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6/23 地盤ネットHD 経理部長 売上金着服 3ヶ月 500

経理部長は2015年2月から4月にかけて、売掛金の回収代金と
して顧客より預かった小切手を、本人名義の銀行口座に入金
するなど501万2000円を着服し、主に遊興費として使用してい
た。発覚を免れるために決算作業を遅らせ、不正操作するな
どしたため、3月期決算短信の発表が当初の予定よりも遅れ
た。

-

6/22
足立貨物運送
事業協同組合

経理担当
派遣社員

預金着服 半年 2,000

上司の承認を得ずに振り込み業務ができる制度を悪用し、自
身の銀行口座に会社の金を振り込んでいた。
インターネットバンキングを利用して、組合の預金口座から自
身の預金口座に計約２千万円を振り込み、着服した。

組合内の会計監査

6/22
神奈川県相模原市
福祉部南生活支援課

ケースワー
カー

生活保護費
着服

8ヶ月 266

男性職員は去年7月から8カ月ほどの間、担当していた生活保
護受給者17人が引っ越しをするように装い、転居費用など合
わせて266万円を着服した。
男性職員は17人と同じ名字の印鑑を購入し、受領書を偽造し
て市に提出していた。

-

6/19 生野郵便局 局員 現金横領 9ヶ月 1,200

金庫にあった現金１２００万円を横領した。
金庫から１６回にわたり１００万円前後を取り出していた。社内
調査の結果、容疑者が現金を持ち出して架空の数字を書類に
記入していたことが分かった。

昨年度４〜９月期の決算
検査で、金庫内の現金と
書類上の数字が合わな
いことが判明。

6/19
北九州市小倉北区
の事業会社

経理担当
アルバイト

現金着服 6ヶ月 370

アルバイト男は同区内にある法人の経理担当社員として、
現金の保管などを担当していたが、昨年３月から８月までの間
に、現金合計約３７０万円を着服、横領した。

-

6/19 秋田県男鹿市 男性税務課長 税金着服 6年 1,500

課長は今年３月と５月、市内の同じ滞納者宅を訪れ、１３〜１５
年度の固定資産税と国民健康保険税など合わせて１９万３８０
０円を受け取り、領収書を発行した。市への入金は確認されて
いない。訪問先で未納分の税を支払った市民に正規でない領
収書を渡したほか「後で送る」と言って発行しないこともあっ
た。

納付者らの指摘を受けて
市が課長に事情を聴い
たところ、入金しなかった
ことを認めた。

6/18
陸上自衛隊
高等工科学校

３０代
男性２等陸曹

部費横領 2年 700
陸曹は約２年間にわたり、卓球部員から部費として集めた現
金約７００万円を横領した疑いがある。

-

6/18
熊本県あさぎり町
上村土地改良区

30代男性職員 交付金着服 10年 1,400
元職員は１０年以上前から１人で会計などを担当。昨年３月か
ら今年４月にかけて計６１回、口座から現金を引き出した。

あさぎり町が４月に交付
金の収支を審査していた
ところ、発覚した
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6/17 ＪＡ倉敷かさや ＪＡ臨時職員 売上金横領 3年 815

経理担当だった平成２１年４月～２４年６月の間、計１５回にわ
たり、岡山県浅口市の男性ら９人から集金したトラクターなど
の農機具販売代金計約８１５万円を横領した疑い。

-

6/17 東葉高速鉄道
北習志野駅

勤務の
男性駅員

定期券
不正払戻し

4年 250

破損などが原因で乗客から回収した定期券の名義や、
経路を駅事務室の機械で書き換え、
払い戻し処理をして現金を着服していた。

各駅から届く書類を
チェックする担当者が、
男性駅員が定期券の払
い戻し処理をする件数が
多いと不審に感じて、発
覚した。

6/17 愛知銀行蒲郡支店 次長
顧客預金
引き出し

- 4,955
払戻請求書を偽造して現金を引き出し、飲食に使っていた。 -

6/16
愛知県漁業協同組合
連合会

会長など 手数料着服 2年 254

小中山など地元３漁協でつくる渥美七ケ浜連合会が漁師から
徴収したアサリ漁の手数料のうち、２０１１年６月に約１２８万
円、１２年６月に約１２６万円をそれぞれ着服した。

-

6/16 新潟県佐渡漁協
金融関係
窓口担当

顧客預金着服 4年 1,400

職員は金融関係の窓口を担当し、２０１１年９月から今年５月
までに、顧客の定期預金を五つ解約し、別の顧客の普通預金
を１０回にわたって引き出すなどして着服した。

知らないうちに貯金が
減っていると顧客から同
支所に問い合わせがあ
り発覚した。

6/15

医療法人社団「優心」
岡田整形外科クリ
ニック

（群馬県中之条町
伊勢町）

事務員 法人預金着服 4年 8,000

平成２３年３月から４月にかけて、事務長として勤務していた
「岡田整形外科クリニック」の預金口座から、自分の口座に現
金計２００万円を送金して横領した。

決算書で優心の理事長に貸し付けたように装うなどし、
着服を繰り返していたとみられる。

病院の理事長が経理を
確認したところ、不審な
点があったため、容疑者
を追及したところ犯行を
認めた。

6/14
諏訪東部漁業
協同組合

会計担当理事 売上金着服 6年 900

漁協がニジマスなどを販売した代金が、帳簿上で処理されて
いないなどの不明瞭な会計処理を確認した。
魚の販売代金の集金管理はすべて前組合長が引き受けてお
り、組合長による着服と結論づけた。

-
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6/13 相双五城信用組合 業務課長代理
顧客預金着服

不正融資
12年 6,800

顧客の定期積金を着服していたほか、組合員の名前を許可な
く使って融資を受けるなどして約6800万円を横領。

融資では組合員の許可なく口座をつくり、融資に関する書類も
自ら書いて処理。融資の総額は1億4982万円で、着服した定
期積金の穴埋めをしていたという。

定期積金は組合員19人と企業1社、融資は組合員13人と企業
1社の名前を使っていた。

組合員から問い合わせ
があり、発覚

6/13 サッポロビール
営業企画部
グループ
リーダー

販売促進用
ギフトカード着服

6年 12,800

２０１２年６月～１３年１月、販促用として経費で購入した商品
券２万枚（計２０００万円分）を７回にわたって金券ショップで換
金し、２０００万円近くの現金を着服した疑い。

ビールグラスやおつまみなど、販売促進のために使われる景
品代と偽り経費を請求した。実際には業者から商品券を購入
し、販売促進業務には使わず金券ショップで換金を繰り返して
いた。

同様の手口で平成１８年１２月から２５年１月まで６年余りの間
に１億３千万円以上を着服していた疑いが持たれている。

税務調査で不正発覚

6/12
奈良県内の
コンビニエンスストア

店長 売上金着服 3日 380

店長として売上金の集計や保管などを担当していた大和郡山
市内のコンビニで、３日分の売上金計約３８０万円を着服。

この期間の売上金が指
定口座に送金されていな
かったことから発覚

6/12 ハナ信用組合 川崎支店長 顧客預金着服 5年 3,000

川崎支店長として勤務していた平成２３年７月と２５年１０月、
いずれも同市内に住む７０代の顧客女性２人に、
「書類の不備があったので印鑑がほしい」などと嘘をつき、
承諾を得ずに、定期預金を解約するのに必要な
中途解約申込書と払戻書などを勝手に作成。

定期預金を解約し、２人の口座から現金計約３千万円をだまし
取ったとしている。

-
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6/12 鶴岡市体育協会
経理担当
女性職員

預金着服 10年 1,108

元職員は１２の口座（通帳）や印鑑を一人で管理しており、約１
０年にわたって着服を繰り返していたという。

元職員は、１２の口座のうち、協会の定期預金「体育協会基
金」と、市民や企業などからの寄付を積み立てた普通預金「市
スポーツ強化後援会」の二つから、それぞれ現金約５５０万円
を引き出して着服したという。今年３月に基金の定期預金３００
万円を解約して引き出すなどした。

市体協の稲泉真彦会長は「会計管理がずさんだったと言われ
ても仕方ない。監査は毎年していたが、完全ではなかった」と
釈明する。監事２人による監査も「通帳をすべてチェックしてい
なかった」「監事の時間が取れず、短時間で終了することが多
かった」ほか、口座残高の照合を長年怠るなど不十分さを認め
ている。

-

6/11 建築設計会社 総務部長 預金着服 9ヶ月 1,600

去年１月から９月頃まで６０回以上にわたって会社名義の預金
口座からあわせておよそ１６００万円を不正に引き出し、着服し
た。

-

6/11 神奈川県藤沢市
スポーツ推進

課
男性主任

利用料着服 - 207

市営グラウンドや市立小中学校の運動場の一般開放で市民ら
が事前に払う利用料は、使用できなかった場合、返却すること
になっているが、職員はこの仕組みを悪用。
架空の団体に払い戻したように装う領収書を作るなどして金額
を上乗せし、差額分を着服していた。他にも、銀行に振り込む
べき現金を使い込むなどしていた。

今年に入って会計処理
が遅れ,市の内部調査で
判明

6/10 積水ハウス 店長 売上金着服 3ヶ月 1,100

浜松市内にある戸建て注文住宅の営業拠点で店長を務めて
いた２０１１年１１月上旬、建築工事を依頼した顧客から集金し
た現金約１１００万円を着服し、横領した疑い。

会社員は、顧客からの代金を現金で受け取り、規則で禁止さ
れた市販の領収書を顧客に手渡していたという。

社内調査

6/10 岩手県内小学校 女性事務主任 PTA会費着服 4年 77

紫波町の小学校で会計担当をしていた２０１１年４月以降、ＰＴ
Ａ会費や児童らの資源回収の収益を記した通帳を改ざんする
などしていた。

４月に異動した際、会計
書類の引き継ぎで不正
が発覚。

6/9
兵庫県伊丹市
運送会社

経理担当 給与水増し 15年 60,000

経理担当だった２４年８月～２５年１月、同社が社員に支給す
る給与を実際より水増しして会社に請求し、差額の計１０３６万
円を横領したとしている。
余罪追及の結果、総額6億にのぼる。

社外の税理士の指摘で
不正経理が発覚
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6/4
うみてらす名立
（レストラン）

サービス課
社員

売上金着服 1年 118

サービス課の男性社員は２０１３年１１月から昨年１０月まで、
団体客の利用でレジを通さずに手書きの領収書を発行した
際、受け取った現金を売り上げに入れずに着服していた。
計５８回にわたり、総額１１８万１６３９円を着服していた

同僚が目撃し発覚

6/2
第１１回
天草大陶磁器展

実行委事務局
30代男性主査

売上金着服 - 111

市は通帳や印鑑を管理していたのが男性主査１人だったこと
から、１４年５〜１１月に事務局の口座から引き出された使途
不明金約１１１万円は男性が横領したと判断した。

１４年度決算のため１５
年３月、別の職員が収支
を調べると領収証のない
使途不明金が発覚。

6/2
精密機械製作会社
「日章機械」

経理担当 小切手横領 4年 5,400

同社勤務中、１人で経理業務を担当しており、２０１０～１３年
に計約７５００万円を着服したとみられる。

豊島区の銀行で小切手１９枚（額面計約３億円）を同社名義の
口座に送金するため保管した際、このうちの計約５４００万円を
同容疑者名義の預金口座に入金し、着服した疑い。

社長が不正に気付く。

6/1 宮崎銀行 男性行員
顧客預金
引き出し

6年 15,000

元行員は平成２１年１０月～今年５月、宮崎県延岡市と都城市
の営業部で投資信託や保険などの販売を担当。顧客２人の口
座から保険などの解約金を計１１回にわたり不正に引き出した
疑い

-

6/1 日本医科学総合学院
理事　兼
事務局長

不動産無断売却
小切手横領

- 1,400

学院が所有していた土地と建物を勝手に売却して、1,400万円
分の小切手を着服した。

同法人の口座管理や経理事務の責任者だった２０１３年６月
中旬ごろ、同法人が大阪府内に所有していた不動産の売却代
金の一部として保管していた小切手（額面１４００万円）を換金
し、自分の口座に入金して横領。

-

5/30
水道料金徴収業務
受託民間企業
「ジェネッツ」

東金営業所
業務主任

上下水道料金
横領

6年 500

2009年7月～今年5月、大網白里市内の住宅10世帯が転居し
たように偽装した。コンピューターを不正に処理するなどの手
口で、通常料金より少ない水道料金と下水道使用料の一部を
集金し横領していたという。
水道メーターを壊すなど隠蔽（いんぺい）も図っていた。

市が同社に依頼した下
水道の接続状況に関す
る調査を機に分かった。
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5/28 函館市 新湊町会 会長
使用料収入
管理費収入

着服
17年 2,470

使途不明になっているのは、同町会が近隣町会と共同管理す
る砕石場の使用料収入計約１８３０万円と、墓地管理費計約６
４０万円を着服した。

１７年間ほど会長を務めた前会長が単独で管理してきたとい
い、最近６年間は総会も開かれないことを不審に思った町会
関係者が今月、資金の確認を求めたところ、前会長は特別会
計を管理する通帳を開示しなかったという。

-

5/28
北越紀州製紙
子会社
「北越トレイディング」

総務部長 小切手不正振出 15年 240,000

不正に小切手を振り出して計約２４億円を着服。
総務部長は不正な会計処理で着服を隠蔽していた。

１１年３月に北越紀州製紙から出向。着服金は競馬やパチン
コといったギャンブル、飲食、株取引、複数の愛人との遊興費
などに使っていたという

総務部長の勤務態度は芳しくなかったが、親会社からの出向
者ということに対する遠慮などから、ほかの社員は諦めや無視
といった対応になっていたという

-

5/27 三菱東京ＵＦＪ銀行
横浜支店長

代理
顧客預金
引き出し

13年 11,000

１１年４月〜１３年５月、社債や国債の購入を勧めた顧客４人
から預金通帳を預かり、６回にわたり現金計約１８７０万円を引
き出して着服した。
追跡調査の結果、２００２年以降に顧客約３０人から預かった１
億１０００万円以上を横領したことが発覚した。

購入したはずの社債が
ないことに気づいた顧客
が同行に問い合わせて
発覚した。

5/26
ＮＰＯ法人
鶴岡市体育協会

経理担当
女性職員

預金着服 20年 1,100

女性職員は1994年の採用以降、会計事務を担当し、市体協と
市スポーツ強化後援会の通帳計12通と印鑑を管理していた。
市体協が現在把握している昨年度分では、5回に分けて口座
から20～90万円を引き出していたとみられる。

女性職員は20年以上にわたって鶴岡市体育協会に勤務し、会
計を一手に引き受けていた。市体協の運営には欠かせない存
在で、誰もが頼りにしていたという。

会計監査で、通帳の残
高と決算額が合わなかっ
たことから発覚

5/26
国立米子工業
高等専門学校

40代事務職員 運営費着服 2年 670

男性職員は平成２５年４月からことし３月にかけて、保護者か
ら集めた学校の管理運営費約４４０万円と、教職員から集めた
親睦会費約２３０万円のあわせて６７０万円あまりを着服。
男性職員は、１人で口座の通帳を管理していた。

男性職員が別の職員に
相談したことから発覚
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5/25 嬬恋村農業協同組合 40代男性職員 架空発注 5年 2,570

職員は平成２２年３月から今年５月までの間、野菜など農産物
の販売清算で架空の伝票を起票し、担当者が不在の際に印
鑑を無断使用して、家族名義のＪＡ普通貯金口座に８９回も入
金していた。

２月決算で勘定残高にず
れがあり、伝票を調べた
ところ、委託農家ではな
い職員の家族名義への
振り込みがあったことか
ら犯行が発覚した。

5/25
設計コンサルタント
会社

代表 現金着服 - 1,000

コンサルタント会社の口座から、現金３０万円を横領した疑い。
２５年５月に退社したが、同時期に会社の役員が「口座に使途
不明金がある」と佐賀署に相談していた。

-

5/23 那覇県税事務所 女性職員 架空経費支出 1年 240

切手購入代や出張費などの名目で架空の支出調書を作成し、
２０１４年度中に約４８０万を着服していた

４月に異動した女性職員
の後任の職員が１４年度
の支出の記録となる書類
の不足に気づき、上司に
報告

5/21
ステンレス鋼材会社
（埼玉県）

在庫管理・
販売業務統括

現金横領 3年 2,000
平成２３年７月～２６年１月ごろ、計５４回にわたり、社内などで
保管されていた計約２０００万円を横領したとしている。

-

5/20
社会福祉法人
「安房広域福祉会」

会計事務職員
女性

施設利用料
ショップ売上着

服
7年 1,070

女性は２００８年４月～１５年３月に、同会が運営する指定障害
者支援施設「中里ワークホーム」（館山市）の入所者２２人の利
用料約９４０万円、施設利用者が勤務する施設で製作した物
品を販売する「ふれあいショップ平砂浦」（同）と就労支援施設
「和麺家中里」（同）の売上金約１３０万円を持ち出した。

女性は０７年１２月から、同会の会計全てを１人で担っていた。
統括施設長が毎月確認していたものの、収入に関しては全体
の数字を見るのみで、詳細な照合は行っていなかった。

　同会は県から障害者支援施設に指定されており、１３年度は
約５億３８００万円の介護給付費を受けている。１２年５月に
は、支援員の男性が入所者の預金から現金約１２８万円を横
領していたことも発覚している。

統括施設長が昨年１２月
に「ふれあいショップ平砂
浦」の売上が計上されて
いない日を見つけ、発覚
した。


