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１１月１９日突然の「逮捕」劇 



日本中が騒然となった 



日産・西川社長は直ちに記者会見 

 



金融商品取引法違反（有価証券報告
書の虚偽記載）の疑いで逮捕 



何故突然の二人だけの逮捕か？ 



最初の逮捕理由は・・・ 



更に続いた再逮捕 



有価証券報告書の虚偽記載？ 





１２月２１日地裁は拘留継続を否定 



だが検察は更に特別背任で再々逮捕 



事件は様相を一変した！！ 



金商法違反から特別背任へ 





特捜はゴーンに勝てるか？？ 



東京拘置所の拘留は長い 



これまでも長期拘留は数多い 



小刻みに再逮捕・拘留延長が 



日・仏の司法手続きの差異 



１月８日拘留理由開示請求 

ゴーンは全て無罪を主張 



 



更に新たな不正支出が出て来た 
中東の販売台数は３％以下 



非公開の収入１０億円も出て来た 



そもそも中近東は比重が低い 
2017年度の中近東年間販売台数は96,600台 



マクロンも必死の状況 



事は両国政府絡みに進展か 



これはフランスの報復か？ 



フランス司法当局はディアクを追っている 
日本の恐れは水鳥に驚く平家の類 



１９９９年１０月日産再生計画発表 





ゴーンの日産再生は見事だった 

• 1999年に日産の最高執行責任者に就任し日産リバイ
バルプランを開始、3つ達成目標を掲げ、3のうち、1つ
でも未達成の場合は「経営陣全員が辞任する」と、カ
ルロス・ゴーンが公約した。 

  
• 2000年度連結当期利益の黒字化 

 
• 2002年度連結売上高営業利益率4.5％以上 

 
• 2002年度末までに自動車事業の連結有利子負債を

7000億円以下に削減 



成功の為の施策は格別のものではないが 

日本人経営者には出来ない決断 
 

 

• 5箇所の工場を閉鎖 

•人員を約2万人削減 

•系列の会社の株式を売却 

•車種（ラインナップ）の見直し 
 



驚異的Ｖ字回復で日産は蘇った 



• カルロス・ゴーンが就任する前の日産は、約2兆
円あまりの有利子債務を抱えていた状態だった 
 

• 翌年に社長に昇進した後、４２００億円ほどの資
産を売却し、全体社員の１４％（２万１０００人）を
削減するなど大々的なリストラを通じて日産を復
活させた。 
 

• 当初の予定より1年前倒しで、売上高などの業
績を著しく向上させ、2003年までの4年間で2兆
1,000億円もの巨額の借金を完済。 
 
 





現在では日本企業役員報酬も上った 







日産自動車の企業規模は 

資本金 
6,058億14百万円 
（2018年3月31日現在）[1] 

売上高 
連結：11兆9,511億69百万円 
単独：3兆7,506億17百万円 
（2018年3月期）[1] 

営業利益 
連結：5,747億60百万円 
単独：1,596億48百万円 
（2018年3月期）[1] 

経常利益 
連結：7,503億2百万円 
単独：1,979億58百万円 
（2018年3月期）[1] 

純利益 
連結：7,468億92百万円 
単独：1,290億44百万円 
（2018年3月期）[1] 

純資産 
連結：5兆6,887億35百万円 
（2018年3月期）[1] 

総資産 
連結：18兆7,469億1百万円 
（2018年3月期）[1] 

従業員数 
連結：13万8,910人 
単独：2万2,272人 
（2018年3月31日現在）[ 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E7%94%A3%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A#cite_note-financialresult-1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E7%94%A3%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A#cite_note-financialresult-1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E7%94%A3%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A#cite_note-financialresult-1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E7%94%A3%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A#cite_note-financialresult-1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E7%94%A3%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A#cite_note-financialresult-1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E7%94%A3%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A#cite_note-financialresult-1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E7%94%A3%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A#cite_note-financialresult-1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E7%94%A3%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A#cite_note-profile-2


 
日産自動車の決算内容 

2018年3月31日現在 
 • 資本金  6,058億14百万円 

 
• 売上高  連結：11兆9,511億69百万円 

      単独：3兆7,506億17百万円 
 

• 経常利益  連結：7,503億2百万円 
        単独：1,979億58百万円 

• 純利益  連結：7,468億92百万円 
       単独：1,290億44百万円 
 

• 従業員数  連結：13万8,910人 
単独：2万2,272人 
 
 
 
 
 
 
 



ゴーンの創り上げたアライアンス 







 







日産・ルノーは世界一にならんと・・ 



カルロス・ゴーンは道を踏み外した！ 



生れはブラジルの奥地 

• 父はレバノン系ブラジ
ル人・ ジョルジ・ゴーン 

• 母はナイジェリア生ま
れのレバノン人 

 



学歴はブラジル-レバノン-フランス 

• 6歳の時、彼の3人の姉妹と母とともに、祖父の母国である
レバノン・ベイルートに転居し、ベイルートのイエズス会系
の Collège Notre-Dame de Jamhour（コレージュ・ドゥ・ノー
トルダム・ドゥ・ジャンブール）で中等教育を受けた。 

 
• その後、パリ6区にあるプレップスクール Lycée Stanislas（リ
セ・スタニスラス）、そして、Lycée Saint-Louis（リセ・サン＝
ルイ）で学ぶ。 

 
• 1974年、エコール・ポリテクニーク（École Polytechnique）
（グランゼコールの代表格でエリート養成校の一つ）を卒
業し[26]、1978年にパリ国立高等鉱業学校（École des Mines 
de Paris）で工学博士を取得し卒業 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%99%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%A8%E3%82%BA%E3%82%B9%E4%BC%9A
https://en.wikipedia.org/wiki/Coll%C3%A8ge_Notre-Dame_de_Jamhour.
https://en.wikipedia.org/wiki/Coll%C3%A8ge_Notre-Dame_de_Jamhour.
https://en.wikipedia.org/wiki/Coll%C3%A8ge_Notre-Dame_de_Jamhour.
https://ja.wikipedia.org/wiki/6%E5%8C%BA_(%E3%83%91%E3%83%AA)
https://ja.wikipedia.org/wiki/6%E5%8C%BA_(%E3%83%91%E3%83%AA)
https://ja.wikipedia.org/wiki/6%E5%8C%BA_(%E3%83%91%E3%83%AA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Lyc%C3%A9e_Stanislas
https://en.wikipedia.org/wiki/Lyc%C3%A9e_Saint-Louis
https://en.wikipedia.org/wiki/Lyc%C3%A9e_Saint-Louis
https://en.wikipedia.org/wiki/Lyc%C3%A9e_Saint-Louis
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%82%AF
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%BC%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%83%AD%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%B4%E3%83%BC%E3%83%B3#cite_note-CEOX2-26
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%AA%E5%9B%BD%E7%AB%8B%E9%AB%98%E7%AD%89%E9%89%B1%E6%A5%AD%E5%AD%A6%E6%A0%A1


職歴の始まりはミシュランで 

• 大学卒業後、1978年に欧州最大のタイヤメーカー、ミ
シュランMichelinに入社。 

• 3年目の1981年に、27歳でフランス国内のル・ピュイ工
場の工場長に抜擢され、1984年に同社の産業用タイ
ヤ部門の研究開発ヘッドを務めた。 

• 1985年には、ブラジルを拠点とするミシュランの南米
事業の最高執行責任者(COO)に任命された。 

• 5年後の1990年、35歳でミシュランの北米事業部の社
長兼最高経営責任者(CEO)に就任し、ユニロイヤル・
グットドリッチタイヤ社を買収後のリストラを主導する
など、18年間のミシュラン在籍期間中、重要な役職を
歴任した[ 

https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%83%A6%E3%83%8B%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%B0%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%89%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%81%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%A4&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%83%A6%E3%83%8B%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%B0%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%89%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%81%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%A4&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%83%AD%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%B4%E3%83%BC%E3%83%B3#cite_note-CEOX2-26


ルノーでの業績 

• 1996年、ルノー会長のルイ・シュバイツァーからスカウトさ
れ、購買、研究、先進技術のエンジニアリングと開発、製
造、および南米ルノーのスーパーバイジング担当の上席
副社長として、ルノーに入社。 

• ルノーは過激左派組織のテロなど、フランス国内外での混
乱を生じながらも民営化し、人員削減を押し進め、いった
んは国内集中にシフトしていた事業展開を再び国際化へ
と方針転換していた最中で、ゴーンの手腕をかったシュバ
イツァー会長が自らヘッドハンティングを行った。 

• ルノーに入社したゴーンは、ベルギーのビルボールド工場
閉鎖など不採算事業所の閉鎖や、調達先の集約などで経
費の圧縮を進め、赤字だったルノーの経営を数年で黒字
へと転換。これによりゴーンは「コストカッター」「コストキ
ラー」の異名を拝するようになった 

https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%83%AB%E3%82%A4%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%84%E3%82%A1%E3%83%BC&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%83%AB%E3%82%A4%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%84%E3%82%A1%E3%83%BC&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%82%A6%E3%83%88_(%E5%8B%A7%E8%AA%98)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%91%E5%96%B6%E5%8C%96


日産への派遣 

• 1999年3月27日にルノーが日産の株式の
36.8%を取得し、ルノーと日産の間で資本提
携が結ばれ、同年6月、ゴーンはルノーにお

ける役割を維持したままで、最高執行責任者
（COO）として日産に入社した。 

• 翌年2000年6月に日産自動車の取締役に就
任。さらに2001年6月に日産の最高経営責任
者（CEO）に選出された 



海外の所縁の地４ケ所の豪邸 



東京の会長宅は家賃４６０万円/月 



麻布ヒルスの豪邸は 

• 最上（28）階ペントハウスは451.34平米（136.5
坪）のメゾネット。 

• リビング 41.3畳、ダイニングだけで19.2畳、マス
ターベッドルーム35.4畳、「東京タワー」と「スカイ
ツリー」を同方向に臨むアングル。 

• 床は淡いベージュの天然石を敷き詰め、壁は
（例えばエレベーターの扉にまで）濃く堅い木を
用いていおり、外観にまでクラシカルな雰囲気を
統一させたマンション。 

  

 



 
パリ・価格は約7億円 

 
セーヌ川とエッフェル塔にほど近い
パリ西部の高級住宅街にあるマン
ション、伝統的な石造りの6階建て 

 

元フランス大統領や有名サッカー選
手が暮らす地区にある 
 
4階のワンフロアすべてがカルロス
ゴーン会長の自宅、広さは300平方
メートルはある 

 

カルロスゴーン会長は複数の運転
手を抱え、迎えに来る黒塗りの車も
ルノーや日産など、車種はいろいろ、
帰宅時はボディーガードが付き添う 

 



ベイルート・一戸建て 

ベイルート中心部の高級住宅街に
ある一戸建て 
 
地下2階、地上3階建て、屋上付き 
 

入り口には監視カメラが設置され、
高さ5メートルの外壁で囲まれている 
 
1か月に1度は利用しており、専属の
コックらも雇用 
 
数年前に約3億5000万円かけてリ
フォームされた 
 
 



アムステルダム・価格２億円 

アムステルダム中心部の閑
静な住宅街にあるマンショ
ン 
 
地上3階建てで、2階がカル
ロスゴーン会長の自宅 
 

天井が高く、大きな窓があ
る開放的な空間 
 

人が住んでいる様子はな
かった 



リオ・価格５億円 

リオの観光地・コパカバー
ナの海岸沿いにある12階建
ての高級マンション 
 
6階のワンフロアすべてがカ
ルロスゴーン会長の自宅 
 
広さは約600平方メートル 
 

年に数回、カーニバルの時
期などに訪れ、家族と一緒
に過ごしていた 



今後会社はどうなるのか？ 



１９３７年のダットサン・２０１７年のＥＶ 
８０年の伝統を持つ日本を代表する企業なのだ 



株価は低迷している 



今後のアライアンスはどうなるか？ 







リーダーになれそうな顔じゃないなぁ 



誰が後継者になるだろうか？ 



ＱｕｏＶａｄｉｓ？ 



 
ゴーン事件懸案事項 

  
１）Ｇｈｏｓｎの裁判  検察の起訴内容―求刑 
             保釈されるか、保釈金額は？ 
             量刑は 
  
２）日産幹部への訴追  司法取引の内容は公開されるか 
                 西川社長以下の日産幹部は無罪か  
 
３）日産の経営   日産・ルノーの今後の経営見通し 
            Ｔｏｐを含む経営人事は 
            日産・ルノー間の株式持ち合いの修正？ 
            日仏政府の動向 
 
４）ゴーンへの賠償請求   特別背任、横領に対する日産の求償は 
                  公私混同に関する究明 

 


