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平成１９年８月 ９日 

各 位 

会 社 名 日 本 電 気 株 式 会 社 

代 表 者 名 代表取締役執行役員社長 

矢 野  薫 

   （コード番号６７０１ 東証第一部） 

問 合 せ 先 ｺ ｰ ﾎ ﾟ ﾚ ｰ ﾄ ｺ ﾐ ｭ ﾆ ｹ ｰ ｼ ｮ ﾝ部 

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ 中島 英幸 

電 話 （０３）３７９８－６５１１ 

 

 

東京証券取引所への「改善状況報告書」の提出について 

 

 

当社は、平成１９年１月２６日提出の改善報告書に関し、「上場有価証券の発行者の会社情報の

適時開示等に関する規則」第２２条の２第１項の規定に基づき、改善措置の実施状況および運用

状況を記載した改善状況報告書を、本日、添付のとおり東京証券取引所に提出しましたので、お

知らせいたします。 

 

以  上 
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＜将来予想に関する注意＞ 

本資料にはＮＥＣおよび連結子会社（以下ＮＥＣと総称します。）の戦略、財務目標、技術、製

品、サービス、業績等に関する将来予想に関する記述が含まれています。将来予想は、ＮＥＣが

証券取引所や米国証券取引委員会等の規制当局に提出する他の資料および株主向けの報告書そ

の他の通知に記載されている場合があります。ＮＥＣは、そのような開示を行う場合、将来予想

に関するセーフハーバー（safe-harbor）規則を定めている 1995 年米国民事証券訴訟改革法

（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）その他の適用法令に準拠しています。

これらの記述は、現在入手可能な仮定やデータ、方法に基づいていますが、そうした仮定やデー

タ、方法は必ずしも正しいとは限らず、ＮＥＣは予想された結果を実現できない場合があります。

また、これら将来予想に関する記述は、あくまでＮＥＣの分析や予想を記述したものであって、

将来の業績を保証するものではありません。このため、これらの記述を過度に信頼することは控

えるようお願いします。また、これらの記述はリスクや不確定な要因を含んでおり、様々な要因

により実際の結果とは大きく異なりうることをあらかじめご承知願います。実際の結果に影響を

与える要因には、(1)平成１８年３月期米国証券取引委員会（ＳＥＣ）向け年次報告書（様式 20-F）

に記載すべき財務諸表の作成に必要な現在進行中の分析に関する不確定性、(2)ＮＥＣの事業領

域を取り巻く国際経済・経済全般の情勢、(3)市場におけるＮＥＣの製品、サービスに対する需

要変動や競争激化による価格下落圧力、(4)激しい競争にさらされた市場においてＮＥＣが引き

続き顧客に受け入れられる製品、サービスを提供し続けていくことができる能力、(5)ＮＥＣが

中国等の海外市場において事業を拡大していく能力、(6)ＮＥＣの事業活動に関する規制の変更

や不透明さ、潜在的な法的責任、(7)市場環境の変化に応じてＮＥＣが経営構造を改革し、事業

経営を適応させていく能力、(8)為替レート（特に米ドルと円との為替レート）の変動等があり

ます。将来予想に関する記述は、あくまでも公表日現在における予想です。新たなリスクや不確

定要因は随時生じるものであり、その発生や影響を予測することは不可能であります。また、新

たな情報、将来の事象その他にかかわらず、ＮＥＣがこれら将来予想に関する記述を見直すとは

限りません。 

本資料に含まれる経営目標は、予測や将来の業績に関する経営陣の現在の推定を表すものではな

く、ＮＥＣが事業戦略を遂行することにより経営陣が達成しようと努める目標を表すものです。 

本資料に含まれる記述は、証券の募集を構成するものではありません。いかなる国・地域におい

ても、法律上証券の登録が必要となる場合は、証券の登録を行う場合または登録の免除を受ける

場合を除き、証券の募集または売出しを行うことはできません。たとえば、米国において証券の

公募が行われる場合には、1933年米国証券法に基づく証券の登録が行われ、ＮＥＣおよび経営陣

に関する詳細な情報ならびに財務諸表が掲載された英文目論見書をもって公募を行うことになり

ます。 
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改善状況報告書 

平成 19 年８月９日 

株式会社 東京証券取引所 

代表取締役社長  斉 藤  惇 殿 

 

日本電気株式会社 

代表取締役執行役員社長 

矢 野  薫 

 

 当社が平成19年 1月 26日に提出した改善報告書に関し、「上場有価証券の発行者の会

社情報の適時開示等に関する規則」第 22条の 2第 1項の規定に基づき、改善措置の実施

状況および運用状況を記載した改善状況報告書を提出いたします。 

 

1. 改善報告書の提出経緯 
(1) 訂正に至るまでの経緯 
① 会計基準の変更および日本会計基準による中間決算発表 

 当社は、昭和38年(1963年)に米国預託証券（ADR）を発行して以来、米国会

計基準(以下「米国基準」）に準拠して連結財務諸表を作成し、これを開示して

まいりました。平成 18 年３月期の連結財務諸表についても、証券取引法に基

づく有価証券報告書1を同年６月 22 日に提出いたしました。しかしながら、米国

証券取引委員会(SEC)向け年次報告書（Form20-F）2の作成および監査の過

程において、当社の IT ソリューション事業における複合契約（Multiple Element 

Contracts）に含まれる保守・サポートサービスの公正価値の取り扱いが論点と

なり、当社の会計監査人である新日本監査法人（以下「監査法人」）から、この

問題が解決するまで、米国基準による平成 18 年９月中間期（以下「前中間

期」）の連結決算に対する監査報告書は発行しないとの方針が示されました。 

 これに対し、当社は、日本における証券取引法に基づく開示義務を遵守する

ため、前中間期から日本法に基づく開示については日本の会計基準（以下

「日本基準」）により連結財務諸表を作成することを昨年10月 24日に決定の上

これを公表し、米国基準から日本基準への組替作業を行い、組替後の連結財

務諸表の確認作業の後、同年 11 月 21 日に中間決算発表を行いました。 

 

② 決算情報の訂正と改善報告書の提出 

 中間決算の発表後、前中間期に係る半期報告書の作成のため、当社は引き

続き中間個別財務諸表および中間連結財務諸表（以下「中間財務諸表」）の確

                                                  
1 我が国において一般に公正妥当と認められる監査基準に準拠して監査された連結財務諸表を含む。 
2 米国公開会社会計監督委員会（PCAOB）の監査基準に準拠して監査される連結財務諸表を含む。 



 4

認作業を実施し、これと並行して監査法人は中間財務諸表監査を進めました。

この過程で組替作業における誤りおよび分割売上に関する計上時期の誤りが

発見され、同年 12 月 11 日、当社は、監査法人から、主に次の誤りに関し当社

が公表した決算情報の訂正が必要であるとの指摘を受けました。 

 

(i)日本基準適用時の事務的な誤りによるもの 

 従来の米国基準から日本基準に変更する際、短期間で複数年度の決算

を行ったことに加え、米国基準による決算を前提として構築した「連結決算

システム」が使用できずマニュアル作業になったこと、日本基準による初め

ての連結決算であり理解不足があったこと等により、日本基準の適用に誤り

が生じ、この訂正を行いました。 

 主な訂正の内容は次のとおりです。 

・ 中国における携帯電話端末事業の縮小に係る事業構造改革費用計

上勘定の特別損益への組み替え 

・ 子会社による厚生年金基金の代行返上に係る収益計上勘定の特別利

益への組み替え 

・ 未実現損益の消去のセグメント間配賦に係る米国基準のマネジメント

アプローチから日本基準への組み替え 

・ 累積損失があり、繰延税金資産に対し評価引当金を計上しなければな

らない会社に関する引当金計算の訂正 

・ 子会社間の株式交換による事業再編時の持分変動利益計算の訂正 

 

(ii)主として分割売上に関する計上時期の一部訂正 

 分割売上に関する計上基準は、当社が従来から継続して適用している会

計処理でありましたが、昨今の会計基準適用の厳格化のなかで監査法人

からの指摘もあり、当社は平成 18 年９月中間期から「ソフトウェア取引の収

益の会計処理に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第 17 号）にある

「事前の取決め」や「売手が財を引き渡し、現金や金銭債権の取得等により

対価が成立した段階」を厳格に解釈することとした結果、主に次の取引に

関する売上計上時期の訂正を行うこととしました。 

          ・ 詳細が契約後に確定する取引のうち、分割検収による売上要件を満たし

ていないと判断した取引 

・ 船積みにより所有権が移転する取引のうち、売上計上を入金が確実とな

る時点まで繰り延べるべきであると判断した取引 

 

当社は、以上の事項に関し監査法人と協議を行った結果、同年 11 月 21 日に

公表した決算短信について、訂正をすることにしました。訂正後の決算値に基

づく中間財務諸表につきましては、同年12月22日、有用意見が付された監査
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報告書を受領後、半期報告書の提出を行うとともに、東京証券取引所の適時

情報伝達システム(TDnet)により訂正を発表いたしました。 

 

当社は、この訂正の公表に対し、「上場有価証券の発行者の会社情報の適時

開示等に関する規則」第 22条の 2第 1項に基づき、平成19年 1月 26日にそ

の経緯および改善措置を記載した改善報告書を提出したものであります。 

 

(2) 不適正開示の原因・問題点 
当社は、上述のとおり、昨年 10 月に急遽会計基準を米国基準から日本基準に

変更いたしましたが、 

①  日本基準での「連結決算システム」を利用できない状況において、当初の予

想を大幅に超えた作業量および複雑な処理に直面したこと 

②  監査対応にも当初の想定を超えた時間を要したこと 

③  このような非常事態に対応するための日本基準に習熟した経理要員の配置

等が十分でなかったこと 

などが重なったことが訂正の原因となりました。 

また、売上計上時期の訂正に関しては、 

④  お客様毎に異なる複雑な契約形態があるため、新しい会計規則への対応が

遅れていたこと、社内でのチェック体制が不十分であったことなどの社内管理

体制上の問題もありました。 

総じていえば、当社の力不足が訂正という事態を招いたものと認識しています。 

 

2. 改善措置 
上記 1.（2）記載の原因・問題点に対する再発防止にむけた改善措置として改善報告書

に記載した事項は、次のとおりです。 

 

(1) 上記 1.（2）①決算作業が想定を超えた作業量と複雑な処理に直面したことに対し、 
①  日本基準に対応する「連結決算システム」の基本的機能（個別財務諸表の結

合、内部取引の消去等）の利用。 

②  平成 20 年１月を目標に、決算業務の効率化のため、自動処理機能（少数株

主損益、キャッシュ・フローの計算、開示資料の作成等）などシステムが保有す

る機能の利用拡大。 

③  平成 20 年 1 月から子会社の財務情報をオンライン化。 

従来、全ての連結会社の財務データを電子メールで収集後、「連結決算システ

ム」にリンク処理していたものを連結会社がオンラインにて直接入力するリアル

タイム処理することによる情報の速度と精度の向上。 

以上の措置による決算業務の効率化、決算の精度向上と期間短縮を図る。 
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(2) 上記1.（2）②監査対応の長期化・工数増に対しては、監査の厳格化により長期化し
ている監査時間対応のため、売買契約書・検収書・入金確証の一元管理および準

備作業の充実等による監査対応の効率化および前倒しを行うことによる監査完了

の早期化を図る。 

 

(3) 上記 1.（2）③経理部門への要員配置が不十分であったことや会計基準への習熟

不足に対し、 

①  本社の決算担当者を３名増員。 

②  平成 19 年３月までに決算担当者を更に５名増員。 

③  事業部門を担当する経理部門の人員についても、平成 19年４月以降に増強

（10 名程度）。 

④  現在実施している第三者によるWeb教育、および、後述のグローバル・アカウ

ンティング・マニュアルの教育など新規プログラムを含む社内教育の継続・拡大、

また、社外講習への積極的かつ継続的な参加などによる経理部員教育の充

実。 

⑤  重要な会計処理について、グローバル・アカウンティング・マニュアルを作成

のうえ、国内外のグループ各社に平成 19 年２月までに配付し、これを周知徹

底。 

以上の措置により、まず人員の増強にあわせ連結仕訳等に対する経理部における

チェック体制を強化するとともに、新しい会計基準の遵守・徹底のための専任者を

平成 19 年３月までに設置するほか、教育による日米両基準に通じた人材を育成し、

決算精度の向上を図る。 

 

(4) 上記 1.（2）④複雑な契約形態と売上計上に対する社内管理体制の不備に対して

は、本年 1 月に設置した営業管理本部へ受注・売上・入金計上業務を営業担当か

ら順次分離し、営業プロセスの標準化・効率化および審査の強化を推進する。 

 

3. 実施・運用状況等 
上記２.記載の改善措置についての実施・運用状況等は、次のとおりです。 

 

(1) 上記 2.（1）決算業務の効率化、精度向上に対するもの 
①  平成 18 年度中間決算では、上記 1.（1）①に記載のとおり急遽日本基準によ

る中間連結財務諸表を作成することといたしましたが、｢連結決算システム｣が

米国基準を前提として構築されていたため、その作成はマニュアル作業で行い

ました。しかしながら、マニュアル作業の量が当初の予想を大幅に超えたもの

であったことから、連結財務諸表の作成に多大な時間を要し、また、連結修正

仕訳の計上漏れなどの事務的な誤りが発生しました。そこで当社は、決算作業

の効率化を図り、これらの誤りを防止するために、日本基準に対応する「連結
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決算システム」の基本的機能（個別財務諸表の結合、内部取引の消去等）の利

用を平成 18 年度第３四半期決算（平成 18 年 12 月期）から始めました。 

②  連結グループ内における無形固定資産の売却など一部の未実現利益の消

去をマニュアル作業で行っていましたが、消去仕訳の重複・モレ・計算誤りの防

止および作業の効率化を図るために、平成19年５月度月次決算から自動処理

機能の利用を始めました。さらに、平成 19 年度第３四半期決算までに、その他

の自動処理機能（少数株主損益、キャッシュ・フローの計算、開示資料の作成

等）の利用を拡大するため、勘定科目の細分化などを完了し、現在は、マスタ

ー・取引データの整備を進めています。 

③  子会社からの財務情報収集の速度および精度を向上するために、平成19年

度第３四半期決算からオンラインによるデータ収集システムを導入します。現在

は、その設計を完了し、オンラインによるデータ入力画面を作成中です。平成

19 年８月から接続テストに入る予定です。 

④  上記②および③の改善措置の導入により、データ収集のオンライン化および

自動処理機能の利用範囲を拡大した「連結決算システム」を、システムの開発

会社からのサポートを受けながら、平成 20 年 1 月（平成 19 年度第３四半期決

算）から本格稼動させる予定です。なお、同システムの導入にあたっては、経理

部、ＩＴ担当部門およびシステム開発会社を中心として毎月開催するステアリン

グ・コミッティにおいて、予定どおりの進捗状況であることを確認しております。 

 

(2) 上記 2.（2）監査対応の効率化・早期化に対するもの 
①  平成19年３月期の監査において、経理部門が分割検収に基づく案件の売買

契約書・検収書・入金確証を営業部門などの関連部門から事前に収集し、必

要に応じて経理部門が関連部門に取引内容のヒアリングを行うなど、経理部門

が事前に取引内容をチェックしました。その結果、経理部門が平成 19年３月末

時点において分割検収による売上の要件を満たしていないと判断した取引に

ついては売上の取り消し処理を行いました。これらの事前チェックの結果、監査

法人からの確証の提出要求に対しても迅速に対応でき、監査対象件数の相当

な増加にも対応できました。また、経理部門は、関連部門が売上の計上基準を

正しく理解し適切な計上を行えるよう社内通知を発信し、売上計上方法につい

て周知徹底を図ると共に、関連部門に対する教育を実施しました。平成 19 年４

月以降は、後述の受注から入金までの計上を一貫して行う営業管理本部が、

売買契約書・検収書・入金確証の一元管理、監査対応を分担し、監査対応の

効率化を進めています。 

②  グループ内の債権債務整合システムを稼動させ、お互いの明細取引を確認

できるデータベースを構築しました。従来は、グループ内の債権債務に係る共

通のデータベースを保有していなかったため、連結会社各社がお互いに自社

のローカルシステムから相手会社向けの債権債務に係る残高明細データを抽
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出し、電子メールで送付のうえ調査作業を行っていたことから、この調査に係る

業務効率が非常に悪い状況にありました。今般、データベースを構築したこと

により、債権債務不整合の明細データを調査する業務に係る効率化が可能と

なりました。なお、連結会社ごとに経理システムの仕様が異なることから、すべ

ての連結会社が同システムに参加するには相当の時間を要するため、平成 19

年４月（平成 18 年度年間決算）のシステム本格稼動時には、グループ内部向

けの売上高や仕入高の占める割合が高い連結会社から優先してデータベース

の構築を実施しました。現在も引き続き、このシステムへの参加会社の拡大を

進めています。 

③  連結決算プロセスのコントロール強化の一環として、チェックリストを導入する

とともに「連結決算システム」の電子承認機能を活用することにより、重複・モレ・

計算誤り等を防止し、作業の効率化を図りました。連結財務諸表は、（i）個別財

務諸表の結合と（ii）連結消去・修正仕訳の２つのプロセスを通じ作成されます。

例えば、（i）の手続の前工程において、個別財務諸表とその明細である附表

（補足資料）との整合性を図るため、また、連結会社各社の個別財務諸表の勘

定科目別増減分析を実施するため、チェックリストを活用しました。その際、当

該チェックリストに係る連結決算担当者による確認およびそのマネージャーによ

る承認を通じ発見された誤りについては、必要な修正を行いました。また、（ii）

の手続において、主な仕訳の難易度に応じてポイントを記載したチェックシート

の活用による連結決算担当者による確認や、システムの電子承認機能を利用

したマネージャーによる承認および結果レポートの利用を通じ、連結消去・修

正仕訳における重複・モレ・計算誤り等の防止を行いました。 

 

(3) 上記 2.（3）要員の増強・教育に対するもの 
①  改善報告書に記載いたしましたとおり、本社の決算担当者を、平成 18 年 12

月末現在の12名（連結７名および個別５名）から、平成19年１月上旬に連結担

当を３名（うち、米国公認会計士試験合格者 1名）増員し、15 名としました。 

②  さらに、平成 19 年２月に 1 名、３月に２名、５月に２名および７月に１名の合計

６名（うち、米国公認会計士試験合格者３名、税理士１名）を、本社の決算担当

（決算総括１名、連結担当マネージャー１名、連結担当２名、有価証券担当１名

および関係会社支援１名）として増員しました。これにより、当初の本社決算担

当者増員の目標は達成し、充足しましたが、改善措置の今後の実行をより確実

にするとともに、会計の厳格化に対応するために、現在も中途採用・社内公募

活動を続けております。 

③  人員の増強に合わせて、（2）③項に記載したチェック体制の強化に加え、連

結決算数値の確定および連結財務諸表の作成のみならず、内部統制の強化

および業務効率化のため、決算プロセスのコントロール（決算担当により作成さ

れた仕訳情報等をマネージャーが承認するプロセスが適正に運用されている
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ことの確認）を独立して行う者を新たにアサインしました。また、新しい会計基準

の遵守・徹底のための専任者１名を平成 19 年３月にロンドンで採用し、連結財

務情報のもととなる欧州地域の米国基準による個別財務情報の作成の支援を

行っています。東京ではCOFRI(企業財務制度研究会)出向経験者を 1名アサ

インし、会計基準の動向をフォローしています。 

④  事業部門を担当する経理部門の人員についても、６月にビジネスユニット担

当８名およびスタフ部門担当２名の計10名の新入社員を配属しました。最近数

年間にわたり、経理部門に配属された学卒の新入社員は年間４名または５名で

したが、会計の厳格化に対応するため、平成 19 年４月採用者については、全

社事務系採用者の２割に相当する 10 名を配属しました。なお、この中には、大

学院で会計専門職を専攻した２名が含まれています。 

⑤  平成18年秋から実施してきた第三者によるWeb教育、講習等および12月の

BATIC（Bookkeeping and Accounting Test for International Communication、東

京商工会議所による国際会計検定）試験の結果、グループ内の Controller（４

レベルのうち最高レベル、国際会計理論を理解し、米国基準での決算書の作

成、分析および国内基準の組替ができる。）資格保持者は合計で 33 名となりま

した。平成 19 年に入ってからも、後述のグローバル・アカウンティング・マニュア

ルの配付、BATIC 受験準備、経理部に配属された新入社員への教育（約 1 ヶ

月）などを実施してきました。なお、経理部の方針として、新たな会計基準が

次々に導入・適用されるとともに会計の厳格化が進む中、国際会計理論のスキ

ルアップを図り、これを維持するため、重要な子会社には BATIC の Controller

資格保持者を配置することとしております。今後も、社内教育の継続・拡大、第

三者のWeb 教育などにより、経理部員教育の一層の充実を図ります。 

⑥  重要な会計基準・会計処理の徹底・確認のため、経理部がグローバル・アカ

ウンティング・マニュアル（約 450 頁）を平成 19 年２月に作成し、国内外のグル

ープ各社に、Web 開示または配付しました。その後、経理部による理解度確認

テストを２月 27 日から３月 30 日にかけて実施し、グループ各社の経理責任者・

管理者・担当者656名（うち、英語版による受講者151名）が受験し、572名（同

104 名）が修了しました。また、監査役室が主宰する国内のグループ各社の常

勤監査役への研修会のうち２００６年度第５回（2007 年２月開催）や、⑤項記載

の経理部配属の新入社員への教育プログラムのうち４月に実施した研修でも、

この説明を行いました。 

 

これらの要員教育は、予定どおり進捗しており、新しい会計基準を速やかに受け

入れ、会計の厳格化を意識する姿勢が一層浸透していると考えております。 

 

(4) 上記 2.（4）営業プロセスの職務分離、効率化、標準化推進および審査の強化に対
するもの 
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①  営業領域の内部統制強化を図る部門として、全社の受注・売上統制、つまり、

受注・売上の事前審査および実績計上を一元的に行うため、平成 19 年１月５

日付で営業管理本部を設置いたしました。また、同年 2 月分より同本部が、財

務報告に与える影響の大きい高額の国内取引の受注・売上の事前審査を開始

しました。これにより、従来営業部門が行なっていた売上計上判断について、

営業部門から独立した組織により客観的に行なわれるようになりました。 

②  同年４月 1 日付で、与信管理・請求・入金業務を担当している国内営業企画

本部収計部を営業管理本部に統合しました。その結果、同本部は、事業部レ

ベルの組織として、営業部門の職務から分離され、受注から売上・入金までの

事前審査・計上処理を一貫して担当することになりました。売上や入金の条件

はお客様との契約により決定されますが、受注時点でそれらの条件を確認して

おくことにより、以後の売上審査や入金業務を円滑に行うことができるようになり

ました。また、同年５月以降、営業部門からの受注申請をシステムを経由して行

うこととするとともに、従来、対応付けの難しかったお客様との契約単位と社内

の財・サービス手配単位の対応付けおよび確証類をシステム内でデータとして

一元管理する改訂を行いました。 

③  同本部では、同年２月から、高額取引のみを対象として、量販品を除く国内

受注・売上の審査および計上処理を開始していましたが、同年６月分からは、

原則として国内案件全点（量販品を除く）を対象として審査・計上処理を行うこ

ととしました。原則全点を対象とすることにより、職務分離を一層徹底するととも

に、受注・売上の計上判断を一元的に行える体制を整備しました。 

④  同本部では、審査対象の拡大に伴い、大量の審査を効率的に行うことが課題

となっておりますが、審査の効率化と品質向上のためには、取引条件があらか

じめ記載された標準契約書の活用が有効となります。特に小額の取引につい

ては、件数が多数にのぼるうえ、売上計上の要件を満たした確証が営業部門

等で充分に整備されないケースが多く、この確認に多くの工数を要しています。

そこで、同本部では、審査業務の効率化を図るため、平成 19 年度下期を目処

に、次の取り組みを開始することを計画しております。 

(i)  小額多件数取引用の標準契約書の作成 

(ii)  その個別案件への適用などを通じた営業制度に関する全社横断的プロセ

スの標準化・効率化 

また、同本部では、同時期に海外取引の受注・売上の計上処理についても審

査の対象とするべく準備を進めております。 

⑤  これらに並行して、上記３.(２)①においても記載したとおり、本社経理部門お

よび各事業部門内にある経理部門が、売上計上に関する判断基準の解釈の

変更点を整理しました。昨年 12 月から、分割検収、海外売上などの項目毎に

適宜文書を発信するとともに、平成 18年度決算終了後、営業管理本部や各事

業部門内の経理部門が順次営業部門に対し売上計上に関する教育を行う等、
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解釈の厳格化の周知徹底を図っております。これらの取り組みにより、事業部

門および営業部門における売上計上方法に対する認識を深め、適正な売上

計上をより効率的に行えるものと考えております。 

 

以上記載のとおり、当社といたしましては、改善措置を計画どおり実施しているものと認識

しております。 

当社では、今後も、株主、投資家およびその他の関係者の皆様に対して適切な情報開示

を行い、証券市場をはじめ社会からの信頼を一日も早く取り戻すことができるよう、改善策を

引き続き確実に実施してまいります。 

以上 

 

 

 


