
 

平成19年 12月 25日 
 
各 位 

会 社 名 三洋電機株式会社 

代 表 者 代表取締役社長 佐野 精一郎 

(ｺｰﾄﾞ番号6764  東証第一部・大証第一部) 

問 合 せ 先 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ本部 経営広報部 

(TEL. 06-6994-3546) 
 
 

    過年度決算調査委員会過年度決算調査委員会過年度決算調査委員会過年度決算調査委員会調査調査調査調査報告書報告書報告書報告書についてについてについてについて        
 

 

 当社は、本年5月9日付｢過年度決算の訂正について｣において公表させて頂きましたとおり、

過年度決算訂正の原因究明と再発防止のために、本年5月12日に土肥弁護士（元検事総長）を委

員長とする過年度決算調査委員会（第三者委員会）を設置いたしました。 

 

 今般、当委員会による調査が終了し、当社は、本日開催の取締役会において、過年度決算調査

委員会より調査結果の報告がなされ、その報告書を受領いたしました。 

 

 なお、過年度決算調査委員会の調査報告書は、個人情報が入っており、公表を予定しておりま

せんので、その報告を要約したものを開示いたします。 

 

 

以  上   
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三洋電機三洋電機三洋電機三洋電機株式会社株式会社株式会社株式会社過年度決算調査委員会過年度決算調査委員会過年度決算調査委員会過年度決算調査委員会    調査調査調査調査報告書報告書報告書報告書（（（（要約要約要約要約））））    

 

第第第第１１１１    過年度過年度過年度過年度決算決算決算決算調査委員会調査委員会調査委員会調査委員会のののの調査目的等調査目的等調査目的等調査目的等    

１１１１    調査目的調査目的調査目的調査目的    

当委員会は、三洋電機株式会社（以下「三洋電機」という。）から要請を受け、三洋

電機の平成１３年３月期から平成１８年３月期までの過年度決算について関係会社株

式の減損を中心として訂正報告書を提出することを決定したことを前提として、①訂正

報告書を提出すべき重大な過誤の有無に関する調査によりその存在を検証し、②かかる

重大な過誤を惹起させた原因の調査・検討、③今後同様の過誤が発生することを防止す

るための方策の策定・提案を行うべく、調査を行った。 

    

２２２２    調査委員会調査委員会調査委員会調査委員会のののの構成構成構成構成    

 委員長 土肥孝治（弁護士） 

 委員 河本一郎（弁護士） 

 委員 古賀智敏（神戸大学大学院経営学研究科教授） 

 事務局長 與三野禎倫（神戸大学大学院経営学研究科准教授）ほか事務局３名 

    

３３３３    調査対象調査対象調査対象調査対象    

(1) 調査範囲 平成１３年３月期から同１８年３月期まで６期間（以下「対象期間」

という。） 

(2) 調査事項 

ⅰ 平成１３年３月期決算において、三洋減損ルール（後記７～８頁）が策定された

経緯。 

  ⅱ 三洋減損ルールと金融商品に係る会計基準・金融商品会計に関する実務指針（以

下「金融商品会計基準」「実務指針」という。）との適合性。 

  ⅲ 減損検討対象会社を減損１１社（後記６頁）に限定した経緯。 

ⅳ ５年累損解消計画（後記７頁）の実現可能性ないし根拠資料の存否。 

ⅴ ５年累損解消計画と実績値との差額（計画未達分）のみ減損することとなった経

緯。 

ⅵ 当時の同業他社における関係会社株式の減損処理状況。 
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ⅶ 平成１４年３月期以降、５年累損解消計画の利益数値と実績値に大きな乖離が顕

在化していったにもかかわらず、５年累損解消計画を変更せず、全額減損しなかっ

た経緯。 

ⅷ 三洋電機における関係会社株式の減損処理の決定プロセスと関係者の関与。 

ⅸ 中央青山監査法人（以下「中央青山」という。）が三洋電機の関係会社株式減損を

含む決算につき適正意見を出してきた経緯。 

ⅹ  三洋電機において、金融商品会計基準･実務指針に適合しない不適切な関係会社株

式減損処理が行われ、それを防止できなかった原因。 

xi 再発防止のための方策。 

(3) 調査手法 

   三洋電機が収集もしくは作成した資料・当委員会において必要と判断した当時の資

料もしくは新たに三洋電機に作成を依頼した資料を調査検討するとともに、聴取が必

要と判断した関係者合計２１名、会計専門家１名および太陽ＡＳＧ監査法人から聞き

取り調査を実施した。 

 (4) 留意事項 

  ① 対象期間における三洋電機の関係会社株式減損にかかる処理方針と適用結果との

整合性、三洋電機による自主訂正後の関係会社株式の減損を中心とする会計処理の

適正性については、調査対象としていない。 

  ②  三洋電機から提供を受けた資料、当委員会が必要と判断した資料を調査したが、

網羅的に三洋電機に存在する全資料を調査したわけではない。また、５年累損解消

計画の根拠資料、減損１１社以外の関係会社株式の減損検討資料など重要と思われ

る資料については、その一部の提供を受けたのみである。 

  ③  最も重要な関与者と思われる中央青山の対象期間中の担当公認会計士に対し、複

数回にわたり聞き取り調査への協力を要請したが、これを拒否されたため、同人ら

からの事情聴取は全くできていない。ただし、中央青山と三洋電機関係者との打ち

合わせ・協議の内容については、比較的多くの資料が残されており、これらの記載

内容から当時中央青山が三洋電機に対してどのような指導・要求を行っていたかを

調査することができた。 

    

第第第第２２２２    金融商品金融商品金融商品金融商品にににに係係係係るるるる会計基準会計基準会計基準会計基準およびおよびおよびおよび金融商品会計金融商品会計金融商品会計金融商品会計にににに関関関関するするするする実務指針実務指針実務指針実務指針    
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１１１１    金融商品金融商品金融商品金融商品にににに係係係係るるるる会計基準会計基準会計基準会計基準    

 「金融商品に係る会計基準」（企業会計審議会）は、平成１１年１月２２日に公表され平

成１２年４月１日以降開始する事業年度から実施されている。 

第三、二３「子会社株式および関連会社株式は、取得原価をもって貸借対照表価額と

する。」 

第三、二６「市場価格のない株式については、発行会社の財政状態の悪化により実質

価額が著しく低下したときは、相当の減額をなし、評価差額は当期の損失として処

理しなければならない。なお、これらの場合には、当該時価および実質価額を翌期

首の取得原価とする。」 

    

２２２２    金融商品会計金融商品会計金融商品会計金融商品会計にににに関関関関するするするする実務指針実務指針実務指針実務指針    

(1) 平成１２年１月３１日公表の実務指針 

「金融商品会計に関する実務指針（中間報告）」（日本公認会計士協会）は、日本公認

会計士協会に所属する公認会計士が、金融商品会計基準を適用して監査等の業務を遂行

するに際し、実務上の指針となるべき解釈基準を定めたものである。 

第９２項「（頭略）また、市場価格のない株式の実質価額が『著しく低下したとき』と

は、少なくとも株式の実質価額が取得原価に比べて５０％程度以上低下した場合を

いう。」 

第２８５項「（頭略）市場価格のない株式について実質価額が著しく低下したときには、

一般には回復可能性はないものと判断されるが、回復可能性が十分な証拠によって

裏付けられるのであれば、期末において相当の減額をしないことも認められる。」 

(2) 平成１３年７月３日改正の実務指針 

改正実務指針は、平成１３年４月１日以降開始する事業年度より適用された。 

第９２項 「（頭略）また、市場価格のない株式の実質価額が『著しく低下したとき』

とは、少なくとも株式の実質価額が取得原価に比べて５０％程度以上低下した場合

をいう。ただし、市場価格のない株式の実質価額について、回復可能性が十分な証

拠によって裏付けられる場合には、期末において相当の減額をしないことも認めら

れる。」 

第２８５項 「（頭略）市場価格のない株式であっても、子会社や関連会社等・・・の

株式については、実質価額が著しく低下したとしても、事業計画等を入手して回復
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可能性を判定できることもあるため、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられ

る場合には、期末において相当の減額をしないことも認められるとした。ただし、

事業計画等は実行可能で合理的なものでなければならず、回復可能性の判定は、特

定のプロジェクトのために設立された会社で、当初の事業計画等において、開業当

初の累積損失が５年を超えた期間経過後に解消されることが合理的に見込まれる場

合を除き、おおむね５年以内に回復すると見込まれる金額を上限として行うものと

する。また、回復可能性は毎期見直すことが必要であり、その後の実績が事業計画

等を下回った場合など、事業計画等に基づく業績回復が予定どおり進まないことが

判明したときは、その期末において減損処理の要否を検討しなければならない。」 

    

３３３３    金融商品会計基準金融商品会計基準金融商品会計基準金融商品会計基準およびおよびおよびおよび実務指針実務指針実務指針実務指針にににに関関関関するするするする解釈解釈解釈解釈とととと実務上実務上実務上実務上のののの運運運運用用用用    

  当委員会は、金融商品会計基準・実務指針に関する解釈および実務上の運用に関する

事項について、実務指針策定に関与した会計専門家から聞き取り調査を行った。その概

要は以下のとおりである。 

 ① 株式の実質価額が５０％程度以上低下した場合は、一般的には、回復可能性がない

ものと判断して、市場価格のない株式の実質価額が著しく低下したものと評価して相

当額を減損することになる。しかし、子会社・関連会社の場合は、財務諸表を実質価

額で作成したり事業計画等を入手することが可能であるため、実務指針では、回復可

能性が十分な証拠によって裏付けられるのであれば期末において相当の減額をしない

ことを認めたものである。 

② ５年後の経営計画による回復可能性の判断としては、実務慣行上、取得価格の７０％

（～８０％）程度まで回復していれば回復可能性があると判断できると解釈されてい

る。これは、「市場価格又は合理的に算定された価額のある有価証券」（実務指針第９

１項）について著しく低下したかどうかは、３０％以上の毀損というのが形式基準に

なっていることによるものであると考えられる。 

③ 改正実務指針は、回復可能性は毎期見直すことが必要であると定めているが、その

趣旨は、経営計画を策定した時点から５年間という期間は固定し、最初策定した経営

計画を実績と比較して回復可能性があるかどうかを見直すことである。最初策定した

経営計画と実績を比較して、未達が大きすぎると判断した場合、回復可能性がないと

判断し、当該関係会社株式を減損する必要がある。その場合の減損額は、未達分のみ
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の減損ではなく、実質価額まで落とすことになるというのが一般的な理解である。 

④ 減損対象会社について、すべて５０％減損ルールを適用するのではなく、一定の重

要性の判断によって関係会社から減損対象会社を選定することは、重要性を考えて会

計処理をしていくということが一般に認められた方向であるから十分有り得る。小規

模子会社すべてに対して５０％減損ルールを適用することは実務上の制約もあり、重

要性の基準を適用することは会計慣行上、許容されると考えられる。 

⑤ 回復可能性が十分な証拠によって裏付けられるかどうかは主観的判断であるが、そ

こにいう十分な証拠というのは客観的な資料に基づいて合理的な説明が付けられて

いるかどうか、他の人が見てもなるほどと思えるかどうかによって判断することにな

る。その場合、重要なことは経営者として真実それが実現可能だと考えているかどう

かである。また、十分な証拠といえるためには、文書化しておく必要がある。経営者

が、必要なデータを集めて事業計画を策定しており、そのデータに基づいて判断して

いる場合には、仮にその後結果が事業計画と違っていたとしても、それだけで経営者

の判断は誤っていたとはいえないことになる。実績と経営計画が離れたときには、公

認会計士は、企業側に指摘し、従前の経営者の回復可能性に関する判断が本当に合理

的だったかを見直すよう求めることになる。 

⑥ ５年間の事業計画に基づいて回復可能性があると判断したところ、翌年の実績と事

業計画で相当額の差異が生じた場合、未達分のみを減損することではなく、実質価額

まで落とすことになるというのが一般的な理解である。これは、関係会社株式の減損

については、減損するかしないかという判断であって、未達額のみ減損するという解

釈はないと考えられてきたことによる。但し、実務指針の文言では、そこまで明確に

記載していないため、その処理については関与している公認会計士の指導が重要とな

る。このため、実務的にすべてこのような解釈で処理されてきたかどうかは必ずしも

明確ではなく、未達分のみ又は一部のみ減損していた例もあるかと思われるが、一般

的には回復可能性がないと判断して実質価額まで減損する考え方が大勢と思われる。 

⑦ 平成１３年３月期において金融商品会計基準が公正な会計慣行になっていたかどう

かという点については、経過期間の設定、公開草案による意見聴取、実務指針の完成

などの周知徹底措置からみて、これを認める考え方が一般的であるが、適用初年度、

２年目はその解釈について公認会計士の誤解や混乱があった可能性も否定できない。 
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４４４４    電機業界電機業界電機業界電機業界におけるにおけるにおけるにおける関係会社株式減損関係会社株式減損関係会社株式減損関係会社株式減損のののの実績実績実績実績とととと運用運用運用運用にににに関関関関するするするするルールルールルールルール    

 当委員会は、電機業界における平成１３年３月期から平成１９年３月期の金融商品会計

基準・実務指針に基づく関係会社株式減損処理について、各社の有価証券報告書からこれ

に関係すると思われる勘定科目を抜き出して三洋電機の関係会社株式減損と比較検討した。

その結果は、①関係会社株式評価損、関係会社株式等評価損、関係会社株式および出資金

評価損など関係会社株式減損と推定される勘定科目が計上されている会社もあるが、三洋

電機のように、営業外費用など他の勘定科目で計上されている会社もあると考えられるた

め、有価証券報告書だけでは、同業他社の関係会社株式減損の実態を正確に把握すること

はできないこと、②有価証券報告書の記載では、平成１３年３月期から継続して関係会社

株式評価損を計上してきた会社と、平成１８年３月期以降になってから関係会社株式評価

損を計上している会社とがあり、そこに一定の傾向や法則性を見出すことはできない。 

 

５５５５    当委員会当委員会当委員会当委員会のののの会計的判断会計的判断会計的判断会計的判断 

当委員会は、本件調査にあたり、金融商品会計基準･実務指針が「公正な会計慣行」（旧

商法３２条２項）に該当するとの立場に立ち、実務指針策定に関与した会計専門家が金融

商品会計基準･実務指針の趣旨を最もよく理解していると考え、その意見を参考にしつつ、

本件事案に則して総合的な見地から会計的な判断を行った。 

    

第第第第３３３３    本件決算訂正本件決算訂正本件決算訂正本件決算訂正にかかるにかかるにかかるにかかる認定事実認定事実認定事実認定事実    

１１１１    事実認定事実認定事実認定事実認定のののの概要概要概要概要    

 三洋電機は、平成１３年３月期決算において関係会社株式減損を含む金融商品会計基

準・実務指針の適用を受けることとなったことから、平成１２年後半から、中央青山との

間で関係会社株式減損ルールの策定について協議を行ってきた。中央青山は、回復可能性

が疑われる多額の累積損失を有する関係会社株式についてしかるべき減損をすべきである

と主張し、これに対し、三洋電機は、すべての関係会社株式について回復可能性があり減

損の必要がないと主張し、両者の意見が対立した。その過程で、三洋電機と中央青山との

協議により、①減損検討対象を原則債務超過１０億円以上の子会社等１１社1（以下「減損

１１社」という。）に限定したうえ、中央青山から、②減損１１社につき三洋電機が作成し

                                                   
1
 株式会社三洋エル・シー・ディ・エンジニアリング（三洋ＬＣＤ）、新潟三洋電子株式会社（新潟三

洋電子）、岐阜三洋電子株式会社（岐阜三洋電子）ほか８社をいう。なお、平成１４年３月期に３社を「債

務超過でない」として減損検討対象から除いている。 
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た５年間の累損解消計画（以下「５年累損解消計画」という。）に基づいて、初年度は５年

後の累損解消不足額を減損し、③翌期以降は５年累損解消計画と実績との差異（計画未達

額）を減損していくというルールが発案され、両者協議の結果、上記①②③を内容とする

関係会社株式減損に関する会計処理ルール（以下「三洋減損ルール」という。）が策定され

た。 

翌平成１４年３月期において、三洋電機は、三洋減損ルールのうち③の翌期以降は５年

累損解消計画の各期の未達額を減損するというルールを、各期の未達額を減損するのでは

なく、未達が生じた結果、５年後に累損解消不足額が発生した場合に当該解消不足額を減

損するというルールに修正した。そして平成１４年３月期以降平成１６年３月期まで、三

洋電機は、中央青山の承認の下、修正後の三洋減損ルールに従って減損１１社の関係会社

株式減損を行うとともに、５年累損解消計画の未達額の大きな三洋ＬＣＤなどについては

未達額以外に追加減損を行い、さらに減損１１社以外の多額の累積損失を有する三洋電機

クリーンエナジーシステム（以下「クリーンエナジーシステム」という。）外４社の関係会

社株式についても減損を行った（以下これらの関係会社５社を「追加減損会社」という。）。 

その後三洋電機は、平成１７年３月期には三洋減損ルールを廃止して実質価額が投資簿

価の５０％以下となっているすべての関係会社を減損検討対象とし、さらに平成１８年３

月期には金融商品会計基準・実務指針に厳格に準拠した関係会社株式減損処理を行った。

その結果、平成１８年３月期において、三洋電機の関係会社株式減損処理は完了した。 

三洋減損ルールは、金融商品会計基準・実務指針に準拠したものではなく、これにした

がって行われた平成１３年３月期から平成１６年３月期にかけての関係会社株式減損は、

不適切な会計処理であったといわざるを得ない。 

かかる三洋減損ルールを策定しその後の関係会社株式減損に関する会計処理方針を事

実上決定していたのは、平成１６年３月末まで三洋電機の財務担当であった元取締役（以

下「元財務担当取締役」という。）であり、元財務担当取締役の上位者である歴代の会長、

社長および副社長は、これらの会計処理に積極的に関与したものとは認められない。 

平成１３年３月期において、元財務担当取締役を中心とする三洋電機関係者が、金融商

品会計基準･実務指針に準拠していないことを知りながら、あえて三洋減損ルールを策定し

て関係会社株式減損に関して不適切な会計処理を行ったとの事実は認められなかった。ま

た、平成１４年３月期から平成１６年３月期において、元財務担当取締役を中心とする三

洋電機関係者が、配当を実施するため又は損失を先送りする目的で、あえて三洋減損ルー
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ルを適用して不適切な会計処理を行ったことを認定するに足る証拠は認められなかった。 

三洋電機の監査役は、こと関係会社株式減損処理に関して有効かつ適切な監査をしてい

たとは認められず、さらに、会計監査人であった中央青山も、三洋電機に対して金融商品

会計基準・実務指針に適合する会計処理を行うよう適切な指導をしたと認められる証拠は

ない。 

  

２２２２    平成平成平成平成１３１３１３１３年年年年３３３３月期月期月期月期におけるにおけるにおけるにおける三洋減損三洋減損三洋減損三洋減損ルールルールルールルールのののの策定策定策定策定    

２２２２．．．．１１１１    三洋減損三洋減損三洋減損三洋減損ルールルールルールルールのののの内容内容内容内容    

三洋電機は、平成１３年３月期決算において、三洋減損ルールを策定したが、その内容

は次のとおりである。 

① 減損検討対象会社の限定（三洋減損ルール①） 

減損検討対象会社を、原則債務超過１０億円以上の子会社等減損１１社に限定した。 

② 回復可能性についての５年累損解消計画の策定と５年後の累損解消不足額の減損（三

洋減損ルール②） 

減損１１社につき、三洋電機が毎年作成している３ヶ年事業計画（以下「３年事業計

画」という。）とは異なる５年累損解消計画を作成し、初年度は５年間で累積損失を解

消できない額（５年後の累損解消不足額）につき減損処理を行う。 

③ 翌期以降未達額の減損（三洋減損ルール③） 

翌期以降は、５年累損解消計画の計画利益数値に対し、実績の利益数値がこれを下回

った場合は、その差額（計画未達額）のみを当期において減損する。  

    

２２２２．．．．２２２２    平成平成平成平成１３１３１３１３年年年年３３３３月期月期月期月期においてにおいてにおいてにおいて減損検討対象会社減損検討対象会社減損検討対象会社減損検討対象会社をををを減損減損減損減損１１１１１１１１社社社社にににに限定限定限定限定したしたしたした経緯経緯経緯経緯    

(1) 関係者からのヒアリングでは、減損１１社以外には減損要否検討作業を行っていない

との意見と、減損１１社以外の株式の実質価額が投資額の５０％以下になっているすべ

ての関係会社につき減損要否検討作業を行っていたとの意見が対立した。しかし、当委

員会としては、減損１１社に限定したことを窺わせる複数の資料と複数の関係者のヒア

リング結果から、三洋電機は、平成１３年３月期において、減損検討対象を減損１１社

に限定したと認定した。 

(2) 元財務担当取締役、元社長、元会長らは、減損１１社以外の全関係会社についても、
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カンパニー2が回復可能性を検討し、本社は事業検討会3においてカンパニーからのヒアリ

ングによってそれを確認していたなどとして、減損検討対象を減損１１社に限定していな

いと主張するが、減損１１社以外の関係会社につき「十分な証拠」に基づき回復可能性4を

判断していたとは認められず、元財務担当取締役らの主張は採用できない。 

(3) 三洋電機側から中央青山に対し、減損検討対象会社を減損１１社に限定するよう求め

たと認定できる証拠は認められなかった。 

 

２２２２．．．．３３３３    ３３３３年事業計画年事業計画年事業計画年事業計画とはとはとはとは別別別別にににに５５５５年累損解消計画年累損解消計画年累損解消計画年累損解消計画をををを作成作成作成作成したしたしたした経緯経緯経緯経緯    

(1) 減損１１社のうち、７社につき５年累損解消計画が策定された。５年累損解消計画は、

三洋電機において毎年作成される事業計画である３年事業計画の利益数値よりも高い

利益が上がる計画内容となっている。 

(2) ５年累損解消計画は、元財務担当取締役が部下に最大限努力した５年計画をカンパニ

ーに作成させるよう命じ、その部下がカンパニーにその作成を指示して作成された。５

年累損解消計画は、３年事業計画策定時に織り込まれてない条件（例えば三洋ＬＣＤに

ついての有機ＥＬ事業による収益・他社に対する技術供与に関する基本合意に基づく将

来にわたる技術供与料収入）を織り込んだり、３年事業計画作成時の各ファクター5を高

めに設定して作成したため、３年事業計画よりも利益が高く設定されている。中央青山

は、各カンパニーから５年累損解消計画の実現可能性につきヒアリングを行ってそれを

認めた。しかし、当委員会は、５年累損解消計画策定に際しての具体的な根拠資料・基

礎データを十分に入手することはできなかった。 

(3) 中央青山の発案により、５年間で累損が全額解消されなければならないことを前提と

して、初年度は５年後の累損解消不足額を減損することが考案された。初年度は、これ

                                                   
2
  三洋電機が平成１１年４月１日から導入した企業組織制度で、本社および関係会社を事業分野ごと

にセミコンダクター、ソフトエナジー、ホームアプライアンス、マルチメディア、産機システムの５つ

のカンパニーに分け、各カンパニーを１単位として連結経営を行っていた。各カンパニーはいずれも法

人格をもたないバーチャルカンパニー（仮想企業体）であり、各カンパニー以外に本社部門と７つの独

立会社があった。 
3
  三洋電機が毎年２月および８月の年２回開催していた社内会議で、本社から社長・副社長・財務担

当役員らの幹部役員と各カンパニーからカンパニー社長以下の幹部社員とが出席し、各カンパニーの事

業について、予算・設備投資を含む事業計画（通常３年の事業計画）や関係会社を含む事業の継続・清

算などを検討していた。 
4
 市場価格のない株式の実質価額について、取得原価に比べて５０％程度以上低下した場合であっても

回復可能性が十分な証拠によって裏付けられるときは、おおむね５年以内に回復すると見込まれる金額

を上限として、期末において相当の減額をしないことも認められるとする実務指針の定める回復可能性

をいう。 
5
 単価、市場占有率、市場伸び率、粗利、人件費などのコスト下落率等をいう。 
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に従い５年後の累損解消不足が生じる三洋ＬＣＤにつき１４億円を減損した。 

 

２２２２．．．．４４４４    翌期以降未達分翌期以降未達分翌期以降未達分翌期以降未達分のみのみのみのみ減損減損減損減損するというするというするというするという処理処理処理処理にににに至至至至ったったったった経緯経緯経緯経緯 

① ５年累損解消計画については、中央青山の要請により毎期見直すことはせず、５年間

固定することとされた。なお、実務的にも、回復可能性の判定に使用する事業計画につ

いては当該期間固定するというのが通例である。 

② 未達が生じても回復可能性があるので実質価額まで減損しなくてもよいという三洋電

機側の主張に対し、未達が生じた場合には然るべき会計処理をすべきであると主張する

中央青山との間で意見対立が生じるという状況において、翌期以降未達分のみ減損する

というルールを中央青山が発案したものである。 

    

２２２２．．．．５５５５    三洋減損三洋減損三洋減損三洋減損ルールルールルールルールにににに関関関関するまとめするまとめするまとめするまとめ    

 三洋減損ルールは、金融商品会計基準･実務指針に基づく関係会社株式減損会計の導入初

年度である平成１３年３月期において、かねてから課題であった多額の累積損失を抱える

関係会社に対する投融資に関する会計処理ルールを設定するため、三洋電機と中央青山と

が協議した結果、中央青山から発案され、両者で協議して策定されたものである。 

三洋減損ルールは、①当初５０％ルール6を無視して減損１１社のみを減損検討対象とし

ていること、②回復可能性の判断について、減損１１社につき通常の３年事業計画ではな

く、回復可能性を裏付ける十分な証拠とはいえない５年累損解消計画を作成して判断して

いること、③翌期以降は５年累損解消計画の未達額のみを減損していることからみて、金

融商品会計基準･実務指針に準拠しない不適切な会計処理であった。 

しかし、①当時、金融商品会計基準･実務指針による関係会社株式減損会計の導入初年

度で、実務指針の平成１３年７月改正も公表されておらず、回復可能性の判断につき実務

上明確な基準もなく混乱や誤解もあったと考えられる時期であること、②中央青山も、関

係会社株式減損について、当初から５０％ルールの厳格な適用を求めず、重要性の原則に

より債務超過１０億円以上の関係会社につき関係会社株式減損を検討するよう指示し、か

つ５年累損解消計画による回復可能性についてもカンパニー幹部からのヒアリングにより

これを承認するなど、必ずしも明確かつ適切な基準を示して三洋電機を指導していたとは

                                                   
6
 株式の実質価額が取得原価に比べて５０％程度以上低下した場合は、相当の減額をなし、評価差額は

当期の損失として処理しなければならないとする金融商品会計基準・実務指針の定める関係会社株式の

減損にかかる基準をいう。 
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認められないこと、③三洋電機は、減損１１社を含めて多額の累積損失をかかえる関係会

社について、事業検討会などで累積損失の解消可能性を検討し、半導体事業につき当時半

導体バブルといわれた時期であり、かつ半導体事業はボラティリティの高い事業であるこ

と、液晶事業につき有機ＥＬ事業の早期出荷を予定しその旨公表していたことなどから、

いずれも回復可能と判断していたこと、④当時、三洋電機は、平成１３年３月期において

十分な配当可能利益を有していたこと、以上からみて、元財務担当取締役を中心とする三

洋電機関係者が金融商品会計基準･実務指針に準拠していないことを知りながらあえて三

洋減損ルールを策定して関係会社株式減損を含む会計処理を行ったとまでは認められない。 

    

３３３３    平成平成平成平成１４１４１４１４年年年年３３３３月期月期月期月期からからからから平成平成平成平成１６１６１６１６年年年年３３３３月期月期月期月期までのまでのまでのまでの減損処理減損処理減損処理減損処理    

３３３３．．．．１１１１    平成平成平成平成１４１４１４１４年年年年３３３３月期月期月期月期のののの減損処理減損処理減損処理減損処理    

 ５年累損解消計画の計画利益数値を達成しているのは２社のみであった。三洋電機は、

平成１３年７月の実務指針改正により、「おおむね５年以内」と規定されたことから、単年

度で未達分を減損するのではなく、計画未達発生により生じる５年後の累損解消不足額を

減損することを主張し、中央青山はこれを了承した。その結果、当期は、修正された三洋

減損ルールに基づき、三洋ＬＣＤにつき３１億０４百万円、岐阜三洋電子・新潟三洋電子

につき５４億５５百万円の合計８５億５９百万円を減損した。 

    

３３３３．．．．２２２２    平成平成平成平成１５１５１５１５年年年年３３３３月期月期月期月期のののの減損処理減損処理減損処理減損処理 

 減損１１社のうち、特に三洋ＬＣＤ、岐阜三洋電子・新潟三洋電子は計画利益数値の大

幅な未達であった。中央青山は、減損検討対象会社の範囲を拡大するため、減損１１社以

外にも５ヶ年計画を作成して減損要否を検討するよう三洋電機に要求した。これに対し三

洋電機は、当初減損１１社以外については、事業検討会におけるヒアリングで事業の回復

可能性を判断しているとして５ヶ年計画の作成を拒否するなど、関係会社株式減損に関し

て中央青山と三洋電機との間で意見が対立するようになったが、中央青山は、最終的には

三洋電機の処理を容認した。当期は、①三洋減損ルールに基づき合計８５億８１百万円の

減損を行い、②あわせて三洋ＬＣＤにつき１３３億６６百万円の追加減損を行った。③ま

た、減損１１社以外にも、追加減損会社５社のうち２社につき合計６０億円の減損を行い、

当期の関係会社株式減損額は合計２７９億４７百万円となった。 
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３３３３．．．．３３３３    平成平成平成平成１６１６１６１６年年年年３３３３月期月期月期月期のののの減損処理減損処理減損処理減損処理    

減損１１社のうち、特に三洋ＬＣＤ、岐阜三洋電子・新潟三洋電子は計画利益数値の大

幅な未達であった。中央青山は、減損１１社につき未達分の忠実な減損と追加減損会社に

ついての減損を要求していた。当期は、①三洋減損ルールに基づき合計２２３億６９百万

円の減損を行い、②あわせて清算が決定していた三洋ＬＣＤにつき未達分以外に追加で１

４５億７５百万円を、岐阜三洋電子・新潟三洋電子につき追加で５０億円の減損を行った。

③さらに、追加減損会社５社につき合計２０８億３８百万円の減損を行い、当期における

関係会社株式減損額は合計６２７億８２百万円となった。 

 

３３３３．．．．４４４４    平成平成平成平成１４１４１４１４年年年年３３３３月期月期月期月期からからからから平成平成平成平成１６１６１６１６年年年年３３３３月期月期月期月期までのまでのまでのまでの三洋減損三洋減損三洋減損三洋減損ルールルールルールルールのののの運用運用運用運用についてについてについてについて    

 三洋電機は、平成１４年３月期以降、減損１１社につき三洋減損ルールに従って未達分

について減損処理を行なうとともに、減損１１社のうち未達額が特に大きな関係会社につ

いて未達額以外に追加減損を行った。また、平成１５年３月期以降、減損１１社以外の追

加減損会社５社についても関係会社株式減損を行っている。しかし、減損１１社および追

加減損会社５社以外の関係会社について５０％ルールに基づく厳格な減損要否の検討を行

っておらず、また、減損１１社のうち５年累損解消計画と実績とが大幅に乖離している子

会社等について５年累損解消計画を見直して実質価額への減額を行っていない。この間、

中央青山は、三洋電機に対し、平成１５年３月期以降、減損１１社以外の重要な欠損子会

社についても５年事業計画を作成して減損要否を検討するよう強く要求していたが、５年

累損解消計画が未達となった減損１１社につき実質価額への減損を要請した様子はなく、

三洋電機の行った未達額の減損を容認していた。 

 元財務担当取締役の説明によれば、①減損１１社以外の関係会社についてもカンパニー

との事業検討会でのヒアリング等を通じて累積損失の解消可能性を確認しており、多額の

累積損失を抱える追加減損会社については、中央青山の指示に従って減損を行っていたこ

と、②減損１１社のうち、大幅な未達が生じている岐阜三洋電子・新潟三洋電子などにつ

いては、カンパニーとの事業検討会等を通じて累積損失の解消可能性を確認しているうえ、

未達分の減損に加えて保守的に追加減損を行っているところ、未達分のみを減損すること

は中央青山との間で合意したルールに基づく処理であるから、金融商品会計基準・実務指

針に準拠しているとのことである。 

しかし、①投資額の５０％以上毀損している関係会社株式については、重要性の原則に
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よる合理的な基準に基づき減損検討対象外とされる場合を除き、実現可能性のある合理的

な事業計画を策定して回復可能性の判断を行い、それに基づいて減損処理を行うべきであ

って、事業検討会でのヒアリング等による簡便な方法で回復可能性を判断することは、金

融商品会計基準・実務指針の趣旨に適合していない。また、②減損１１社や追加で５年事

業計画を作成した多額の累損を有する関係会社のうち、大幅な未達が生じている関係会社

については、５年累損計画の実現可能性に重大な疑義が生じていたのであるから、５年累

損解消計画・５年事業計画を見直して残存期間につき実現可能性のある合理的な事業計画

を策定し、少なくとも投資額の７０～８０％まで回復する見込みがなければ、その時点で

実質価額まで減額すべきである。したがって、三洋電機が行った５年累損解消計画の未達

分の減損または合理的な基準によらない追加減損をするだけでは、金融商品会計基準・実

務指針の趣旨に適合していないことは明らかである。 

しかしながら、当時、元財務担当取締役は、三洋減損ルールに基づく関係会社株式減損

処理が金融商品会計基準・実務指針に適合していると確信しており、この確信は上記のと

おり誤ったものではあるが、元財務担当取締役を中心とする三洋電機関係者が、配当可能

利益を確保して配当を実施するため又は関係会社株式減損による損失を先送りする目的で、

三洋減損ルールを適用したことまで認定するに足る証拠は認められない。 

 

４４４４    平成平成平成平成１７１７１７１７年年年年３３３３月期月期月期月期におけるにおけるにおけるにおける減損減損減損減損処理処理処理処理    

４４４４．．．．１１１１    減損減損減損減損ルールルールルールルールのののの変更変更変更変更    

中央青山は、平成１６年４月以降、三洋電機に対し、５０％ルールに基づく減損検討対

象会社の範囲拡大を提案し、三洋電機側もこれを前向きに検討した結果、平成１７年３月

期決算において、三洋減損ルールは以下のとおり大きく変更された（以下「平成１７年ル

ール」という。）。 

①純資産持分額が投資額に比して５０％下落しているすべての関係会社について減損

の要否を検討する。 

②当該関係会社について５ヶ年計画（平成１７年３月期の３年事業計画の３年目の計画

利益を５年目まで延長したもの。）を作成し、５ヶ年計画を適用した場合の５年後の

累損解消不足があれば、当該不足分のみ減損する。 

③ただし、債務超過会社については、５年間の利益計画にかかわらず、まずその投資額

を減損処理する。 
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４４４４．．．．２２２２    平成平成平成平成１７１７１７１７年年年年ルールルールルールルールへへへへ変更変更変更変更したしたしたした理由理由理由理由    

 平成１７年３月期において、当初の三洋減損ルールが廃止され、ルールが大幅に変更さ

れたのは、中央青山が、三洋減損ルールを軌道修正すべきであると考え、財務担当役員が

元財務担当取締役から他の役員に変更したことを契機に、三洋電機にこれを強く要請した

ことによるものである。その背景には、中央青山は、①三洋電機の監査について米国監査

法人プライス・ウォーターハウス・クーパースの承認を得なければならないこととなった

が、その承認を得るためには従来の会計方針を見直す必要があり、その一つが関係会社株

式減損であると考えていたこと、②中央青山の担当公認会計士が交代し、従来三洋電機を

担当していなかった公認会計士から三洋減損ルールを軌道修正すべきであるとの提案がな

されたこと等の事情があったと考えられる。これに対し、三洋電機側も、平成１６年４月

に行われた中央青山からの提案を踏まえて、５０％ルールの適用を前向きに検討していた

ところ、中央青山の担当公認会計士と審査会との間で平成１７年３月期決算において５

０％ルールを適用することで意見が統一されたことから、三洋減損ルールを廃止し平成１

７年ルールを採用したものである。 

    

４４４４．．．．３３３３    平成平成平成平成１７１７１７１７年年年年ルールルールルールルールにににに三洋減損三洋減損三洋減損三洋減損ルールルールルールルールがががが一部残一部残一部残一部残っているっているっているっている経緯経緯経緯経緯およびおよびおよびおよび理由理由理由理由    

平成１７年ルールには、５ヶ年計画を適用した場合の５年後の累損解消不足額を減損す

る点において三洋減損ルールの考え方が一部残っている（三洋減損ルール②参照）。その経

緯および理由は、中央青山の担当公認会計士が漸次軌道修正をすればよいとの意見を持っ

ており、まず５ヶ年計画を適用した場合の５年後の累損解消不足額のみ減損処理すること

にし、次のステップは来期以降に検討することにすることになったものである。 

    

４４４４．．．．４４４４    平成平成平成平成１７１７１７１７年年年年３３３３月期月期月期月期におけるにおけるにおけるにおける減損処理減損処理減損処理減損処理    

平成１７年ルール適用の結果、平成１７年３月期においては、欠損子会社等１８社で合

計５０３億６４百万円の減損処理を行うこととなった。 

    

４４４４．．．．５５５５    平成平成平成平成１６１６１６１６年年年年９９９９月中間期月中間期月中間期月中間期ににににルールルールルールルール変更変更変更変更しなかったしなかったしなかったしなかった理由理由理由理由    

三洋電機が平成１６年９月中間期にルールを変更しなかった理由については、当時中央

青山でも担当公認会計士および審議会内部で意見が統一されておらず、ルールの変更を強
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くは求めていなかったようである。 

    

５５５５    平成平成平成平成１８１８１８１８年年年年３３３３月期月期月期月期におけるにおけるにおけるにおける減損処理減損処理減損処理減損処理    

５５５５．．．．１１１１    再度再度再度再度ののののルールルールルールルール変更変更変更変更    

平成１７年度に入り、新潟県中越地震による新潟三洋電子被災の影響などもあり三洋電

機の経営悪化が深刻となり、平成１７年１０月以降急激な信用収縮が発生した。そのよう

な状況のもと、中央青山の監査態度が一段と厳格となり、減損ルールの厳格化を三洋電機

に要請した。その結果、平成１７年９月中間期からはさらに厳しい以下の内容に変更され

た（以下「平成１８年ルール」という。）。 

①純資産持分額が投資額に比して５０％下落しているすべての関係会社について減損

の要否を検討する。 

②当該関係会社について５ヶ年計画（平成１８年３月期の３年事業計画の 1 年目の計画

利益を４年後まで延長したもの。）を作成し、５ヶ年計画を適用した場合の５年後（平

成１８年３月期から４年後）の累損解消不足があれば、不足分のみ減損するのではな

く、当期において含み損失額を一気に減損し、実質価額に引き下げる。 

③ただし、債務超過会社については、５年間の利益計画にかかわらず、まずその投資額

を減損処理する。 

平成１８年ルールは、金融商品会計基準・実務指針を非常に厳格に解釈しこれを適用し

たものである。とりわけ、５年後の累損解消不足があればその程度にかかわらず実質価額

に引き下げるのは、５年後に７０％ないし８０％程度回復すれば減損を行わないとする実

務慣行からみても極めて厳しい処理方法と評価される。 

このような極めて厳しい平成１８年ルールを策定した経緯および理由については、①中

央青山において、カネボウ粉飾決算に関与した公認会計士が逮捕・起訴されるなどの不祥

事を起こしたことと、②三洋電機の財務状況が悪化し、平成１７年９月中間期において、

三洋電機の財務諸表に関する監査報告書に中央青山が「継続企業の前提に重大な疑義を生

じさせる事象又は状況」が発生したことの注記を記載するに至ったことから、２～３年か

けて軌道修正していけばよいという平成１７年ルール導入時の方針を変更し、中央青山が

三洋電機に対しほぼ一方的にきわめて厳格な平成１８年ルールの適用を要求してきたこと

によるものである。 
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５５５５．．．．２２２２    平成平成平成平成１８１８１８１８年年年年３３３３月期月期月期月期におけるにおけるにおけるにおける減損処理減損処理減損処理減損処理    

このルール変更により、平成１７年９月中間期において１０６４億０５百万円の減損を

実施し、さらに平成１８年３月期において９２６億１１百万円の減損を実施し、三洋電機

における関係会社株式の減損処理はこの時点で完全に処理された。 

    

５５５５．．．．３３３３    平成平成平成平成１７１７１７１７年年年年９９９９月中間期月中間期月中間期月中間期とととと１８１８１８１８年年年年３３３３月期月期月期月期ののののルルルルールールールールがががが同一同一同一同一であったにもかかわらずであったにもかかわらずであったにもかかわらずであったにもかかわらず、、、、

１８１８１８１８年年年年３３３３月期月期月期月期にににに再度巨額再度巨額再度巨額再度巨額のののの減損減損減損減損がががが発生発生発生発生しているしているしているしている理由理由理由理由    

 三洋電機は、平成１７年９月中間期に１０００億円を超える減損処理を行ったうえ、さ

らに平成１８年３月期に９００億円を超える減損処理を追加で行っている。その理由につ

いて、財務担当役員から、中間期決算以降下期に生じた事象（構造改革、下期期初に見込

めなかった損失発生）について会計処理を適切に行ったためであり、平成１７年９月中間

期に減損処理すべきものを平成１８年３月期に処理したということはないとの説明を受け

た。当委員会は、この説明内容を検証するため、平成１８年３月期に行った関係会社株式

減損処理のうち５０億円以上の５件合計６１７億円について調査したところ、これら５件

に関する上記説明内容はいずれも合理的なものであり納得しうるものであった。 

    

５５５５．．．．４４４４    平成平成平成平成１８１８１８１８年年年年３３３３月期月期月期月期におけるにおけるにおけるにおける過年度決算過年度決算過年度決算過年度決算のののの訂正訂正訂正訂正    

    三洋電機が関係会社株式減損処理を完了した平成１８年３月期において決算訂正を行

うべきであったかどうか、なぜそれがなされなかったかを調査検討した。 

 まず、三洋電機が対象期間の過年度決算について自主訂正を行っていることからみて、

平成１８年３月期決算においてその事実を把握していたのであれば、その時点において対

象期間の過年度決算について自主訂正を行うべきであったと考えるのが自然かつ合理的で

ある。中央青山は、平成１７年９月中間期および平成１８年３月期の各決算において厳格

な平成１８年ルールの導入を強く要求し、その時点で会計処理すべきものはすべて処理す

るよう指示していたが、対象年度の過年度決算の訂正まで要求もしくは指導したことはな

かった。このため、三洋電機としては、中央青山の指示に従って、平成１７年９月中間期

および平成１８年３月期の各決算において平成１８年ルールに基づいて関係会社株式減損

の処理を行うことを認識し実施していたものの、それ以前の対象期間の過年度決算につい

てまで訂正すべきであるとの認識は持っていなかったものと認められる。 

次に、三洋電機は、関係会社株式減損に関する会計処理ルールについて、中央青山から
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の指導に従って、平成１７年ルールに変更し、さらに平成１８年ルールに変更して、それ

ぞれ会計処理を行っている。その際、従前の三洋減損ルールによる関係会社株式減損の処

理につき５０％ルールに沿っていないなどの問題があることは一応認識しており、したが

って、平成１８年３月期決算において対象期間の過年度決算を訂正する必要があるという

事実を認識することが全く不可能であったとまではいえない。しかし他方、①日本の企業

会計基準に基づく会計処理では、当年度に判明した過年度の事象についても、原則として

当年度の会計処理とすることが認められており、国際財務報告基準および米国会計基準と

異なり、必ずしも過年度決算の訂正を要しないとされており、②実際にも、三洋電機は平

成１６年３月期・平成１７年３月期における決算の訂正で単体決算の訂正を行わなかった

ことと、③中央青山は、平成１８年ルールに基づく厳格な関係会社株式減損を指示するだ

けで過年度決算の訂正に関する指導・意見を全く述べていなかった。以上からみて、平成

１８年３月期決算において対象期間の過年度決算訂正の必要性を認識した上で、これを実

施することは実際上極めて困難であり、さらに中央青山が自ら適正意見を表明した過年度

決算つき、その訂正を承認したかは甚だ疑問であって、事実上ほとんど不可能ではなかっ

たかと思われる。 

    

６６６６    自主訂正自主訂正自主訂正自主訂正    

 三洋電機は、主に対象期間の単体決算について自主訂正を行い、太陽ＡＳＧ監査法人を

会計監査人に選任して過年度決算に関する財務諸表の監査を委嘱し、平成１９年１２月２

５日、関東財務局に対し訂正報告書を提出した。 

    

７７７７    三洋電機三洋電機三洋電機三洋電機におけるにおけるにおけるにおける関係会社株式関係会社株式関係会社株式関係会社株式減損処理減損処理減損処理減損処理にににに対対対対するするするする関係者関係者関係者関係者のののの関与関与関与関与    

７７７７．．．．１１１１    取締役取締役取締役取締役についてについてについてについて        

７７７７．．．．１１１１．．．．１１１１    元財務担当取締役元財務担当取締役元財務担当取締役元財務担当取締役についてについてについてについて    

 元財務担当取締役は、三洋減損ルールが策定された平成１３年３月期から平成１６年３

月期まで、財務担当取締役として、三洋減損ルールの策定、その後の減損処理の方針・減

損額等につき決定を行ったものと認められる。 

なお、元財務担当取締役は平成１６年３月末日で財務担当を外れ、同年４月１日から他

の役員が財務担当となっているため、平成１６年３月期決算における関係会社株式減損処

理を実質的に決定したのは誰かを調査検討した。ヒアリングの結果および資料（平成１６
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年３月１９日公表の平成１６年３月期の業績予想修正数値と平成１６年４月２７日付の平

成１６年３月期の決算公表数値がほぼ同一であること。）からみて、平成１６年３月１９日

までに、元財務担当取締役が率いる財務部門が平成１６年３月期における関係会社株式減

損を含む決算内容をほぼ決定していたことが窺えることから、平成１６年３月期の関係会

社株式減損処理についても、元財務担当取締役が実質的に決定したと考えられる。 

 

７７７７．．．．１１１１．．．．２２２２    元社長元社長元社長元社長についてについてについてについて    

元社長は、平成１２年１１月に三洋電機の社長に就任し、平成１７年６月まで社長の地

位にあった。ヒアリング結果によれば、元社長は、決算取締役会までに個別に元財務担当

取締役から関係会社株式減損の概要を含む決算内容の報告を受けていたものの、減損処理

のルールの策定やそれに基づく個々の関係会社の減損処理につき自ら決定して元財務担当

取締役に指示する等の積極的関与を認定しうる証拠は認められなかった。 

しかしながら、元社長は、元セミコンダクターカンパニー社長および三洋電機の社長と

して、関係会社が多額の累積損失を抱えていることを熟知しており、その後も事業検討会

などでその業績の推移は十分理解していたはずである。また、中間決算および期末決算に

おいて、決算取締役会前に元財務担当取締役から関係会社株式減損の内容の説明を受けて

いたにもかかわらず、元財務担当取締役による不適切な会計処理を是正することなく、そ

の結果、不適正な財務諸表が市場に開示された。 

    

７７７７．．．．１１１１．．．．３３３３    元元元元副社長副社長副社長副社長ＡＡＡＡについてについてについてについて    

元副社長Ａは、平成１０年６月代表取締役副社長に就任し、平成１４年６月取締役を退

任しているが、財務担当として決算を担当していたのは平成８年までであり、その後はＣ

ＦＯになっているものの、決算に直接は関与しておらず、少なくとも三洋減損ルールの策

定およびその運用に直接関与したことを認定しうる証拠は認められなかった。 

    

７７７７．．．．１１１１．．．．４４４４    元元元元副社長副社長副社長副社長ＢＢＢＢについてについてについてについて    

元副社長Ｂは、平成１４年６月に代表取締役副社長に就任し、平成１７年１０月取締役

を辞任しているが、平成１５年４月までは戦略、管理担当であって決算には関与しておら

ず、その後副社長兼ＣＦＯとなったものの、元財務担当取締役が実質的に決算内容を決定

した平成１６年３月期まで三洋電機の決算に直接関与することはなかったと認められる。
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したがって、元副社長Ｂについては、少なくとも三洋減損ルールの策定およびその運用に

直接関与したことを認定しうる証拠は認められなかった。 

    

７７７７．．．．１１１１．．．．５５５５    前前前前社長社長社長社長についてについてについてについて    

前社長は、平成１４年６月に代表取締役副社長、平成１７年６月に代表取締役社長とな

り、平成１９年４月社長を辞任したが、平成１７年６月に社長に就任するまでは、決算に

直接関与しておらず、三洋減損ルールの策定やその運用に関与していたことを認定しうる

証拠は認められない。 

    

７７７７．．．．１１１１．．．．６６６６    元元元元会長会長会長会長についてについてについてについて    

元会長は、平成４年１２月に代表取締役会長に就任し、平成１８年２月取締役を辞任し

たが、決算取締役会前に個別に元財務担当取締役から関係会社株式減損を含む決算内容の

報告を受けるものの、決算については財務のトップである元財務担当取締役を信頼して任

せていたようであり、少なくとも、三洋減損ルールの策定やその運用および個別の関係会

社株式減損処理につき自ら決定して元財務担当取締役に指示したことを認定しうる証拠は

認められなかった。 

しかしながら、元会長は、三洋電機の会長として、関係会社が多額の累積損失を抱えて

いることを熟知しており、その後も元財務担当取締役から報告をうける等して、その業績

の推移は十分理解していたはずである。また、元会長は、中間決算および期末決算におい

て、決算取締役会前に元財務担当取締役から関係会社株式減損の内容の説明を受けていた

にもかかわらず、元財務担当取締役による不適切な会計処理を是正することなく、その結

果、不適正な財務諸表が市場に開示された。 

    

７７７７．．．．１１１１．．．．７７７７    三洋電機三洋電機三洋電機三洋電機におけるにおけるにおけるにおける関係会社関係会社関係会社関係会社株式株式株式株式減損処理減損処理減損処理減損処理のののの実質的決定者実質的決定者実質的決定者実質的決定者    

    以上のとおり、三洋電機において、関係会社株式減損につき三洋減損ルールを策定しそ

の後の減損処理についても実質的な最終決定を行っていたのは元財務担当取締役であり、

本件会計処理を行った中心人物であると認められる。 

元財務担当取締役の上位者である元副社長らは対象期間において決算にはほとんど関

与しておらず、元会長および元社長は決算取締役会前に元財務担当取締役から決算報告を

受けるなかで関係会社株式減損について個別に説明を受けていたものの、決算については
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元財務担当取締役を信頼して任せていたようであり、関係会社株式減損につき積極的な関

与まで認定できる証拠は認められなかった。 

 

７７７７．．．．２２２２    監査役監査役監査役監査役についてについてについてについて    

 当委員会は、三洋電機の常勤監査役２名および社外監査役１名に対しヒアリングを行っ

た。監査役はいずれも、中央青山と十分連携をとらず、自ら積極的に情報収集を行うこと

なく、執行部と中央青山との間で行われていた関係会社株式減損に関するやりとりについ

てもほとんど情報を得ておらず、その結果、関係会社株式減損処理について執行部・カン

パニー・中央青山の処理を受動的に信頼して受け入れるのみであった。 

 

７７７７．．．．３３３３    中央青山中央青山中央青山中央青山についてについてについてについて    

 中央青山は、金融商品会計基準・実務指針の定める５０％ルールを厳格に適用すること

なく、三洋電機と協議して減損検討対象会社を原則債務超過１０億円以上の減損１１社に

限定し、減損１１社につき三洋電機が作成した３年事業計画と乖離した５年累損解消計画

の実現可能性を肯定したうえ、初年度は５年後の累損解消不足額を減損し、翌期以降は毎

年５年累損解消計画と実績との差額（計画未達額）を減損するという処理ルールを発案し、

三洋電機と協議して金融商品会計基準・実務指針に適合しない三洋減損ルールを策定した。 

 このような三洋減損ルールは、回復可能性が疑われる多額の累積損失を有する関係会社

株式についてしかるべき減損をすべきであると主張する中央青山と、すべての関係会社に

ついて回復可能性があると主張する三洋電機側との間で意見対立が生じ、中央青山が発案

して両者協議して策定されたものであると思われる。この点については、関係会社株式減

損導入初年度においては、実務指針も回復可能性の判断基準について具体的に定めておら

ず、当然減損処理方針も確立したものがなく、実務上の混乱が生じていたということがそ

の背景にあると推測され、ある程度やむを得ない側面もあったと思われる。 

 しかし、平成１３年７月には実務指針が改正され、回復可能性の判断方法も具体的に定

められたのであるから、中央青山は、三洋電機に対し、三洋減損ルールは、金融商品会計

基準・実務指針に適合していないことを十分に説明・指導して、早期にルール変更を指示

すべきであった。 

 しかるに、中央青山は、減損１１社のうち大部分で５年累損解消計画の未達が発生し続

けていたにもかかわらず、減損１１社については「５年累損解消計画と実績との差額の減
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損処理の忠実な実施」を三洋電機に指示するのみで、５年累損解消計画の見直しを求めた

り、あるいは原則どおり実質価額まで減損することを三洋電機に指導したことを示す明確

な証拠は認められない。また、中央青山は、各期の減損処理において減損不足を認識しな

がらも、三洋電機側から事前に十分な資料の提供を受けることなく、適正意見を表明する

こともあったものと認められる。 
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第第第第４４４４    会計的評価会計的評価会計的評価会計的評価    

１１１１    概要概要概要概要    
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２２２２    減損検討対象会社減損検討対象会社減損検討対象会社減損検討対象会社のののの決定決定決定決定プロセスプロセスプロセスプロセスとととと評価評価評価評価    

 平成１３年３月期において、減損要否検討対象を、原則１０億円以上の債務超過会社に

絞った点につき、元財務担当取締役の説明を前提とする元会長の陳述から以下の２点が指

摘される。 

(1) 債務超過１０億円以上の減損１１社を減損要否検討対象としたのは、企業会計におけ

る重要性の原則による。 

(2) それ以外の関係会社の株式については、事業計画のヒアリングなど、「簡便的な手続

き」により回復可能性の検討を行った。 

    

２２２２．．．．１１１１    重要性重要性重要性重要性のののの判断判断判断判断によるによるによるによる減損検討対象減損検討対象減損検討対象減損検討対象のののの選定選定選定選定のののの評価評価評価評価    

 重要性の原則は、量的側面と質的側面の両面で並行的に判断されるべきであるが、損益

項目の量的側面については、利益の３～５％を目安とするのが一般である。 

三洋電機の過去５年間の経常利益の平均の５％は約１０億円となるので、詳細な減損要

否検討対象を１０億円以上の債務超過会社としたことは実務的にはあながち妥当性を欠く

とはいえないかもしれない。しかし、重要性が乏しいと判定された個別項目の合計金額が

重要性を持つこともありえるので、その場合は重要性の基準を引き下げることも検討すべ

きであったであろう。 

そこで当委員会は、減損１１社以外の必要減損検討額7を調査した。平成１３年３月期の

関係会社のうち、実質価額が投資簿価に比べて５０％以上低下したのは５２社である。こ

のうち、減損１１社以外の必要減損検討額の合計は５１８億円（過去５年間の経常益平均

額の２．３６倍）にのぼり、この金額は企業の財政状態および経営成績に関する合理的な

判断を妨げない程度に重要性が乏しいとはいえない。減損１１社の減損検討額は、関係会

社全体の必要減損検討額の６０％程度しかカバーできていない。 

したがって当委員会は、債務超過１０億円による「重要性の原則」に基づいて減損１１

社以外に簡便的な方法を選択したことは適切な会計上の判断ではなかったと結論付けた。 

    

２２２２．．．．２２２２    債務超過債務超過債務超過債務超過、、、、累積損失累積損失累積損失累積損失のののの解消解消解消解消とととと減損要否検討減損要否検討減損要否検討減損要否検討のののの混同混同混同混同    

(1) 債務超過と資本欠損の混同 

                                                   
7
 ５０％以上低下している関係会社について、次の減損検討額の合計を必要減損検討額とする。  

減損検討額＝三洋電機の投資簿価－三洋電機持分比率×関係会社の実質純資産額。ただし、関係会社の

実質純資産額がマイナスの場合は、三洋電機の投資簿価。 
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 本件のヒアリング調査においては、減損要否検討の対象会社の選定プロセスにおける債

務超過概念と資本欠損概念との混同が認められ、これが結果的に平成１３年３月期以降の

減損要否の検討対象会社の選定にあたって微妙な影響を及ぼしたであろうと予想される。 

(2) 債務超過の解消と減損要否の検討の混同 

会社側は、平成１４年３月期に減損１１社のうち３社は「債務超過ではないので対象か

ら外す。」と主張するとともに、追加減損会社のうち１社についても資本注入による債務

超過の解消によって減損処理は不要と判断し、中央青山もこれを容認している。したがっ

て、債務超過の解消と減損要否の検討を混同していたと推察せざるを得ない。 

(3) 減資等による累積損失の解消と減損要否の検討の混同 

三洋電機は平成１３年３月期に減損１１社のうち１社について、減資と今後の５年間の

年度損益によって累積損失は解消される予定として、減損処理は不要と判断している。企

業会計上は、減資または法定準備金の減少の手続きをとることにより、関係会社における

累積損失を資本金又は法定準備金の減少額と相殺することが可能である。しかしながら、

当該処理による関係会社の累積損失の減少は、親会社である三洋電機における関係会社の

減損検討額の減少を意味しない。 

    

２２２２．．．．３３３３    ５０５０５０５０％％％％ルールルールルールルールをををを無視無視無視無視したしたしたした減損検討対象会社減損検討対象会社減損検討対象会社減損検討対象会社のののの選定選定選定選定    

 減損すべきか否かの第一次的フィルターは関係会社の実質価額が投資簿価に比べて５

０％程度以上低下していたかどうかである。しかしながら、当委員会のヒアリング調査の

結果、減損１１社以外の相当数の累積損失会社に対して５０％ルールを適用したとする明

確なエビデンスを得ることはできなかった（５０％ルールの適用は平成１７年３月期から）。 

そこで当委員会は、５０％ルールを適用していたか否かを判断するために、平成１３年

３月期の関係会社のうち、実質価額が投資簿価に比べて５０％以上低下した関係会社５２

社について、３年事業計画の３年目の計画利益が４年目および５年目にも継続すると仮定

することにより、関係会社の実質価額が投資簿価まで５年以内に回復するか否かを調査し

た。調査結果によると、投資簿価の７０％の回復も認められない関係会社は３４社にのぼ

った。 

以上から当委員会は、減損検討対象会社の選定を５０％ルールではなく、第一次的フィ

ルターとして債務超過または資本欠損においた会計的な判断は適切ではなかったと結論付

けた。 
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３３３３    減損減損減損減損１１１１１１１１社社社社のののの回復可能性回復可能性回復可能性回復可能性のののの決定決定決定決定プロセスプロセスプロセスプロセスとととと評価評価評価評価    

減損すべきか否かの第二次的フィルターは、関係会社の投資簿価の回復可能性が合理的

な根拠によって裏付けられるかどうかである。本件では、減損１１社については３年事業

計画とは別途に所轄カンパニーの責任の下で５年累損解消計画を作成し、５年間にわたっ

て累損を解消しようとしている。ここでは、３年事業計画が、初年度については来期の予

算として取締役会で承認する事業の必達目標であるのに対して、５年累損解消計画は、累

損解消のためのチャレンジ目標（「晴天計画」）として位置づけられている。すなわち５

年累損解消計画は、３年事業計画のファクターを高めに設定したり、３年事業計画には織

り込まれていない条件をプラスアルファで考慮して作成されていた。したがって、本件の

減損処理が妥当性をもつかどうかは、５年累損解消計画の合理性ないし実現可能性にかか

っているといえる。 

    

３３３３．．．．１１１１    ３３３３年事業計画年事業計画年事業計画年事業計画とととと５５５５年累損解消計画年累損解消計画年累損解消計画年累損解消計画とのとのとのとの関係関係関係関係    

３年事業計画と５年累損解消計画とは、理論的には将来事象が発生する期待の確実性の

程度の違いとして位置づけることができる。このうち３年事業計画と３年事業計画のファ

クターを高めに設定して作成された５年累損解消計画は、期待される情報が一定の確率に

よって予測される「確率期待8」の状況に該当する。３年事業計画には織り込まれていない

条件をプラスアルファで考慮して作成された５年累損解消計画（例えば三洋ＬＣＤ）は、

まだ事業化されていない有機ＥＬ等その時点で入手可能なすべての定性的な根拠を加味し

て作成されたものであるため、将来の事象がただ主観的に予測される「信頼期待9」（主観

的不確実期待）の状況に相当する。 

    

３３３３．．．．２２２２    ５５５５年累損解消計画年累損解消計画年累損解消計画年累損解消計画とととと実現可能性実現可能性実現可能性実現可能性のののの評価評価評価評価    

当委員会は、つぎの通り５年累損解消計画の実現可能性には大きな不確実性を伴うとい

え、これが回復可能性を裏付ける合理性な証拠を示すといえるかどうかは疑問であると判

断した。 

(1) ３年事業計画のファクターを高めに設定した５年累損解消計画は、「確率期待」の状   

                                                   
8
 確率期待とは、実際の事象と期待事象とが食い違う可能性があり、また、種々のありうる食い違いに

ついて、その時々の正確な確率値を決定しうる場合をいう。 
9
 信頼期待（主観的不確実期待）とは、将来の事象が主体によってただ主観的に予測されるような場合

に、それが数学的に予め計算することも、統計的に決定することもできないような期待のことをいう。

このとき主体は、将来事象に係る値についての主観的な発生分布を主観的思考実験によって決定する。 
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況には該当するものの、最も実現する確率が高い中央値ではなく上方の値で設定されて

おり、その実現可能性に困難を伴うと考えられる。 

(2) ３年事業計画には織り込まれていない条件をプラスアルファで考慮して作成された 

 ５年累損解消計画（例えば三洋ＬＣＤ）は、「信頼期待」（主観的不確実期待）の状況

に該当する。信頼期待分布のすべてを主観的にも決定できないときには予測数値の設定

には困難を伴うと考えられるとともに、たとえ主観的に予測分布が決定できた場合でも

制度会計の健全的処理として保守的な数値を設定することが望まれた。 

さらに当委員会は、５年累損解消計画の策定に当たったカンパニー関係者に根拠資料

の提出を依頼したが、一部を除いてはデータの所在を確認できなかった。このようにル

ーティンで作成されていなかった５年累損解消計画が、「実務指針」第９２項に規定さ

れる「回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合」に該当するかどうかは大き

な疑問である。 

    

３３３３．．．．３３３３    制度会計的制度会計的制度会計的制度会計的アプローチアプローチアプローチアプローチとととと管理会計的管理会計的管理会計的管理会計的アプローチアプローチアプローチアプローチ    

本件において「晴天計画」である５年累損解消計画を設けたのは、マキシマムの財務目

標達成を各グループ責任者に強く意識させ、グループ単位での目標達成と業績評価を目指

そうとする管理会計的な発想によるものと考えられる。外部ステークホルダーを意識した

財務会計（制度会計）と内部経営管理目的に焦点を置く管理会計とは、本来、会計的基礎

を異にするものであり、明確に区別されるべきところであるが、両者を混同しグループ単

位での回復可能性を考えてきた点に、本件の問題原因の１つがあったといえる。 

 

４４４４    減損減損減損減損１１１１１１１１社社社社とととと追加減損会社以外追加減損会社以外追加減損会社以外追加減損会社以外のののの回復可能性回復可能性回復可能性回復可能性のののの決定決定決定決定プロセスプロセスプロセスプロセスとととと評価評価評価評価    

三洋電機は、減損１１社以外にも中央青山の指摘により追加されたクリーンエナジーシ

ステム等追加減損会社についてはカンパニー単位で５ヶ年計画を作成して回復可能性を評

価していたと推定されるが、これら以外の関係会社については簡便的なヒアリング等によ

る手続きによって業績の回復可能性を判断していた。 

    

４４４４．．．．１１１１    管理会計目的管理会計目的管理会計目的管理会計目的ののののカンパニーカンパニーカンパニーカンパニー単位単位単位単位でのでのでのでの減損要否減損要否減損要否減損要否のののの検討検討検討検討    

 簡便的なヒアリング等による手続きによって業績の回復可能性を判断し、これらを減損

不要として検討対象会社に含めなかったことは、５０％の第一次的フィルター（原則規定）
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とその後の回復可能性の判定の第二次的フィルター（例外規定）とを逆転して適用するも

のであり、減損ルールに対する認識不足を示すものといえる。しかも次の元財務担当取締

役の主張に要約されるように、業績の回復可能性は管理会計目的のカンパニー単位で判断

されていた。 

――カンパニーは実質的な連結決算を組んで利益管理を行っているプロフィットセンター

である。税法の認定寄付の範囲内での利益の付替や組織再編等も含めてカンパニー単位で

累損解消の可能性を検討している。 

しかしながらカンパニーはバーチャル会社ないし疑似独立法人である。本件の金融商品

会計基準・実務指針において求められるのは法的会計主体である関係会社の減損処理であ

り、その回復可能性の評価であった。 

    

４４４４．．．．２２２２    投資簿価投資簿価投資簿価投資簿価のののの回復可能性回復可能性回復可能性回復可能性のののの判定判定判定判定とととと事業事業事業事業のののの回復可能性回復可能性回復可能性回復可能性のののの判定判定判定判定のののの混同混同混同混同    

 三洋電機は、次の元財務担当取締役の主張に要約されるように、事業の継続や清算を検

討する事業検討会において回復可能性があると判定した事業については、減損不要と判断

していた。 

――年２回のカンパニーと本社の間で行われる事業検討会において事業の回復可能性を判

定し、その結果継続的な設備投資を実施したり、必要であれば資本注入を行っている。残

念ながら事業検討会において回復不能と判断されれば、実際に事業を清算して「関係会社

整理損」を計上している。 

これは事業の回復可能性の判定と減損処理における投資簿価の回復可能性の判定を混

同するものであり、会計上は不適切な判断であった。 

 

５５５５    計画計画計画計画とととと実績実績実績実績のののの差額差額差額差額ととととモニタリングモニタリングモニタリングモニタリング体制体制体制体制－「－「－「－「引当金引当金引当金引当金」」」」概念概念概念概念によるによるによるによる減損処理減損処理減損処理減損処理    

 三洋電機は、三洋減損ルール適用後、５年累損解消計画の利益数値と実績値が大幅に乖

離する複数の関係会社について、（1）三洋減損ルールに従って減損処理するとともに、（２）

一部の会社については追加減損を実施している。 

    

５５５５．．．．１１１１    「「「「引当金引当金引当金引当金」」」」概念概念概念概念によるによるによるによる減損処理減損処理減損処理減損処理    

三洋減損ルールでは、５年累損解消計画において実績が計画を下回った場合において、

５年後の累損解消不足額（５年後の残存累損額）を当期に減損処理していた。これは本来、
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関係会社株式について収益性の著しい低下による価値下落分を一括切捨て処理することを

企図した「減損」概念と、将来の収益性低下の回復の可能性を想定した部分的損失計上の

「引当金」概念との混同をなすものである。引当金処理の場合、次期において引当金繰入

額を洗い替え（振替）することが可能であるのに対して、減損処理では減損部分は切捨て

処理されることになる。 

    

５５５５．．．．２２２２    「「「「子会社株式等子会社株式等子会社株式等子会社株式等にににに対対対対すすすするるるる投資損失引当金投資損失引当金投資損失引当金投資損失引当金にににに係係係係るるるる監査上監査上監査上監査上のののの取扱取扱取扱取扱いいいい」」」」    

 関係会社に対する投資損失引当金は、わが国の会計実務慣行として定着していたため、

日本公認会計士協会はつぎの場合に投資損失引当金を計上できるとする監査委員会報告第

７１号「子会社株式等に対する投資損失引当金に係る監査上の取扱い」を平成１２年７月

６日付けで公表した。 

「(1) 引当金を計上できる場合 

  次のいずれかの場合に該当するときには、投資損失引当金を計上することができる。

なお、「金融商品に係る会計基準」等により減損処理の対象となる子会社株式等につい

ては、投資損失引当金による会計処理は認められないことに留意する。 

（中略） 

② 子会社株式等の実質価額が著しく低下したものの、会社はその回復可能性が見込

めると判断して減損処理を行わなかったが、回復可能性の判断はあくまでも将来の予

測に基づいて行われるものであり、その回復可能性の判断を万全に行うことは実務上

困難なときがあることに鑑み、健全性の観点から、このリスクに備えて引当金を計上

する場合。例えば、回復可能性の判断の根拠となる再建計画等が外部の要因に依存す

る度合いが高い場合等が挙げられる。」 

 三洋電機は、この報告書に従って未達分について本来は引当金の計上で済むものを保守

的に減損処理したと主張している。しかしながら三洋電機は、金融商品会計基準・実務指

針により減損処理の対象となる関係会社については投資損失引当金による会計処理は認め

られないことに留意すべきであった。とくに平成１４年３月期、平成１５年３月期と２期

連続で大幅に未達が生じていた三洋ＬＣＤ、新潟三洋電子・岐阜三洋電子ほか１社につい

ては早急に計画を見直して実質価額までの減損を検討すべきだったといえる。 

    

５５５５．．．．３３３３    「「「「引当金引当金引当金引当金」」」」概念概念概念概念によるによるによるによる追加減損処理追加減損処理追加減損処理追加減損処理    
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 三洋電機は、実績が５年累損解消計画を大幅に下回った関係会社について、一部は追加

減損処理を行っている。たとえば平成１５年３月期の三洋ＬＣＤ（減損検討額の１／２）

などおよびクリーンエナジーシステム（減損検討額の１／２）がそれである。しかしなが

らここでも不適切かつ不徹底な「引当金」概念による部分的な損失計上をしているにすぎ

ない。ヒアリング調査においては回復可能性を考慮して一括切捨て処理に対する躊躇が窺

われた。 

 しかし、減損の特性からして、５年累損解消計画の２年目以降において実績と計画との

著しい乖離が生じた場合、それを実質価額まで一括切捨て処理することが本来求められる

処理であった。これに対して不適切かつ不徹底な「引当金」概念によって部分的に減損処

理することは、金融商品会計基準・実務指針に準拠した会計処理ではなかったと当委員会

は結論付けた。 

 

第第第第５５５５    概要概要概要概要－－－－本件本件本件本件のののの構図構図構図構図    

１１１１    本件本件本件本件のののの要因要因要因要因 

 本件の子会社等株式の減損処理について不適切な会計を惹起した原因として、次の５つ

の要因が考えられる。 

（１） 財務部門・経理体制        

（２） 監査法人による監査体制 

（３） ガバナンス体制          

（４） 企業風土・経営体質            

（５） カンパニー制                 

  これらの関係を図示したのが、次頁の図表である。 
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   以上の構図において、具体的な原因分析は次のとおりである。なお、不適切な会計処理

は、三洋減損ルールが策定・運用された平成１３年３月期から平成１６年３月期を中心と

するものであることから、その原因分析についてもこの時期を中心に行うものとする。 

  

２２２２    財務部門財務部門財務部門財務部門・・・・経理体制経理体制経理体制経理体制のののの不備不備不備不備・・・・脆弱性脆弱性脆弱性脆弱性    

(1) 元財務担当取締役の独断的リーダーシップ 

金融商品会計基準・実務指針に準拠しない三洋減損ルールの策定と運用は、主として元

財務担当取締役の独断的リーダーシップによるものである。 

(2) 財務部門・経理体制の不備 

財務部門において、金融商品会計基準・実務指針に準拠しない三洋減損ルールの策定お

よび運用をチェックできなかったのは、元財務担当取締役の独断的リーダーシップのほか、

カンパニー制導入によるカンパニーへの過度の権限移譲の反面として、本社財務部門が弱

体化し、本社財務部門の人員その他の経理体制が不十分であったことが考えられる。 

(3) 管理会計的発想と財務会計的発想の混同 

財務部門は、関係会社株式の回復可能性を判断するに際し、カンパニーが作成したチャ

レンジ目標としての５年累損解消計画を根拠資料としているが、５年累損解消計画はカン

パニーが累損解消を目標として作成したものであって、そこには管理会計的発想と財務会
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計的発想の混同が認められる。 

 

３３３３    監査法人監査法人監査法人監査法人のののの独立性独立性独立性独立性のののの欠如欠如欠如欠如とととと有効有効有効有効なななな監査体制監査体制監査体制監査体制のののの不備不備不備不備    

(1) 中央青山は、三洋電機の減損処理に対して疑問を抱きつつも、その改善に対して毅然

とした対応が見られず、監査法人の独立性・監査プロフェッションが欠如していたと認

められる。 

(2) 中央青山と三洋電機との情報伝達・情報の共有化が専ら財務部門および財務担当役員

に限定されており、中央青山から監査役への必要な情報伝達が行われておらず、両者の

密接な監査協力・連携関係が十分に確立できていたとはいえない。 

 

４４４４    ガバナンスガバナンスガバナンスガバナンス体制体制体制体制のののの不備不備不備不備とととと有効有効有効有効なななな監視監視監視監視監督監督監督監督機能機能機能機能のののの不全不全不全不全    

(1) 当時の取締役会は、決算承認取締役会等において十分な監視監督機能を果たしていた

とはいい難い。 

(2) 当時の監査役および監査役会は、関係会社株式減損について、積極的に情報収集を図

ろうとせず、中央青山の監査結果を受動的に受け入れるのみで、積極的に監査結果の相

当性を慎重に検討しておらず、監査役としての役割を十分に果たしていたとはいい難

い。 

 

５５５５    企業風土企業風土企業風土企業風土・・・・カンパニーカンパニーカンパニーカンパニー制制制制によるによるによるによる影響影響影響影響    

(1) 当時の経営トップは、適切な財務諸表を作成して開示することについての重要性の認

識が乏しく、誤った財務諸表が作成されることによる財務リスクに対する適切なリスク

マインドを欠いていたと思われる。 

(2) 創業家経営者のカリスマ的経営体質のため、創業家経営者の存在が大きく、減損処理

その他のマイナス情報が適時に、かつ十分に企業内に伝達され、情報の共有化が図られ

ていたかどうか疑わしい。 

(3) カンパニー制によって重要な意思決定事項が大幅にカンパニーに委譲された結果、関    

係会社株式の回復可能性の判断についてもカンパニーに依存せざるを得ないなど、カン

パニーによる過度の経営独立性が強化され、本社部門とカンパニーとの間のコミュニケ

ーションが欠如していた。 
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第第第第６６６６    内部統制内部統制内部統制内部統制システムシステムシステムシステムのののの構築構築構築構築とととと経営者経営者経営者経営者のののの責任責任責任責任－－－－環境要因環境要因環境要因環境要因とととと組織構造要因組織構造要因組織構造要因組織構造要因 

１１１１    概要概要概要概要－－－－経営者経営者経営者経営者のののの受託責任受託責任受託責任受託責任とととと内部統制内部統制内部統制内部統制システムシステムシステムシステムのののの構築構築構築構築 

 株式会社における経営者の会計責任の枠組みを形成する基盤をなすのは、経営者と投資

者(株主)との委託・受託関係である。 

 経営者が株主に対して負う受託責任は、一般に大きく「財産運用責任」、「事業報告責

任」および「法規等遵守責任」の３つから構成される。これらの３つの受託責任が日常の

経営活動の中で誠実かつ適切に遂行されていることを確かめ、それを保証する経営の仕組

みが内部統制システムであり、その整備・運用を通じて経営者が開示する事業報告、とり

わけ会計報告について合理的な保証を制度的に確保することが必要である。本件に関して、

経営者は、企業の財務報告の信頼性を確保し、合理的な内部統制システムの構築に係る責

任を全うできたか否かが問題となる。 

 一般に内部統制とは、「(1)事業経営の有効性と効率性を高め、(2)企業の財務報告の信

頼性を確保し、かつ(3)事業経営に係る法規の遵守を促すことを目的として企業内部に設け

られ、企業を構成する者のすべてによって運用される仕組み」をいう(監査基準委員会報告

書第２０号(中間報告))」(日本公認会計士協会・監査基準委員会報告書第２０号(中間報

告)、平成１４年７月１１日)。具体的には、内部統制は次の５つの要素から構成される(同

第５項)。 

（１）統制環境：経営者の経営理念や基本的経営方針、取締役会や監査役の有する機能、

社風や慣行等から構成される。 

（２）リスクの評価：企業目的に影響を与えるすべての経営リスクを認識し、その性質を

分類し、発生の頻度や影響を評価する機能をなす。 

（３）統制活動：権限や職責の付与および職務の分掌等の諸種の活動をいう。 

（４）情報と伝達：必要な情報が関係する組織や責任者に適時に、かつ適切に伝えられる

ことを確保する機能をなす。 

（５）監視活動：これらの機能の状況が常時監視され、評価され、是正されることを可能

とする活動をいう。 

 以上の内部統制システムの構成要素と本件発生の関連性を要約的に示したのが、次ペー

ジの図表である。 
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２２２２    経営者経営者経営者経営者のののの会計責任会計責任会計責任会計責任ととととリスクリスクリスクリスク対応対応対応対応 

２２２２．．．．１１１１    「「「「二重責任二重責任二重責任二重責任のののの原則原則原則原則」」」」とととと経営者経営者経営者経営者のののの会計責任会計責任会計責任会計責任 

 企業会計では、財務諸表等の作成責任は経営者にあり、財務諸表等の適正表示に関する

保証責任は監査人にあるとする「二重責任の原則」によって責任範囲が明確に区分されて

いる。その意図するところは、経営者と監査人とが二つの責任分担を明確にしつつ、相互

に協力し合いながら財務諸表の適正性と監査の社会的信頼性を促進しようとする点にあ

る。しかし、本件では、財務諸表等の作成責任が最終的に経営者に帰属するとの認識が乏

しく、減損処理をほぼ無条件的に中央青山に委ねたことが、適切かつ適時の減損処理を行

えなかった原因の一つをなすと考える。 

 

２２２２．．．．２２２２    会計会計会計会計リスクリスクリスクリスクへのへのへのへの対応対応対応対応 

 内部統制の構成要素としての「リスクの評価」とは、リスクの識別と分析(頻度・影響の

大きさ)を内容とするものである。会社がさらされている内外のリスク要因を可能な限り洗

い出し、その特徴を把握するとともに、それが顕在化したときの影響の大きさを予め認識

しておくことは、企業経営にあたって経営者が当然に果たすべき責任をなす。本件におい

て、財務諸表に重要な影響を及ぼす減損会計に対して経営者が十分なリスク意識をもたな

かったことが、減損処理を遅らせた一つの要因をなすと考えられる。 

 

３３３３    創業創業創業創業家家家家経営体制経営体制経営体制経営体制－－－－企業体質企業体質企業体質企業体質・・・・企業風土企業風土企業風土企業風土 

 三洋電機の企業体質・企業風土は、経営組織やガバナンス構造に大きな影響を与えるも

のであり、本件発生の基底をなす環境要因として位置づけることができる。 

 ２０世紀末から２１世紀にかけての三洋電機の経営基盤を固め、対内的には高収益化・

環境経営を、また、対外的には事業の国際化を推進し、経営体制を確立し得たのは、２０

年以上の長きにわたって同社の経営をリードしてきた創業家経営者としての元会長のカリ

スマ的リーダーシップに強く基礎づけられたものといえる。 

 その反面、創業家経営者が強大な経営パワーを有するようになるとともに、組織はしば

しば閉鎖的かつ閉塞的になりがちであり、これが組織内での情報の共有化やオープンな議

論を妨げる原因となることもある。ヒアリング結果によれば、①個々の独立した事業体を

束ねるためには、創業家一族に頼らざるを得なかったこと、②その結果、コミュニケーシ

ョン・ルートが閉鎖的・硬直的となった点が明示されている。また、取締役会においても

元会長の存在が強大であったため、オープンで活発な議論がなされなかった様子が推測さ
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れる。元会長が創業家経営者として強大な力を有し君臨してきた結果、組織がオープンに

機能してこなかったことを示唆するものである。これが本件の減損処理の遅れをなしたで

あろうことは十分に推測されるところである。 

 

４４４４    カンパニーカンパニーカンパニーカンパニー制制制制とととと情報情報情報情報のののの伝達伝達伝達伝達・・・・共有化共有化共有化共有化 

 本件の累損解消計画の策定と子会社等の累損解消可能性の判断において大きな役割を占

めたのがカンパニー制であった。このカンパニー制の弊害は、組織構造の側面から情報の

伝達・共有化を阻害し、本件発生に大きく影響したものと推測される。 

 このカンパニー制導入の最大の目的が、「将来の持ち株会社制のもとでの独立会社化を

視野に入れた経営独立性の強化」にあった。経営独立性の強化は、カンパニー単位での収

益改善を可能ならしめる半面、独立カンパニーへの過度の権限委譲が大きな弊害を伴うこ

とになった。 

 ヒアリングの結果から、カンパニーと本社との関係において、当該事業に特化したカン

パニーの力が圧倒的に強く、両者の間で密接な相互コミュニケーション体制が確立されて

おらず、また相互の牽制が働いていなかった点が浮き彫りにされている。これが累損の回

復可能性の判断を誤導し、本件発生の組織構造的要因をなしたことは容易に推測できると

ころである。 

 

第第第第７７７７    企業統治企業統治企業統治企業統治――――監督監督監督監督・・・・統制要因統制要因統制要因統制要因    

１１１１    大会社大会社大会社大会社におけるにおけるにおけるにおける計算書類確定計算書類確定計算書類確定計算書類確定のののの手続手続手続手続きききき――――概要概要概要概要    

  三洋電機が属する「大会社」にあっては、代表取締役が貸借対照表、損益計算書、営

業報告書および利益処分案または損失処理案（計算書類）を作成し、取締役会の承認を

受けなければならない（旧商法２８１条１項）。取締役会の承認を受けた計算書類を、

代表取締役は、定時総会の８週間前までに監査役会および会計監査人に提出しなければ

ならない（旧商法特例法１２条１項）。そして、会計監査人の監査報告書に貸借対照表

および損益計算書が法令および定款に従い会社の財産および損益の状況を正しく示して

いる旨の記載があり、かつ、監査役会の監査報告書に上の事項についての会計監査人の

監査の結果を相当でないと認めた旨の記載がないときは、貸借対照表および損益計算書

については、総会の承認を要しない（旧商法特例法１６条）。 

    

２２２２    取締役会取締役会取締役会取締役会とととと計算書類計算書類計算書類計算書類    
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２２２２．．．．１１１１    取締役会取締役会取締役会取締役会によるによるによるによる計算書類計算書類計算書類計算書類のののの承認承認承認承認    

   法が計算書類について取締役会の承認を要する旨を明定したのは、財務担当取締役の

作成した計算書類を取締役会で審議を尽くしてその責任においてその内容を決定して、

それを監査に付することにある。 

    

２２２２．．．．２２２２        取締役会取締役会取締役会取締役会によるによるによるによる監督監督監督監督                

   取締役会においては、計算書類の審議に当たり、提出者である代表取締役に対しての

みならず、実質上の作成者である財務担当取締役に対しても、的確にして活発な質問に

よる監督がなされることを法は要求しているのである。 

    

２２２２．．．．３３３３    三洋電機三洋電機三洋電機三洋電機のののの計算書類承認取締役会計算書類承認取締役会計算書類承認取締役会計算書類承認取締役会のののの実態実態実態実態    

  当委員会の認定したところによれば、三洋減損ルールの策定，その後の減損処理の決

定、減損額の決定等、金融商品会計基準・実務指針に準拠しない行為に積極的に関与し

た者は、元財務担当取締役を除いて他の取締役には存在しない。三洋電機の取締役会は、

計算書類の承認にあたり、元財務担当取締役に対し、的確にして活発な質問による監督

機能を果たしていなかったといわざるを得ない。 

とりわけ、元会長および元社長については、計算書類承認取締役会前に元財務担当取

締役から個別に決算内容の説明を受けていたのであるから、より一層監督機能を果たす

ことが期待されていたにもかかわらず、元財務担当取締役による不適切な会計処理を是

正することなく、その結果不適正な財務諸表が市場に開示されることとなったものであ

る。 

 

３３３３            監査役監査役監査役監査役およびおよびおよびおよび監査役会監査役会監査役会監査役会とととと会計監査会計監査会計監査会計監査    

３３３３．．．．１１１１    監査役監査役監査役監査役・・・・監査役会監査役会監査役会監査役会によるによるによるによる監査監査監査監査    

  大会社における会計監査の主役は会計監査人である。しかし、監査役も、会計監査人

の監査の方法、および結果が相当か否かを判定しなければならず、相当でないと認めれ

ば自分の行った監査について報告することが必要であるから、会計監査の職責を免除さ

れるわけではない。したがって、監査役が会計監査人の監査の方法および結果が相当か

否かを判断するに際して、会計監査人を安易に信頼したのでは、監査役は免責されない。 
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３３３３．．．．２２２２        監査役監査役監査役監査役とととと会計監査人会計監査人会計監査人会計監査人のののの連携連携連携連携    

３３３３．．．．２２２２．．．．１１１１        社団法人日本監査役協会社団法人日本監査役協会社団法人日本監査役協会社団法人日本監査役協会のののの監査役監査基準監査役監査基準監査役監査基準監査役監査基準    

  社団法人日本監査役協会（以下「協会」）が作成する監査役監査基準（平成１２年１

月７日改正のもの）は、会計監査人との連携の必要について次のように定める。 

    第１０条（会計監査人との連携） 

① 監査役は、会計監査人と緊密な連携を保ち、積極的に情報交換を行い、効率的

な監査を実施するよう務める。 

    ②  監査役会は、会計監査人と定例会合をもち、報告を受け、意見交換を行う。 

    

３３３３．．．．２２２２．．．．２２２２    社団法人日本監査役協会社団法人日本監査役協会社団法人日本監査役協会社団法人日本監査役協会のののの実務指針実務指針実務指針実務指針                    

協会が制定する「監査役と会計監査人との連携を保つための実務指針」（昭和６３年

５月１１日制定、平成６年１月１０日改正）は、その前文において、監査役と会計監査

人との連携がいかに重要であるかについて述べたうえ、会計監査人との連携を保つため

の基本は以下のとおりであるとしている。 

   (1) 監査役は、会計監査人と会計監査上必要な情報交換を行い、効率的な監査を実

施するよう務める。 

(2) 監査役は、会計監査人と定例的会合をもつとともに、必要に応じ随時所要の連

絡を行う。 

その他、「期中における連携」の１つとして、「監査役は、会計監査人が子会社等を

往査した場合、その監査の方法と結果につき説明を受ける。」べきことを掲げる。また、

「期末における連携」の１つとして、監査役会が会計監査人から監査報告書を受領する

に際して、監査役は会計監査人が監査意見を形成するために審議の対象とした事項につ

いて説明を受け、例えば、①売上金等の確認、②有価証券の評価、③棚卸資産の評価、

④減価償却の実施状況、⑤繰延資産の計上および処理、⑥引当金の計上方法について、

説明を受け、監査役自身としての意見形成に努めるべきことが定められている。 

    

３３３３．．．．３３３３        社外監査役社外監査役社外監査役社外監査役のののの役割役割役割役割    

３３３３．．．．３３３３．．．．１１１１        社外監査役社外監査役社外監査役社外監査役にににに対対対対するするするする法法法法のののの期待期待期待期待    

常勤監査役は、通例会社の従業員であった者が多く、上司であった社長その他の業務

執行役員に諫言することをこれらの監査役に期待することは困難であるのに対し、社外
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監査役であれば、そのような心配はなく、自由に発言することを期待でき、しかも、社

外監査役が半数以上おれば、この期待の実現可能性は高まる。また、大和銀行ニューヨ

ーク支店事件に係る大阪地方裁判所平成１２年９月２０日判決においても、社外監査役

の積極的活動に法が期待しているものであることが明らかにされている。 

    

３３３３．．．．３３３３．．．．２２２２        日本監査日本監査日本監査日本監査役協会役協会役協会役協会のののの監査役監査基準監査役監査基準監査役監査基準監査役監査基準によるによるによるによる社外監査役社外監査役社外監査役社外監査役のののの監査監査監査監査    

  監査役監査基準８条１項は、「常勤の監査役は、職務の遂行上知り得た重要な情報を、

他の監査役と共有するよう務めなければならない」と定め、その第２項で、「常勤でな

い監査役も、積極的に監査に必要な情報の入手に心掛け、その共有に努めなければなら

ない。」と定めている。 

    

３３３３．．．．４４４４        三洋電機三洋電機三洋電機三洋電機におけるにおけるにおけるにおける監査役監査役監査役監査役のののの実態実態実態実態    

本報告書が監査役について認定している事実は、２０頁記載のとおりであり、その勤

務状況からみて、三洋電機の監査役は、こと関係会社株式減損に関する限り、先に掲げ

た監査役として依拠すべき監査基準等に照らし、監査役として果たすべき監査機能を十

分に果たせていなかったといわざるを得ない。 

 

４４４４        会計監査人会計監査人会計監査人会計監査人のののの監査監査監査監査    

４４４４．．．．１１１１        企業会計審議会企業会計審議会企業会計審議会企業会計審議会「「「「監査基準監査基準監査基準監査基準」」」」    

  企業会計審議会「監査基準」「第四報告基準」「一 基本原則２」は次のように定め

ている。 

「２．監査人は、財務諸表が一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

適正に表示されているかどうかの判断に当たっては、経営者が採用した会計方針が、

企業会計の基準に準拠して継続的に適用されているかのみならず、その選択及び適用

方法が会計事象や取引を適切に反映するものであるかどうか並びに財務諸表の表示方

法が適切であるかどうかについても評価しなければならない。」 

    

４４４４．．．．２２２２        中央青山中央青山中央青山中央青山のののの監査監査監査監査のののの実態実態実態実態    

本報告書が２０頁で認定しているところによれば、中央青山は、上記監査基準の基本

原則の２にいうところの「経営者が採用した会計方針」、すなわち、本件では三洋減損
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ルールが、「企業会計の基準」である金融商品会計基準・実務指針に準拠しているかに

つき疑義を抱きながら、その適用を是認してきたものであり、監査人としての職責を果

たしていなかったものといわざるを得ない。 

 

第第第第８８８８    再発防止策再発防止策再発防止策再発防止策のののの提言提言提言提言    

１１１１    発生原因発生原因発生原因発生原因とととと是正是正是正是正 

第５において述べられたように、本件の不適切な会計処理が行われたのは、以下の複合

的な原因によるものである。 

(1)  財務部門・経理体制の不備・脆弱性 

① 元財務担当役員の独断的リーダーシップ 

② 財務部門・経理体制の不備 

③ 管理会計的発想と財務会計的発想の混同 

(2)  監査法人の独立性の欠如と有効な監査体制の不備 

① 監査法人の独立性・監査プロフェッションの欠如 

② 監査法人と監査役との密接な監査協力・連携関係の不備 

(3)  ガバナンス体制の不備と有効な監視・監督機能の不全 

① 取締役会の監視監督機能不全 

② 監査役（会）の機能不全 

(4)  企業風土・カンパニー制による影響 

① 経営者による適正な財務諸表の作成・開示の重要性の認識の欠如、財務リスクマ

インドの欠如 

② 創業家経営者の存在によるマイナス情報の適時かつ十分な伝達・情報の共有化の

不備 

③ カンパニーによる過度の経営独立性の強化による、本社部門とカンパニーとの間

のコミュニケーションの欠如 

したがって、不適切な会計処理の再発を防止するためには、これらの発生原因を排除・

是正することが必要である。そこで、以下においては下記（１）～（４）の順に具体的

再発防止策を検討する。ただし、三洋電機においては、平成１８年３月にガバナンス体

制が大幅に変更されたことに伴って、種々のガバナンス体制の改善が行われたため、現

時点においては、すでに再発防止策の相当部分が実施されている状況にある。 
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（１）経営者による適正な財務諸表の作成・開示の重要性の認識および財務リスクマイン

ド 

（２）ガバナンス体制の強化 

（３）財務・経理体制の強化・カンパニー制の弊害の除去 

（４）監査法人と監査役（会）との密接な連携・情報共有 

 

２２２２    経営者経営者経営者経営者によるによるによるによる適正適正適正適正なななな財財財財務諸表務諸表務諸表務諸表のののの作成作成作成作成・・・・開示開示開示開示のののの重要性重要性重要性重要性のののの認識認識認識認識およびおよびおよびおよび財務財務財務財務リスクマインドリスクマインドリスクマインドリスクマインド 

適正な財務諸表を作成し開示することの重要性および適正な財務報告がなされない場

合に発生する財務リスクを経営者自身が強く自覚・認識することなくして、不適切な会計

処理を防止することはできない。また、経営トップがこのような自覚・認識をもっただけ

では不十分であり、経営トップが、社内において、適正な財務諸表を作成することを積極

的に評価する風土・倫理観を醸成してはじめて、不適切な会計処理を防止する基盤が整備

される。 

そのためには、 

① 経営者を対象とする財務報告に関する知識の涵養策の実施 

② 監査法人と経営者との定期的なミーティングの実施 

③ 適正な財務諸表の作成・開示をすることを社是・社訓等に明示することにより財務

報告上の倫理観を全社に浸透させる 

などの施策が必要である。 

 

３３３３    ガバナンスガバナンスガバナンスガバナンス体制体制体制体制のののの強化強化強化強化 

 適正な財務諸表を作成・開示することを適切に監視監督するためのガバナンス体制の強

化が必要である。 

 この点、三洋電機においては、平成１８年３月以降ガバナンス体制の大改正を行いその

強化を図った。具体的には以下のとおりである。 

まず、取締役会で形式的な決議のみが行なわれることを防止するため、全取締役で構成

される経営会議を創設し、取締役会に議案を付議するためにはその経営会議で原則２回の

審議を必要とし、全員一致の場合のみ１回の審議で取締役会への付議を可能とする制度が

運営されている。このことにより、全議案について全取締役による慎重な審議がなされる

ことを確保したとのことである。また、経営会議には、ほぼ毎回監査役全員も出席し、監
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査役からも活発な意見が出され監査役の職務を遂行しているとのことである。 

この意思決定プロセスの改革のみならず、決裁権限基準・職務分掌規定・意思決定規定

を制定・改正し、会長・社長や特定の業務執行取締役への権限の集中を排除し、経営の透

明性を高めようとしている。また従来の会長・社長の専権事項のほとんどが経営会議およ

び取締役会の決議事項となっている。つまり、業務執行は、経営会議または取締役会で決

定される枠内のことを行い、取締役会は社長および業務執行役員が行なう執行を監督して

いるとのことである。 

 また、内部統制については、第一に、取締役会の諮問委員会として社外有識者を必須の

構成員とする３つの専門委員会（人事・指名委員会、報酬委員会および監査・ガバナンス

委員会)を設置し、取締役会への提言・報告をなす体制を整えている。第二に、内部統制推

進室を社長直轄の部門として設置して内部統制の推進を図ろうとしている。第三に、コン

プライアンスハンドブックの配布・教育、監査室（内部監査機関）および外部弁護士を相

談・申告窓口とするコンプライアンスホットライン（電話）の設置によりコンプライアン

スの徹底を図ろうとしている。 

これらの既に実施されているガバナンス体制の強化により、法が期待する企業のコンプ

ライアンス・リスクマネジメントが適切に行なわれ、平成２０年度から実施される財務報

告に関する内部統制とあわせ、不適切な会計処理に対する監視監督機能の強化に寄与する

ことが期待される。  

 

４４４４    財務財務財務財務・・・・経理体制経理体制経理体制経理体制のののの強化強化強化強化・・・・カンパニーカンパニーカンパニーカンパニー制制制制のののの弊害弊害弊害弊害のののの除去除去除去除去 

 適正な財務諸表を作成・開示するためには、その前提として、それを可能にする財務・

経理体制の強化が必要である。 

三洋電機においては、カンパニー制導入によるカンパニーへの過度の権限移譲の反面と

して、本社財務部門が弱体化し、本社財務部門の人員が不足しているなど経理体制が不十

分であったが、カンパニーおよび子会社の経理担当社員を本社財務部門所属とする「経理

社員制度」を導入した。この経理社員制度導入より、管理会計的志向（とくにカンパニー

において強い）に加え財務会計的志向の強化を図り、本社財務部門、カンパニーおよび子

会社経理担当者のローテーションや人材育成を積極的に行うことにより、経理部門の財務

会計に関する意識・能力を高めることが期待される。また、会計基準遵守・徹底のため、

三洋電機の会計処理が、会計基準に準拠したものとなっているかを財務部門内においても
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チェックする体制をととのえる必要がある。なお、三洋電機においては、財務部門の経理

担当社員数も徐々に増加させているものの、企業規模からすれば、さらなる増加が望まれ

る。 

次に、カンパニー制の弊害として、カンパニーへの過度の権限委譲により、カンパニー

傘下の関係会社がカンパニーの都合により延命させられることにより、結果的に累損を抱

えた多数の関係会社を適切に整理清算してこなかった。しかし、三洋電機において、新た

に関係会社管理基準を制定し、経営状態が悪化した関係会社を、一定の基準でピックアッ

プして再建計画書および撤退計画書を作成させて、これらを本部（財務部門および経営企

画部門）が審査することにより、適切に関係会社を管理する体制をととのえようとしてい

る。 

  

５５５５    監査法人監査法人監査法人監査法人とととと監査役監査役監査役監査役（（（（会会会会））））とのとのとのとの密接密接密接密接なななな連携連携連携連携・・・・情報共有情報共有情報共有情報共有  

 本件においては、監査法人である中央青山と監査役（会）との間で会計情報が十分に共

有されなかったことが、監査役（会）による不適切な会計処理の是正を困難にしたという

側面がある。監査役（会）による不適切な会計処理に対する監視を機能させるためには、

監査法人と監査役（会）との間での密接な連携および会計情報の共有が不可欠である。 

 この点、現在の三洋電機においては、現在の監査法人と監査役（会）との間で、密接な

協議が行われているとのことであり、今後も両者間でより一層密接な協議・連携が継続さ

れ、会計情報の共有を充実させることが必要である。 

以上 




