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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） 

 

 

過年度決算訂正に関するご報告 

 

三洋電機株式会社(以下、当社)は、本日の取締役会において、平成１３年３月期から平成１９年９月

中間期の訂正決算短信および平成１５年３月期から平成１９年３月期の有価証券報告書および半期報

告書の訂正報告書の報告承認を行いました。また、第三者委員会である過年度決算調査委員会から調査

内容、結果について説明を受け、その「調査報告書」を受領いたしました。 

つきましては、これまでの経緯、過年度決算の訂正概要、過年度決算調査委員会の調査結果、ならび

に決算訂正に際しての当社対応につきまして、下記の通りご報告申し上げます。 

 

記 

 

1．経緯 

 

本年２月２７日、当社は「平成１３年３月期から平成１６年３月期の関係会社株式評価を見直し、金

融商品に係る会計基準に則って減損処理を修正、主として当該期間の単独決算を訂正させていただく方

向で検討中であります」との適時開示をいたしました。 

その後、平成１３年３月期から平成１８年３月期までの事業年度について金融商品に関する会計基

準・実務指針に準拠し、関係会社株式減損の要否判定対象会社の選定に係る重要性の判断や、業績変動

の激しい半導体事業等を中心とした関係会社の回復可能性の判断につき総見直しを実施するほか、太陽

ASG監査法人による平成１３年３月期以降の資産、負債など通常の監査も含め、過年度の訂正後財務諸

表の監査を全て完了いたしました。 

また、過年度の決算訂正の原因究明と再発防止を目的として本年５月１２日に第三者による過年度決

算調査委員会を設置し、精力的且つ精緻に原因究明の調査を実施頂きました。 

 

２．過年度決算の訂正概要 

 

(1)監査法人の選定について 

今回の過年度決算訂正に当っては、監査法人による監査意見書が必要であり、本年５月９日に太陽

ASG監査法人に監査を受任いただくこととなりました。過年度の決算については、当時中央青山監査法

人が当社グル－プの監査を実施しておりましたが、昨年同法人が解散となったため、新たな監査法人の

選任が必要となったものであります。 
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太陽 ASG 監査法人は、過去６年間に及ぶ膨大な監査のため、約８ヶ月に渡り監査を実施、関係会社

株式の減損処理の判定だけでなく、資産、負債の各項目についても過年度に遡り通常監査を実施いたし

ました。 

 

（2）決算開示の範囲 

 今回訂正した範囲は以下の通りです。なお、いずれも当社単独決算の訂正です。なお、関係会社株

式の減損訂正と同訂正に伴う繰延税金資産の訂正が主な内容であり、連結決算に重要な影響を及ぼすも

のはありませんでした。 

 

＜有価証券報告書＞ ＜決算短信＞  

訂正報告書 訂正半期報告書 訂正決算短信 訂正中間決算短信 

2000年度（平成 13年 3月期） － － ○ － 

2001年度（平成 14年 3月期） － － ○ － 

2002年度（平成 15年 3月期） ○ － ○ － 

2003年度（平成 16年 3月期） ○ － ○ － 

2004年度（平成 17年 3月期） ○ ○ ○ ○ 

2005年度（平成 18年 3月期） ○ ○ ○ ○ 

2006年度（平成 19年 3月期） ○ ○ ○ ○ 

2007年度（平成 19年 9月中間期） － － － ○ 

   *○が該当分。各年度の決算資料については訂正決算短信をご覧ください。 

 

(3)訂正金額 

 今回訂正した関係会社減損および法人税等の年度別訂正金額の概要は以下の通りです。 

 

①関係会社減損等の訂正                            （億円） 

 01/3 02/3 03/3 04/3 05/3 06/3 6期計 

減損等訂正前 

減損等訂正後 

14 

1,313 

86 

631 

404 

118 

631 

327 

537 

660 

2,054 

737 

3,726 

3,786 

訂正差異 △1,299 △545 286 304 △123 1,317 △60 

△表示は損失の増加 

 

②法人税等の訂正                               （億円） 

 01/3 02/3 03/3 04/3 05/3 06/3 6期計 

法人税等訂正前 

法人税等訂正後 

96 

△119 

11 

△142 

△398 

88 

△9 

△27 

457 

1,156 

845 

46 

1,002 

1,002 

訂正差異 △215 △153 486 △18 699 △799 0 

△表示は損失の減少 
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(4)訂正の原因となった関係会社株式減損ルールについて 

 

過年度決算訂正の大きな原因となった関係会社株式減損については、以下の通り平成１８年３月期以

降適用している厳格な減損ルールを、今回平成１３年３月期から同様に厳格適用をいたしました。過去

においてなされてきた減損ルールは以下のとおりです。 

 

期間 減損ルール 減損判定に使用

する５ヶ年計画 

備考 

平成１３年３月期 

～１６年３月期 

 

・債務超過１０億円以上の会社を中

心に減損対象とする 

・初年度は、５ヶ年の累損解消計画

で５年後の累損解消不足があれ

ば、その不足額を減損処理 

・翌期以降は、５ヵ年の累損解消計

画の未達成額を減損処理 

累 損 解 消 計 画

（チャレンジ計

画）に基づく減

損判定 

過年度決算調査委員会が、「三

洋減損ルール」として、金融

商品会計基準・実務指針に適

合しない不適切な会計処理と

評価 

平成１７年３月期 ・純資産持分額が投資額に比して、

５０％以上下落している全ての関

係会社について減損の要否を判定 

・当該会社について、５ヶ年の利益

計画で５年後の累損解消不足があ

れば、その不足額を減損処理 

・債務超過会社は、５ヶ年の利益計

画にかかわらず、その債務超過額

まで減損処理 

３ヵ年の利益計

画をベースに５

年に引伸し活用 

三洋減損ルールを廃止 

 

平成１８年３月期 

以降 

 

 

・純資産持分額が投資額に比して、

５０％以上下落している全ての関

係会社について減損の要否を判定 

・当該会社について、５ヶ年の利益

計画で５年後の累損解消不足があ

れば、当期末における含み損失額

を一気に減損し、実質価額に引き

下げる 

・債務超過会社は、５ヶ年の利益計

画にかかわらず、その債務超過額

まで減損処理 

３ヵ年の利益計

画をベースに５

年に引伸し活用 

平成１８年３月期以降のルー

ルは、非常に厳格に、金融商

品会計基準・実務指針に準拠

しており、平成１８年３月期

にはこのルールにしたがって

関係会社株式減損が行われ、

その時点で関係会社株式減損

処理は終了した。 

 

 



 4 

３．第三者調査委員会による調査について 

 

(1)第三者調査委員会の設置 

 

過年度決算訂正の原因究明と再発防止のため、本年５月１２日に調査委員会を設置いたしました。こ

の調査委員会は客観的な立場から原因究明いただくため、完全な第三者委員会として発足いたしました。 

過年度決算調査委員会の委員は以下の通りです。 

 

過年度決算調査委員(敬称略) 

 委 員 長  弁 護 士  土肥孝治   （元検事総長） 

 委  員  弁 護 士  河本一郎   （神戸大学名誉教授・専攻：会社法） 

 委  員  会計学者  古賀智敏   （神戸大学大学院教授・専攻：会計学） 

 事務局長  会計学者  與三野禎倫  （神戸大学大学院准教授・専攻・会計学） 

 

(2)調査報告書の概要 

 

過年度決算調査委員会による調査方法とその結果につきましては、本日付で「過年度決算調査委員会

調査報告書（要約）について」を開示しております。その調査報告書の概要は以下の通りです。 

なお、調査報告書は、その調査内容からして金融商品に係る会計基準・金融商品会計に関する実務指

針への準拠性、多方面に亘る調査による公平性等中立を保ち、充分な調査が行われており、当社として

は、その調査結果を真摯に受け止め大いに反省するとともに、経営上の教訓として対応して参ります。 

 

①調査事項（抜粋、一部要約） 

A）三洋電機の取った減損ルール（①減損対象を原則債務超過１０億円以上の子会社等１１社に限

定、②１１社につき５年累損解消計画を作成し、初年度は５年後の累損解消不足額を減損、③翌

期以降は５年累損解消計画の未達額を減損）を作成した経緯。 

  B）三洋電機の取った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との

適合性 

  C）５年累損解消計画数値の実現可能性ないし根拠資料の存否 

D）当時の同業他社における関係会社株式の減損処理状況 

  Ｅ）平成１４年３月期以降、５年累損解消計画の未達が大きくなってきたのに、実質価額まで減損

しなかった経緯 

  Ｆ）三洋電機における関係会社株式減損処理の決定プロセスと関係者の関与 

  Ｇ）中央青山監査法人が三洋電機(単独)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 

  Ｈ）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 

  Ｉ）再発防止のための方策 
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②調査手法（抜粋） 

  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、慶応大学の坂本道美先生および太陽 ASG 監査法人から聞き取り調査を実施した。なお、

中央青山監査法人への聴取は出来なかったが、中央青山監査法人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

山監査法人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。 

 

③調査結果（抜粋） 

A）三洋電機が平成１３年３月期から平成１６年３月期にかけて実施してきた関係会社株式減損処

理は、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に適合したものではなく、不適

正な会計処理であったといわざるを得ない。 

B）ただし、 

ａ） 平成１３年３月期において、三洋電機の関係者が、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。 

ｂ） 平成１４年３月期から平成１６年３月期において、三洋電機の関係者が、配当を実施す

るため又は損失を先送りする目的で、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。 

C）三洋電機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、当時の財務担

当役員であり、上位者である社長、会長は、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。 

D）監査役は関係会社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、更に会計

監査人であった中央青山監査法人も、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。 

 

④不適正な会計処理の原因（抜粋） 

  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。 

A）財務部門・経理体制の不備・脆弱性 

B）監査法人の独立性の欠如と有効な監査体制の不備 

C）ガバナンス体制の不備と有効な監視監督機能の不全 

D）企業風土、カンパニー制による影響 

 

 ⑤再発防止の提言（抜粋） 

  A）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、及び財務リスクマインドの認識 

B）ガバナンス体制の強化 

  C）財務・経理体制の強化・カンパニー制の弊害の除去 

  D）監査法人と監査役（会）の密接な連携・情報共有 
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４．決算訂正に際しての当社対応 

 

 上記過年度決算調査委員会の報告を基に、今回の決算訂正の主たる要因を、当社６年間の決算業務に

おける、会計基準・実務指針等基本ルールの不徹底、減損会計の認識不足、引いては内部統制システム

の構築遅れ、不備によるものと判断し、以下の全社対応を行います。 

 

(1)再発防止策について 

 

当社は、今回過年度決算を訂正することとなったことを極めて重大な事態と受け止め、真摯に反省す

るとともに、過年度決算調査委員会の調査結果と再発防止策の提言を元に、再発防止策の更なる徹底と

社内体制の整備を実施してまいります。更に、内部統制の一層の強化を図り、株主、取引先などステー

クホルダーの皆様の１日も早い信頼回復に向けて最大限の努力をしてまいります。 

なお、本件における不適切な会計処理が発生した平成１３年３月期から平成１６年３月期以降の平成

１８年３月、ガバナンス体制の抜本的な改革により、本件の発生原因の排除・是正のための体制整備を

既に実施しております。以下においては、実施済の施策と、今後敷衍する更なる体制強化策をあわせて

ご説明します。 

 

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、及び財務リスクマインドの認識 

  適正な財務諸表の作成し、開示することの重要性及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・認識するとともに、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企業風土・倫理観を醸成すべく、以下のような施策を講じます。 

A）役員研修の実施 

B）監査法人と経営者との定期的なミーティングの実施 

C）財務報告上の倫理観の全社的共有 

 

②ガバナンス体制の強化 

適正な財務諸表を作成し、開示することを適切に監視・監督するガバナンス体制が必要となりま

すが、当社においては、平成１８年３月におけるガバナンス改革により、以下のような強化策が実

施され、既に運用されています。 

A）取締役会の議案についての審議過程改革（実施済） 

    全取締役で構成される経営会議で原則２回(全員一致の場合のみ例外的に１回)の審議を経た上

で当社取締役会へ議案を付議することとし、全議案(決算承認に関する議案も含まれます)につい

て全取締役による慎重な審議を確保しています。 

B）権限の集中排除（実施済） 

従前の代表取締役及び役付取締役等に認められていた専決事項の多くを経営会議討議事項に

することを中心とする職務権限分掌体制の見直しを実施し、各取締役個人での権限を縮小し、意
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思決定プロセスにおける経営会議での協議をより重視する体制に移行しました。この結果、現在

の当社においては、各取締役の専横が防止され、取締役及び業務執行役員の業務は経営会議及び

取締役会における決定の枠内で執行され、これを取締役会が監視する体制が確立されております。 

C）内部統制の強化（実施済） 

当社では、関係法令の遵守はもとより、会社経営の健全化・効率化・透明化を図ることにより、

ステークホルダーの信頼を獲得し、グローバル企業としてのサステナビリティ（持続可能性）を

高めるために、内部統制システムを整備し、有効に機能させることが不可欠であると考えており、

平成１８年３月におけるガバナンス改革以降、以下のような内部統制の強化策を講じてきました。 

ａ）専門委員会の設置 

内部統制に関わる専門的事項について審議し、取締役会への提言、報告を行う３つの専門

委員会を設置し、ガバナンス体制を整備しています。 

人事・指名委員会 

主に株主総会に提出する、取締役候補者の選任及び取締役解任に関する議案内容を討議

します。本委員会は社外取締役２名を含む取締役４名、社外有識者１名の５名で構成され

ています。 

報酬委員会 

主に株主総会に提出する、取締役報酬の総額に関する議案内容及び取締役（及び執行役

員）個人の報酬額を討議します。本委員会は社外取締役２名を含む取締役４名、社外有識

者１名の５名で構成されています。 

監査・ガバナンス委員会 

主に監査室及び法務本部との連携のもとに、全社及びグループ全体の監査・内部統制に

関する基本方針、仕組み構築、計画、施策等を討議します。また、現在のガバナンス体制

を機能させるための方針、仕組みづくりと運用の徹底を討議します。本委員会は社外取締

役 1名を含む取締役 4名、社外有識者 3名の 7名で構成されています。 

ｂ）内部統制推進室の設置 

リスクを適切に管理するための業務プロセス及び相互牽制の仕組みを構築するため、本年 

１０月、内部統制推進プロジェクト委員会を発展的に解消し、社長直轄の部門として内部統

制推進室を設置しました。同室を中心に外部アドバイザーの意見も取り入れながら経営層へ

の報告およびグループ横断的な課題への対応、内部統制整備･運用・評価の推進指示および

進捗管理、本社部門・カンパニーの内部統制推進のサポート等、リスク管理体制の構築を進

めています。 

ｃ）コンプライアンスホットラインの設置 

従業員や役員など当社に関係する人物から、コンプライアンス違反となる又は違反するお

それのある行為について、監査室（内部監査機関）及び外部弁護士を相談・申告窓口として

設置したもので、利用者が相談しやすいよう、社内の窓口だけでなく社外の窓口の設置を行

うとともに、利用者保護を明文化した規程を整備しました。 
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 ③財務・経理体制の強化・カンパニー制の弊害の除去 

適正な財務諸表を作成し、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

が必要となりますが、この点については以下のような対応策を立案しており、その一部については

既に実行・運用しております。 

A）経理社員制度の導入（実施済） 

カンパニー及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本年 4月に

導入しました。 

この経理社員制度の導入の狙いは、当社グループの企業価値最大化及びリスク管理の観点から、

グループ経営状況を適時・的確に把握すると共に、全社での公正な会計処理の統一、個々の経理

社員のスキルアップ及び経理部門の全社的強化を通じて財務報告の信頼性確保等に資するとい

うものです。この経理社員制度により、本社財務部門主導による本社財務本部・カンパニー・子

会社間での経理担当者のローテーションによる財務管理体制の一体化・コミュニケーションの強

化、財務経理要員一括集中管理による能力開発・スキルアップ及び標準化された経理処理等を通

じて、カンパニーにおいて強い管理会計的志向から財務会計的・制度会計的志向への転換やカン

パニー経営層への牽制強化に積極的に取り組み、経理部門の財務会計力の向上に貢献しています。 

  B）関係会社管理の強化 

    経理社員制度の導入と連動し、関係会社の経理部門の強化を図るため、関係会社の経理決算指

導を専門的に行う機能を関係会社管理部に付加しました。 

C）関係会社管理基準の導入（実施済） 

当社では、カンパニーへの過度の権限委譲により、カンパニー制の弊害として、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、結果的に累損を抱えた多数の関係会社に

対する対応が適切に出来なかったことが、本件における不適切な会計処理が発生した原因の 1つ

であると認識しています。 

そこで、当社では、本年 4月、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

社を適時に客観的かつ合理的基準により選別し、再建計画書及び撤退計画書の作成を義務付け、

これらを本部（財務部門及び経営企画部門）が審査することにより、早期の経営判断・対応策の

検討を可能にすると共に、損失の先送りを防止し、健全な財務体質の維持に努めています。 

D）決算担当人員の強化 

当社においては、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、さらなる強化が必要であり、本年４月現在の１２名から２４名体制に倍増し、マンパワー

の質・量の強化を図ります。 

  E）管理会計と制度会計の乖離是正 

    管理会計の処理を更に制度会計に近づけ、月次管理の段階で制度会計の課題を認識する体制を

構築します。 

F）会計基準の遵守・徹底の仕組みの導入 

高度化・複雑化する会計基準、特に新たに適用される会計基準に対応するため、財務本部内に

会計基準遵守・徹底をミッションとする検査専任者を置きます。 
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G）事業計画検証体制の確立 

カンパニーが作成する3ヵ年事業計画についての達成確実性の検証及び変更の必要性の検討を

経理・財務部門から切り離し、経営企画本部で主導的に実施します。 

 

④監査法人、監査役（会）、財務本部との密接な連携・情報共有 

   課題認識とその解決のため、監査法人と監査役(会)と財務本部で定例的に検討会議を開催します。 

 

(2)責任問題について 

過年度決算訂正に至った原因については、過年度決算調査委員会の調査報告書に記載されている通り

でありますが、関係会社株式減損の計上時期の見直しにより繰延税金資産への影響も含め６年に及ぶ訂

正であり年度別の変更額も大きいこと、かつその原因は財務部門のみならずガバナンス体制の不備をは

じめとする複合的要因に起因することも踏まえ、旧経営陣、現経営陣共に次の通り責任をシェアーする

こととし、本件を今後の当社経営上の教訓といたします。なお、以下の内容につきましては、本日開催

の当社取締役会にて決議済です。 

 

①役員の退職金不支給 

現時点での役員退職慰労金規定上の累積額(総会決議分含む)につき新旧取締役、監査役はその全

額を不支給とし、現執行役員は一部を不支給とします。 

   A）既退任済役員１６名の未払退職慰労金の全額不支給(総会決議済分６名を含む) 

  B）現役役員１３名の未払退職慰労金の全額不支給 

  C）現役執行役員３１名の未払退職慰労金の３０％不支給 

     [ 対象者  計６０名、  総額 約１２億円 ] 

②決算関係役員等の減俸処分 

上記に加え、社長、現役の財務担当役員(前担当含む３名)並びに、常勤監査役３名、計７名につ

いては現在実施している給与カットとは別に各々１０％の減俸処分(６ヶ月間)とします。 

<対象者> 

佐野社長、前田副社長(管理部門統括)、西口常務(前財務本部長)、松井執行役員(現財務本部長)、 

富永監査役、黒河監査役、内田監査役 

*参考：現在実施中の給与カット 

社長・副社長 ５０％、  専務・常務 ４０％、  執行役員 ２２％、  監査役 ２５％ 

 

 今回、当社において６年前に遡る過年度決算訂正をせざるを得ない状況に至り、株主様、取引先様や

他の多くの皆様に大変なご迷惑とご心配をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。 

 全社を挙げて皆様の信頼回復に努めてまいりますので、今後とも皆様のご理解、ご指導、ご鞭撻を賜

りますよう、お願い申し上げます。 

以 上 
 

問合わせ先：ｺｰﾎﾟﾚ-ﾄｺﾐｭﾆｹ-ｼｮﾝ本部 経営広報部 

（ＴＥＬ 06－6994－3546） 

財務本部 経理部 

（ＴＥＬ 06－6991－1181） 


