
 
平成 22 年 11 月 11 日 

各 位 
会社名       愛知時計電機株式会社 
代表者名      取締役社長 鈴木 登 
（コード番号 7723 東証・名証 第一部） 

問い合わせ先  常務取締役管理統括本部長 
 小野田 晋也 

（TEL 052-661-5151） 
 
 

過年度有価証券報告書等の訂正報告書に関する監査意見不表明のお知らせ 
 
 

当社は、平成 18 年 3 月期及び平成 19 年 3 月期の有価証券報告書並びに平成 18 年９月期の半

期報告書の訂正報告書を提出するにあたり添付される旧証券取引法第 193 条の２第 1 項の規定に

基づく有限責任あずさ監査法人による監査報告書について、同監査法人より監査意見を表明しな

い旨の監査報告書を本日受領いたしましたので下記のとおりお知らせいたします。 
 

１．監査を実施した監査法人の名称 
   有限責任あずさ監査法人 
 
２．監査報告書の内容 
  受領した監査報告書に記載された内容は、以下のとおりであります。 
 
平成 18 年 3 月期（財務諸表） 

当監査法人は、旧証券取引法第 193 条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状

況」に掲げられている愛知時計電機株式会社の平成 17 年４月１日から平成 18 年３月 31 日

までの第 83 期事業年度の訂正報告書の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、利益

処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にある。 
当監査法人は、下記事項を除き我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者

が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全

体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。 
 

記 
 
当監査法人は、平成 18 年３月 31 日をもって終了する事業年度終了後に監査契約を締結し

たが、たな卸資産の事業年度期首及び期末残高の妥当性についての十分かつ適切な監査証拠

が入手できなかったため、財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得ることがで

きなかった。 
当監査法人は、上記の財務諸表が、上記事項の財務諸表に与える影響の重要性に鑑み、愛

知時計電機株式会社の平成 18 年３月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年

度の経営成績を適正に表示しているかどうかについての意見を表明しない。 
 
追記情報 
 有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は金融商品取引法 

 
第 24 条の２第１項の規定に基づき財務諸表を訂正している。当監査法人は訂正後の財務諸表
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について監査を行った。 
 
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。 
 

以  上 
 

 
平成 18 年 3 月期（連結財務諸表） 

当監査法人は、旧証券取引法第 193 条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状

況」に掲げられている愛知時計電機株式会社の平成 17 年４月 1 日から平成 18 年３月 31 日

までの連結会計年度の訂正報告書の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計

算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査

を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にある。 
当監査法人は、下記事項を除き我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経

営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含

め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。 
 

記 
 
当監査法人は、平成 18 年３月 31 日をもって終了する連結会計年度終了後に監査契約を締

結したが、たな卸資産の連結会計年度期首及び期末残高の妥当性についての十分かつ適切な

監査証拠が入手できなかったため、連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を

得ることができなかった。 
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、上記事項の連結財務諸表に与える影響の重要性に

鑑み、愛知時計電機株式会社及び連結子会社の平成 18 年３月 31 日現在の財政状態並びに同

日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示し

ているかどうかについての意見を表明しない。 
  

追記情報 
有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は金融商品取引法

第 24 条の２第 1 項の規定に基づき連結財務諸表を訂正している。当監査法人は訂正後の連結

財務諸表について監査を行った。 
 
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。 
 

以  上 
 

 
平成 18 年 9 月中間期（中間財務諸表） 
 

当監査法人は、旧証券取引法第 193 条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状

況」に掲げられている愛知時計電機株式会社の平成 18 年４月１日から平成 19 年３月 31 日

までの第 84 期事業年度の中間会計期間（平成 18 年４月１日から平成 18 年９月 30 日まで）

に係る訂正報告書の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株

主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあ

る。 
当監査法人は、下記事項を除き我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ

た。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情
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報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な

保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じ

て追加の監査手続を適用して行われている。 
 

記 
 
当監査法人は、平成 18 年９月 30 日をもって終了する中間会計期間終了後に監査契約を締

結したが、たな卸資産の中間会計期間期首及び中間会計期間末残高の妥当性についての十分

かつ適切な監査証拠が入手できなかったため、中間財務諸表に対する意見表明のための合理

的な基礎を得ることができなかった。 
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、上記事項の中間財務諸表に与える影響の重要性に

鑑み、愛知時計電機株式会社の平成 18 年９月 30 日現在の財政状態及び同日をもって終了す

る中間会計期間（平成 18 年４月１日から平成 18 年９月 30 日まで）の経営成績に関する有

用な情報を表示しているかどうかについての意見を表明しない。 
 
追記情報 
半期報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は金融商品取引法第 24

条の５第５項の規定に基づき中間財務諸表を訂正している。当監査法人は訂正後の中間財務

諸表について中間監査を行った。 
 
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。 
 

以  上 
 

 
平成 18 年 9 月中間期（中間連結財務諸表） 

当監査法人は、旧証券取引法第 193 条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状
況」に掲げられている愛知時計電機株式会社の平成 18 年４月１日から平成 19 年３月 31 日
までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成 18 年４月１日から平成 18 年９月 30 日まで）
に係る訂正報告書の中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算
書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監
査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にある。 
当監査法人は、下記事項を除き我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ

た。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の
有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの
合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必
要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。 

 
記 

 
当監査法人は、平成 18 年９月 30 日をもって終了する中間連結会計期間終了後に監査契約

を締結したが、たな卸資産の中間連結会計期間期首及び中間連結会計期間末残高の妥当性に
ついての十分かつ適切な監査証拠が入手できなかったため、中間連結財務諸表に対する意見
表明のための合理的な基礎を得ることができなかった。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、上記事項の中間連結財務諸表に与える影響の
重要性に鑑み、愛知時計電機株式会社及び連結子会社の平成 18 年９月 30 日現在の財政状態
並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成 18 年４月１日から平成 18 年９月 30 日
まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているかどう
かについての意見を表明しない。 
 

追記情報 
 半期報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は金融商品取引法第 24
条の５第５項の規定に基づき中間連結財務諸表を訂正している。当監査法人は訂正後の中間
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連結財務諸表について中間監査を行った。 
 
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。 
 

以  上 
 

 
平成 19 年 3 月期（財務諸表） 

当監査法人は、旧証券取引法第 193 条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の

状況」に掲げられている愛知時計電機株式会社の平成 18 年４月１日から平成 19 年３月 31
日までの第 84 期事業年度の訂正報告書の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、

株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経

営者にある。 
当監査法人は、下記事項を除き我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者

が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全

体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。 
 

記 
 
当監査法人は、平成 19 年３月 31 日をもって終了する事業年度終了後に監査契約を締結し

たが、たな卸資産の事業年度期首残高の妥当性についての十分かつ適切な監査証拠が入手で

きなかったため、財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得ることができなかっ

た。 
当監査法人は、上記の財務諸表が、上記事項の財務諸表に与える影響の重要性に鑑み、愛

知時計電機株式会社の平成 19 年３月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年

度の経営成績を適正に表示しているかどうかについての意見を表明しない。 
 

追記情報 
 有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は金融商品取引法

第 24 条の２第１項の規定に基づき財務諸表を訂正している。当監査法人は訂正後の財務諸

表について監査を行った。 
 
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。 
 

以  上 
 

 
平成 19 年 3 月期（連結財務諸表） 

当監査法人は、旧証券取引法第 193 条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の

状況」に掲げられている愛知時計電機株式会社の平成 18 年４月 1 日から平成 19 年３月 31
日までの連結会計年度の訂正報告書の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益

計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表に

ついて監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にある。 
当監査法人は、下記事項を除き我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経

営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含

め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。 
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記 

 
当監査法人は、平成 19 年３月 31 日をもって終了する連結会計年度終了後に監査契約を締

結したが、たな卸資産の連結会計年度期首残高の妥当性についての十分かつ適切な監査証拠

が入手できなかったため、連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得ること

ができなかった。 
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、上記事項の連結財務諸表に与える影響の重要性に

鑑み、愛知時計電機株式会社及び連結子会社の平成 19 年３月 31 日現在の財政状態並びに同

日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示し

ているかどうかについての意見を表明しない。 
 

追記情報 
有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は金融商品取引法

第 24 条の２第 1 項の規定に基づき連結財務諸表を訂正している。当監査法人は訂正後の連

結財務諸表について監査を行った。 
 
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。 
 

以  上 
 

 
３．監査報告書の受領日 

平成 22 年 11 月 11 日 
 
４．背景及び概要 

当社は、平成 22 年８月 27 日に「不適切な会計処理の判明について」にて開示をいたしまし

たとおり、札幌支店の計装分野において平成 9年度から平成 23 年 3 月期第 1四半期に至るまで

不適切な会計処理が行なわれていたことが判明いたしました。その結果、平成 18 年３月期の有

価証券報告書の訂正報告書以降、平成 23 年３月期第１四半期報告書の訂正報告書に至るまで各

期の訂正報告書を提出することになりましたが、そのうち、平成 18 年 3 月期及び平成 19 年 3

月期の有価証券報告書並びに平成 18 年 9 月期の半期報告書（以下、当該有価証券報告書等）の

訂正報告書に添付される監査報告書は監査意見不表明となりました。 
 
当社は、平成 19 年 3 月期までみすず監査法人に監査を委嘱しておりましたが、みすず監査法

人が平成 19 年 7 月 31 日に解散したため、平成 20 年 3 月期から現任監査人である有限責任あず

さ監査法人（以下、あずさ監査法人）に監査を委嘱しており、今般の不適切な会計処理による有

価証券報告書等の訂正報告書を提出するに当たり、みすず監査法人が監査人であった事業年度等

の訂正報告書の監査もあずさ監査法人に委嘱いたしました。 

 
あずさ監査法人は、平成 20 年 3 月期にみすず監査法人から監査業務の引継を実施しており、

その過程で平成19年3月末の貸借対照表項目の妥当性を確認しておりますが、平成18年9月 中

間期末以前の事業年度末等については今般の当該有価証券報告書等の訂正報告書に係る監査で

新たに監査人となったことから、改めてその妥当性を確認する必要があります。 

 

当社は、みすず監査法人の監査意見が表明されている監査済財務諸表に今般の不適切な会計処

理による訂正報告書に対する監査意見が表明されている 20 年 3 月期以降の事業年度等と同等の

精度をもって訂正し、たな卸資産残高についても各事業年度等に遡及して確認し訂正すべき金額
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を適切に反映して訂正報告書を作成しております。 

 

しかしながら、当該有価証券報告書等の訂正報告書の監査契約が事業年度等の終了後に締結さ

れたことから、あずさ監査法人は重要項目であるたな卸資産残高の妥当性について、経年による

単価等の過去データが更新されている等の事由により確認ができませんでした。平成 19 年 3 月

期においては、前述のとおり監査業務の引継が実施されていることから、期末のたな卸資産残高

の妥当性は確認できるものの期首のたな卸資産残高の妥当性が確認できないこと、また、平成

18 年 3 月期及び平成 18 年 9 月 中間期においては期首及び期末のたな卸資産残高の妥当性が確

認できず、当該事項が財務諸表等に与える影響が重要であることから、当社は、あずさ監査法人

から当該有価証券報告書等の訂正報告書について監査意見を表明しない旨の説明を受け、その旨

を記載した監査報告書を本日受領いたしました。 

 

なお、あずさ監査法人は平成 20 年 3 月期にみすず監査法人から監査業務の引継を受け、その

過程で平成 19 年 3 月末の貸借対照表項目の妥当性を確認しており、平成 20 年 3 月期以降は同監

査法人が監査を実施していることから、たな卸資産残高の実在性、正確性を確認することができ、

適正な監査意見を表明する旨の説明を受け、その旨を記載した監査報告書を本日受領しておりま

す。 

 
                                      以 上 


