への投資を募った疑い。
未公開株の売買を装って証券会社「キャピタル・パートナーズ証券」（東京）から４億円をだまし取っ
たとして、警視庁捜査２課が、詐欺の疑いで、同証券の元社員（４４）＝別の詐欺事件で収監中＝と会
先物業者の犯
社員（５１）＝東京都世田谷区＝を逮捕。
2011/9/7 共同通信 東京
逮捕容疑は２００４年１０月下旬、他人名義のコンピューター関連会社の未公開株を村田容疑者が 罪・不祥事
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2011/7/4 共同通信 大阪

2011/9/9 毎日新聞 福岡

2011/9/16

信濃毎日
長野
新聞

所有しているように装い、同証券に「転売すれば利益が得られる。すでに買い手が付いている」などと
偽って売買契約を結び、同証券から４億円を詐取した疑い。
スターホールディングス（福岡市）は８日、子会社のスター為替証券（東京）で８月２、３日に取引シス
テム障害が発生したため、顧客に取引手数料約３２００万円を払い戻すと発表。
スター為替証券は東京金融取引所のＦＸ（外国為替証拠金取引）「くりっく３６５」などを取り扱ってい
るが、商品が取引予約のため、８月１～５日の手数料全額を払い戻す。
上場する予定があるように偽って未公開株を売り付けられたとして、岡山市の５０代の夫婦が、上田
市の食品製造会社「ドーマー」と同社役員を相手に計１１００万円の損害賠償を求める訴訟を地裁上
田支部に起こした。
同社は株券を不特定多数の人に売却したことはないとし、「（同社の）株式を保有していた取引先の
都内の会社が資金繰りのために勝手に販売してしまった」と主張。これまでも株券を購入した複数人
から問い合わせがあったといい「こちら側も戸惑っている」としている。

先物業者の犯
社債
罪・不祥事

アジアビジネス
コンソーシアム

先物業者の犯 詐欺、脱
罪・不祥事
税

先物業者の犯 ロコ・ロン ＪＣインターナシ
罪・不祥事
ドン
ョナル

先物業者の犯
未公開株
罪・不祥事
先物被害者の
脱税
犯罪・不祥事
先物被害者の
着服
犯罪・不祥事

弁護士による着
服

先物業者の犯
日本通信放送、
未公開株
罪・不祥事
エコワ

詐欺

着服
未公開株
、社債
着服

詐欺

投資詐欺

賭博開帳
図利

投資詐欺

社債

行政処分 セントラル商事

投資詐欺

無届

無登録

未公開株

先物業者の犯 システム
罪・不祥事
障害

先物業者の犯
未公開株
罪・不祥事

532

2011/9/17 読売新聞 山形
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2011/9/21 読売新聞
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2011/9/21 読売新聞

上場予定のない大手ファスナーメーカー「ＹＫＫ」（東京都）の未公開株購入を持ちかけて現金をだま
し取ったとして、県警捜査２課と長井署が、名古屋市中村区十王町、無職（３０）を詐欺容疑で逮捕。
昨年１１～１２月、白鷹町の無職男性（８１）に、「（ＹＫＫ株を）１株８０万円で買わないか。２０１１年の
３月か４月には必ず上場する。１８０万円は堅い」とうそを言って３０株を売り付け、計２４００万円をだ
まし取った疑い。株は実勢価格で１株３０万円前後という。
二酸化炭素の排出量取引への投資をめぐり、トラブルが急増。仲介業者が「絶対に損はさせません
。環境のためにもなる」などとロンドンの排出量取引市場での売買を持ちかけており、高齢者を中心
に被害が出ている。国民生活センターによると、今年に入って苦情や相談は２００件以上に上る。同
センターは近く注意喚起する。
東日本大震災に便乗した消費者トラブルが後を絶たない。不安をあおったり、復興を支援しようとい
う善意につけ込んだりして商品を売りつけるなど、悪質な手口も目立つ。国民生活センターが、震災
を口実にした販売勧誘や、もうけ話にだまされないよう注意を呼びかけ。「被災地の復興を支援する
会社の株を買わないか」などとして、未公開株を売りつける手口も。

先物業者の犯
未公開株
罪・不祥事

先物業者の犯
投資詐欺
罪・不祥事

先物業者の犯
投資詐欺
罪・不祥事

