
費用化・損失計上に至るまでの開示状況の推移 資料３

会社名 平成18年3月期における会計処理・開示 平成17年3月期における会計処理・開示 平成16年3月期における会計処理・開示 平成15年3月期における会計処理・開示 平成14年3月期における会計処理・開示

セイコーエプソン

【事業等のリスク】(21）重要な訴訟などについて（【その他】に同じ）

【財務諸表】（特別損失）訴訟関連費用引当金 8,540百万円
（重要な引当金の計上基準）
⑤訴訟損失引当金　訴訟関連費用の支出にそなえ、損害賠償金および訴訟費用につ
いて、当連結会計年度末において必要と認めた合理的な発生見積額を計上しておりま
す。
（P/L注記）なし

【その他】
①インクジェットプリンタに関する米国集団訴訟について
連結財務諸表提出会社の連結子会社であるEpson America, Inc.は、米国において複
数の原告より、エプソンの販売するインクジェットプリンタについて、インクカートリッジ
内のインク残量表示に関する不当な表示を理由として損害賠償を求める訴訟を提起さ
れました。かかる訴訟は、米国の裁判所より集団訴訟として手続を進める旨の認定
（Class Certification）がされ、平成18年２月には裁判所により原告との和解契約に係る
仮承認が行われましたが、有価証券報告書提出日現在、最終承認には至っておりま
せん。
②ドイツにおける著作権料の支払いに関する訴訟について
連結財務諸表提出会社の連結子会社であるEpson Deutschland GmbHは、ドイツ著作
権料徴収団体（Verwertungsgesellschaft Wort）より、エプソンの販売するプリンタが著
作権料の賦課の対象となる著作物の私的複製を行なう機器に該当するとして著作権
料の支払いを求める訴訟を提起されました。かかる訴訟の第１審では、当該プリンタが
著作権料の賦課の対象となるという判断がなされ、当該プリンタの１分間当たりの印刷
可能枚数に応じ、１台当たり10ユーロから256.70ユーロまでの料率による著作権料の
支払いをEpson Deutschland GmbHに対し命じる判決が下されました。なお、Epson
Deutschland GmbHはかかる判決を不服として上級審に控訴しております。

【事業等のリスク】(21）重要な訴訟などについて（【その他】に同じ）

【その他】
①インクジェットプリンタに関する米国集団訴訟について
連結財務諸表提出会社の連結子会社であるEpson America, Inc. は、米国において複
数の原告より、エプソンの販売するインクジェットプリンタについて、インクカートリッジ
内のインク残量表示に関する不当な表示を理由として損害賠償を求める訴訟を提起さ
れております。かかる訴訟は、米国の裁判所より集団訴訟として手続を進める旨の認
定（Class Certification）がされております。
②ドイツにおける著作権料の支払いに関する訴訟について
連結財務諸表提出会社の連結子会社であるEpson Deutschland GmbHは、ドイツ著作
権料徴収団体（VerwertungsGesellschaft Wort）より、エプソンの販売するプリンタが著
作権料の賦課の対象となる著作物の私的複製を行なう機器に該当するとして著作権
料の支払いを求める訴訟を提起されております。なお、かかる訴訟の予備手続である
仲裁委員会においてはEpson Deutschland GmbHの販売したプリンタ１台あたりに一定
の著作権料の支払を認める仲裁案が提示されましたが、両当事者とも仲裁案を不服と
して拒絶し、現在の訴訟に至っております。

N/A N/A N/A

メディアリーブス

N/A 【財務諸表】（特別損失）訴訟関連費用 161百万円
（P/L注記）訴訟関連費用には、ゲームソフト「ティアリングサーガ」の訴訟に係る損害
補償金及び弁護士費用が含まれております。

【事業等のリスク】(7) 現在係争中の事項に関するリスク （ほぼ【その他】と同じ内容）

【その他】訴訟等
平成13年７月25日に、任天堂㈱及び㈱インテリジェントシステムズより連結子会社㈱エ
ンターブレイン外２名を被告として、ゲームソフトウェア「ティアリングサーガ ユトナ英雄
戦記」の製造、販売及び頒布の禁止並びに２億5,830万円の損害賠償を求める訴訟が
東京地方裁判所に提起されましたが、本訴訟は、平成14年11月14日に判決があり、原
告らの請求はいずれも棄却されました。その後、本訴訟は、原告らによって、平成14年
11月26日に東京高等裁判所に控訴され、現在、東京高等裁判所知的財産第４部にて
控訴審が係属しております。当事者及び請求の趣旨は、原審と変更ありません。

損害保険ジャパン

【財務諸表】（P/L注記）その他特別損失の内訳は、（中略）および米国保険代理店
フォートレス・リー社との海外再保険取引に関する訴訟関連費用882百万円でありま
す。

【財務諸表】（P/L注記）その他特別損失の内訳は、当社における米国保険代理店
フォートレス・リー社との海外再保険取引に関する訟関連費用2,189百万円、（以下省
略）

【財務諸表】（P/L注記）その他特別損失の内訳は、（中略）米国保険代理店フォートレ
ス・リー社等に対する訴訟関連費用2,705百万円、(以下省略）

（平成14年12月1日付で会社更生手続中の大成海上火災保険株式会社を合併。） 【財務諸表】（合併前の日産火災海上保険株式会社における重要な後発事象）
米国同時多発テロ事件による損失を含め、当社が海外再保険業務を委託していた米
国代理店との再保険取引に起因する損失が多額となることが判明し、当社は鋭意調
査を進めた結果、将来債務も含め115,651百万円の損失が見込まれ、企業の透明性と
健全性を確保する観点から、その全額を当連結会計年度において一括して費用処理
を行った。その後、当社は、この海外再保険取
引に関して残存する金融再保険について、早期に債権債務関係を終了させること等を
目的として、個別の再保険会社との間で「協定額を支払うことで契約関係を終了させる
手続」(以下、「一括精算手続」という。)を進めてきたが、平成14年６月17日、協議が整
い、すべての金融再保険の解約を完了した。これに伴い、当社は、一括精算手続によ
り支払うことになる違約金、および当該米国
代理店からの報告に基づいて資産計上していた「外国再保険貸」の中の金融再保険
からの回収予定額等、合計約13,200百万円を、合併のために行う平成14年６月期決
算において費用処理することとした。

中道機械

N/A 【財務諸表】（特別損失）訴訟関連費用 30百万円
（P/L注記）この内容は、労災訴訟裁判に係る訴訟和解金と弁護士費用であります。

N/A N/A N/A

ＳＥＣカーボン

【事業等のリスク】(6)重要な訴訟について
現在、当社グループは、いくつかの訴訟を抱えておりますが、いずれも当社グループの
財政状態および経営成績に重大な影響を及ぼす重要なものではありません。

【財務諸表】（特別損失）訴訟関連費用 74百万円 （P/L注記）なし

【事業等のリスク】(6)重要な訴訟について
現在、当社グループは、いくつかの訴訟を抱えておりますが、いずれも当社グループの
財政状態および経営成績に重大な影響を及ぼす重要なものではありません。

【財務諸表】（特別損失）訴訟関連費用 1,056百万円
（P/L注記）当社は、人造黒鉛電極の販売で価格カルテルに関する欧州第一審裁判所
の判決を不当と判断して平成16年７月15日に上訴手続を取りましたが、上訴を取り下
げることに決定したことにともない、課徴金および延滞利息計1,018,170千円を訴訟関
連費用に含めて計上しております。

【その他】② 訴訟　当社は、価格カルテルを結んでいたとして、米国独占禁止法に違反
したことによる損害賠償を求める民事訴訟等が米国で提起され、解決を見たものもあ
りますが、一部係争中のものもあります。

【対処すべき課題】（中略）なお、当社は欧州連合（EU）の欧州委員会から、人造黒鉛
電極の販売で価格カルテルを結んでいたとして、1,220万ユーロ（約15億７千１百万円）
の罰金の支払命令（平成13年７月18日付）を受けましたが、裁定金額が不当であると
して、欧州第一審裁判所に不服申立（平成13年10月９日付）を行っておりましたところ、
同裁判所は平成16年４月29日に判決を下し、当社の罰金額は613.8万ユーロ（約７億９
千万円）に減額となりました。当社といたしましては、関連諸法規の遵守に引き続き努
めていくことは当然でありますが、減額となった判決額が依然不当と考えており、欧州
裁判所に上訴の手続きを進めております。
【事業等のリスク】(5)重要な訴訟について
当社グループは、人造黒鉛電極の販売に絡む価格カルテルに関して、欧州委員会か
ら罰金の支払命令を受け、係争中でありますが、この概要は対処すべき課題に記載の
とおりであります。当社グループは、今後このような指摘を受けることのないよう社内に
おけるコンプライアンス遵守体制を確立しております。

【財務諸表】（特別損失）訴訟関連費用 15百万円
（偶発債務注記）(ロ)訴訟関連　当社は欧州連合(ＥＵ)の欧州委員会から、人造黒鉛電
極の販売で価格カルテルを結んでいたとして、1,220万ユーロ(約15億７千１百万円)の
罰金の支払命令(平成13年７月18日付)を受けましたが、裁定金額が不当であるとし
て、欧州第一審裁判所に不服申立(平成13年10月９日付)を行っておりましたところ、同
裁判所は平成16年４月29日に判決を下し、当社の罰金額は613.8万ユーロ(約７億９千
万円)に減額になりました。当社は減額となった判決額が依然不当と考えており、欧州
裁判所に上訴の手続きを進めております。

【その他】② 訴訟　当社は、価格カルテルを結んでいたとして、米国独占禁止法に違反
したことによる損害賠償を求める民事訴訟等が米国で提起され、解決を見たものもあ
りますが、一部係争中のものもあります。それらに関する訴訟関連費用は特別損失に
計上しております。

【財務諸表】（特別損失）訴訟関連費用 210百万円
（偶発債務注記）(ロ)訴訟関連　当社は欧州連合(ＥＵ)の欧州委員会から、人造黒鉛電
極の販売で価格カルテルを結んでいたとして、1,220万ユーロ(約15億８千４百万円)の
罰金の支払命令(平成13年７月18日付)を受けましたが、欧州裁判所に不服申立(平成
13年10月９日付)を行っております。

【その他】② 訴訟　当社は、価格カルテルを結んでいたとして、米国独占禁止法に違反
したことによる損害賠償を求める民事訴訟等が米国で提起され、解決を見たものもあ
りますが、一部係争中のものもあります。それらに関する訴訟関連費用は特別損失に
計上しております。

【財務諸表】（特別損失）訴訟関連費用 322百万円
（偶発債務注記）(ロ)訴訟関連　当社は欧州連合(ＥＵ)の欧州委員会から、人造黒鉛電
極の販売で価格カルテルを結んでいたとして、1,220万ユーロ(約14億1千6百万円)の罰
金の支払命令(平成13年７月18日付)を受けましたが、欧州裁判所に不服申立(平成13
年10月9日付)を行いました。

【その他】② 訴訟　当社は、価格カルテルを結んでいたとして、米国独占禁止法に違反
したことによる損害賠償を求める民事訴訟等が米国で提起され、解決を見たものもあ
りますが、一部係争中のものもあります。それらに関する訴訟関連費用は特別損失に
計上しております。

（資料３）－3
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ジェイ・エム・エス

【財務諸表】（特別損失）訴訟関連費用 21百万円、損害賠償損失引当金繰入額 24百
万円
（P/L注記）この内容は、特許侵害訴訟にかかる弁護士費用であります。

【その他】重要な訴訟事件等　ＩＴＬ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ ＰＴＹ．ＬＴＤ．が販売する誤穿刺
防止用透析針カバーの米国市場導入にあたり、平成11年４月にＤＳＵ ＭＥＤＩＣＡＬ ＣＯ
ＲＰＯＲＡＴＩＯＮから米国特許侵害として当社及びジェイ・エム・エス・ノース・アメリカ・
コーポレーション並びにＩＴＬ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ ＰＴＹ．ＬＴＤ．等が提訴されました。な
お、当該特許侵害訴訟については、第一審における判決がでておりますが、損害賠償
金の算定根拠に不服があるため、現在係属中であります。

【財務諸表】（特別損失）訴訟関連費用 123百万円、損害賠償損失引当金繰入額 11百
万円
（P/L注記）この内容は、特許侵害訴訟にかかる弁護士費用であります。

【その他】重要な訴訟事件等　ＩＴＬ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ ＰＴＹ．ＬＴＤ．が販売する誤穿刺
防止用透析針カバーの米国市場導入にあたり、平成11年４月にＤＳＵ ＭＥＤＩＣＡＬ ＣＯ
ＲＰＯＲＡＴＩＯＮから米国特許侵害として当社及びジェイ・エム・エス・ノース・アメリカ・
コーポレーション並びにＩＴＬ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ ＰＴＹ．ＬＴＤ．等が提訴されました。な
お、当該特許侵害訴訟については、第一審における判決がでておりますが、損害賠償
金の算定根拠に不服があるため、現在係属中であります。

【財務諸表】（特別損失）訴訟関連費用 375百万円、損害賠償損失引当金繰入額 557
百万円
（P/L注記）この内容は、特許侵害訴訟にかかる弁護士費用であります。

【その他】重要な訴訟事件等　ＩＴＬ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ ＰＴＹ．ＬＴＤ．が販売する誤穿刺
防止用透析針カバーの米国市場導入にあたり、平成11年４月にＤＳＵ ＭＥＤＩＣＡＬ ＣＯ
ＲＰＯＲＡＴＩＯＮから米国特許侵害として当社及びジェイ・エム・エス・ノース・アメリカ・
コーポレーション並びにＩＴＬ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ ＰＴＹ．ＬＴＤ．等が提訴されました。な
お、当該特許侵害訴訟については、第一審における判決がでておりますが、損害賠償
金の算定根拠に不服があるため、現在係属中であります。

N/A N/A

日本ゼオン

【事業等のリスク】１３．訴訟の発生　（偶発債務注記に同じ）

【財務諸表】（特別損失）訴訟関連費用 2,002百万円
（偶発債務注記）係争事件に係る賠償義務　当社及び当社の米国子会社ゼオン・ケミ
カルズ・リミテッド・パートナーシップ（米国：ケンタッキー州。以下ZCLP社）は、他の企
業グループとともに、NBR（アクリロニトリル・ブタジエン・ラバー）に関する価格協定が
あったとして、米国においてNBRの直接購買者及び間接購買者から損害賠償請求訴
訟（民事集団訴訟）を提起されておりました。直接購買者による損害賠償請求訴訟（民
事集団訴訟）につきましては、平成17年9月、原告側弁護団とZCLP社は、ZCLP社が原
告に対して16百万米ドル（約17億円）を支払うことを内容とする和解契約に合意し、同
年12月に連邦地方裁判所が和解を承認する判決を下しました。原告団から離脱（オプ
ト・アウト）手続を行った者がおりましたが、ZCLP社は既にこれらの者との間で個別に
和解を行っておりますので、米国における直接購買者による損害賠償請求訴訟（民事
集団訴訟）は解決しました。間接購買者による損害賠償請求訴訟（民事集団訴訟）に
つきましては、平成16年4月に米国カリフォルニア州において同州法に基づき、NBRの
間接購買者から損害賠償請求訴訟（民事集団訴訟）を提起されておりましたが、平成
18年5月、カリフォルニア州原告側弁護団とZCLP社は、ZCLP社が原告に対して1.53百
万米ドル（約1億8千万円）を支払うことを内容とする和解契約に合意しました。今後、カ
リフォルニア州サンフランシスコ郡上位裁判所が和解を承認することにより、原告団か
ら離脱（オプト・アウト）手続を行わなかったカリフォルニア州原告団構成員全てとの関
係において、カリフォルニア州における間接購買者による損害賠償請求訴訟（民事集
団訴訟）が解決されることになります。またその他の州においても同様の訴訟が提起さ
れており、引き続き両社共同して対応しているところであります。また、NBRに関して、
当社及び当社の欧州子会社は、欧州委員会から競争制限取引の疑いで調査を受けて
おり、調査に協力しております。
（P/L注記）特別損失の「訴訟関連費用」は、米国におけるＮＢＲ（アクリロニトリル・ブタ
ジエン・ラバー）の価格協定の疑いに関して当社グループが計上した費用（主として米
国子会社と直接購買者との間の損害賠償請求訴訟（民事集団訴訟）における和解契
約に基づく和解金）であります。

【その他】（偶発債務の注記に同じ）

【事業等のリスク】１２．訴訟の発生　（偶発債務注記に同じ）

【財務諸表】（特別損失）訴訟関連費用 1,615百万円
(偶発債務注記)係争事件に係る賠償義務　当社及び当社の米国子会社ゼオン・ケミカ
ルズ・リミテッド・パートナーシップ（米国：ケ
ンタッキー州。以下ZCLP社）は、他の企業グループとともに、NBRに関する価格操作が
あったとして、米国においてNBRの直接購買者及び間接購買者から損害賠償請求訴
訟（民事集団訴訟・個別訴訟）を提起されておりましたが、ZCLP社が一部大口需要家
と和解したことにより、その一部は既に取り下げられております。その他の訴訟につき
ましては、両社共同して対応しているところであります。これらの訴状において請求金
額は明示されておりません。また、NBRに関して、当社及び当社の英国子会社は、欧
州委員会から競争制限取引の疑いで調査を受けております。
（P/L注記）特別損失の「訴訟関連費用」は、米国におけるＮＢＲ（アクリロニトリル・ブタ
ジエン・ラバー）の競争制限取引の疑いに関して当社グループが計上した費用（主とし
て米国子会社と米国連邦政府との間の司法取引に基づく罰金）であります。

【その他】（偶発債務の注記に同じ）

【事業等のリスク】１２．訴訟の発生
現在、当社及び米国子会社は、他の企業グループとともに、NBR（アクリロニトリル・ブ
タジエン・ラバー）に関する価格操作等があったとして、米国においてNBRの直接購買
者及び間接購買者から損害賠償請求訴訟（民事集団訴訟）を提起され、当社及び上
記米国子会社は、共同してこの訴訟に対応しているところであります。また、NBRに関
して、当社、当社の米国子会社及び英国子会社は、米国司法省及び欧州委員会から
競争制限取引の疑いで調査を受けております。この訴訟及び調査の結果により損害
賠償もしくは罰金を支払わざるを得ない状況になれば、当社グループの業績及び財務
状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

【財務諸表】
（偶発債務注記）係争事件に係る賠償義務　当社及び米国子会社は、平成15年12月
に米国において、他の企業グループとともに、ＮＢＲ（アクリロニトリル・ブタジエン・ラ
バー）に関する価格操作等があったとして、ＮＢＲの直接購買者から損害賠償請求訴
訟（民事集団訴訟）を提起されましたが、請求金額は明示されておりません。また、ＮＢ
Ｒに関して、当社、当社の米国子会社及び英国子会社は、米国司法省及び欧州委員
会から競争制限取引の疑いで調査を受けております。尚、当社及び米国子会社は、平
成16年４月１日に米国カリフォルニア州において、他の企業グループとともに、同州法
に基づきＮＢＲの間接購買者からの損害賠償請求訴訟（民事集団訴訟）を提起されま
したが、訴状において請求金額は明示されておりません。

N/A N/A

住友ベークライト

【財務諸表】（特別損失）訴訟関連費用 5,520百万円
（P/L注記）訴訟関連費用の内訳は以下のとおりである。和解金10,521百万円、弁護士
費用等2,214 〃、保険金△7,216 〃、合計5,520百万円

【その他】(重要な訴訟事件) 半導体封止用エポキシ樹脂成形材料を使用した一部のＩ
Ｃパッケージ内でショートが発生するというクレームに関連して、当社または当社の子
会社に対する５件の訴訟が米国で係属中であったが、当連結会計年度中に４件が、平
成18年４月に残る１件も和解により解決した。

【事業等のリスク】⑫重要な訴訟について
半導体封止用エポキシ樹脂成形材料を使用した一部のＩＣパッケージ内でショートが発
生するというクレームに関連して、当社または当社の子会社（以下「当社」）に対する５
件の訴訟が米国で係属中であるが、当社が責任を負うべき理由は見当たらないと考え
ており、請求には根拠がないことを主張して争ってきたところである。しかし米国訴訟制
度のリスクや今後の取引関係等、諸般の事情を総合的に勘案し、これらのうち２件の
訴訟についていずれも平成17年4月に和解するに至った。「第５ 経理の状況 １ 連結財
務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 （重要な後発事象）」参照。なおその他係属中の
訴訟３件のうち１件については第一審判決が平成16年12月に下されたが、当社はこの
判決を不服として、平成17年１月に控訴した。「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等
(1)連結財務諸表 注記事項 （連結貸借対照表関係）」参照。またこれまで米国弁護士
費用を中心とする相当額の訴訟費用が発生しており、当連結会計年度には2,633百万
円の訴訟費用を特別損失として計上した。今後も訴訟の進展に応じた費用や和解金
等の発生が予想される。

【財務諸表】（特別損失）訴訟関連費用 2,633百万円
（偶発債務注記）当社の半導体封止用エポキシ樹脂成形材料を使用した一部のＩＣ
パッケージ内でショートが発生するというクレームに関連して米国で提起された１件の
訴訟において、Royal Philips Electronicsおよびその関連会社が被った損害の一部に
関し、当社および当社の子会社（以下「当社」）に責任があるとして、約14百万米ドルの
支払いを命ずる第一審判決が平成16年12月に下された。当社はこの判決を不服とし
て、平成17年1月に控訴した。
（重要な後発事象）①半導体封止用エポキシ樹脂成形材料を使用した一部のＩＣパッ
ケージ内でショートが発生するというクレームに関連して、当社または当社の子会社に
対する５件の訴訟が米国で係属中であるが、これらのうち２件の訴訟についていずれ
も平成17年４月に和解が成立した。１件は富士通株式会社との訴訟で和解金額は45
百万米ドル（約48億円）、他の１件はSeagate Technology LLCとの訴訟で和解金額は５
百万米ドル（約５億円）である。
(P/L注記)なし

【その他】（偶発債務注記に同じ）

【事業等のリスク】⑫ 重要な訴訟について
半導体封止用エポキシ樹脂成形材料を使用した一部のＩＣパッケージ内でショートが発
生するというクレームに関連して、当社または当社の子会社に対して複数(５件)の損害
賠償訴訟が米国で係属中である。これらの訴訟について、当社または当社の子会社
が責任を負うべき理由は見当たらず、請求には根拠がないことを主張して全面的に
争っているところである。これらの訴訟については早期終結を図ることとしているが、こ
れまで米国弁護士費用を中心とする相当額の訴訟費用が発生しており、当連結会計
年度には2,468百万円の訴訟費用を特別損失として計上した。今後も訴訟の進展に応
じた費用の発生が予想される。

【財務諸表】（特別損失）訴訟関連費用 2,468百万円

【その他】(重要な訴訟事件) 半導体封止用エポキシ樹脂成形材料を使用した一部のＩ
Ｃパッケージ内でショートが発生するというクレームに関連して、当社または当社の子
会社に対する複数（５件）の訴訟が米国で係属中である。

N/A N/A

（資料３）－4



費用化・損失計上に至るまでの開示状況の推移 資料３

会社名 平成18年3月期における会計処理・開示 平成17年3月期における会計処理・開示 平成16年3月期における会計処理・開示 平成15年3月期における会計処理・開示 平成14年3月期における会計処理・開示

日本合成化学工業

【事業等のリスク】(5) 訴訟関係 当社は、食品保存料ソルビン酸の輸出販売について
米国および欧州で公正な競争を阻害したとして課徴金等を課せられ対応してきた。こ
れらの訴訟関係については概ね決着しているが、米国の一部の州の司法長官からの
提訴を受けており現在これに対応している。

【財務諸表】（特別損失）訴訟関連費用 54百万円
(P/L注記)ソルビン酸輸出販売に係る訴訟関連費用である。民事訴訟に伴う和解金及
び関連費用 54百万円

【その他】当社の食品保存料ソルビン酸の米国への輸出販売に対する民事訴訟につ
いては概ね決着しているが、一部の州の司法長官からの提訴を受けており、当社はこ
れに対応している。平成18年４月１日以降有価証券報告書提出日までの間に判決もし
くは和解はなされていない。なお、欧州地域における同製品の輸出販売に対する民事
訴訟についても有価証券報告書提出日までの間に提訴はなされていない。

【事業等のリスク】(3) 訴訟関係　当社は、食品保存料ソルビン酸の輸出販売について
米国及び欧州(ＥＵ)で公正な競争を阻害したとして課徴金等を課せられ対応してきた。
これらの訴訟関係については概ね決着しているが、米国の一部の州の司法長官から
の提訴を受けており現在これに対応している。また、当社は、平成16年５月に株式会
社クラレから一部の当社製品の製造及び販売行為について特許権侵害差し止め仮処
分命令の申し立てを受けていたが、平成17年２月同社と和解した。

【財務諸表】（特別損失）訴訟関連費用 83百万円
（P/L注記）ソルビン酸輸出販売に係る訴訟関連費用である。民事訴訟に伴う和解金
及び関連費用 83百万円

【その他】当社の食品保存料ソルビン酸の米国への輸出販売に対する民事訴訟につ
いては概ね決着しているが、一部の州の司法長官からの提訴を受けており、当社はこ
れに対応している。平成17年４月１日以降有価証券報告書提出日までの間に判決もし
くは和解はなされていない。なお、欧州地域における同製品の輸出販売に対する民事
訴訟についても有価証券報告書提出日までの間に提訴はなされていない。
また、当社は、平成16年５月に株式会社クラレから一部の当社製品の製造及び販売
行為について特許権侵害指し止め仮処分命令の申し立てを受けていたが、平成17年
２月同社と和解した。

【事業等のリスク】(3) 訴訟関係　当社は、食品保存料ソルビン酸の輸出販売について
米国及び欧州(ＥＵ)で公正な競争を阻害したとして課徴金等を課せられ対応してきた。
これらの訴訟関係については概ね見通しがついているが、米国の州の司法長官等か
らの提訴を受けており現在これに対応している。また、当社は、平成16年５月に株式会
社クラレから一部の当社製品の製造及び販売行為について特許権侵害差し止め仮処
分命令の申し立てを受け、現在、大阪地方裁判所において係争中である。当社として
は、今後も正当な論拠を主張していく予定である。

【財務諸表】（特別損失）訴訟関連費用 1,540百万円
（P/L注記）ソルビン酸販売のＥＵ競争法違反の嫌疑に係る課徴金ならびに反トラスト
法違反の訴訟に係る和解金及び関連費用であり、その内訳は次のとおりである。欧州
委員会からの課徴金 1,355百万円民事訴訟に伴う和解金及び関連費用184百万円

【その他】当社は、当社の食品保存料ソルビン酸の欧州への輸出販売(昭和53年12月
から平成７年11月)において、ＥＵ競争法違反の疑いで調査を受けていた。平成15年10
月10日欧州委員会から1,050万ユーロ(13億５千５百万円)の課徴金を課す旨の通告を
受け、これを受諾することとし当連結会計年度特別損失に計上した。なお、米国へのソ
ルビン酸輸出販売における民事訴訟については、主な原告とは和解が成立している
が、州の司法長官等からの提訴を受けており、これに対応しているが、平成16年４月１
日以降有価証券報告書提出日までの間に判決もしくは和解はなされていない。
また、当社は、平成16年５月に株式会社クラレから一部の当社製品の製造及び販売
行為について特許権侵害差し止め仮処分命令の申し立てを受け、現在、大阪地方裁
判所において係争中である。当社としては、今後も正当な論拠を主張していく予定であ
る。

【財務諸表】（特別損失）訴訟関連費用 63百万円
（P/L注記）ソルビン酸の反トラスト法の訴訟に係る和解金及び関連費用であり、その
内訳は次のとおりである。民事訴訟に伴う関連費用 63百万円

【その他】当社の食品保存料ソルビン酸の輸出販売における欧州委員会によるＥＵ競
争法違反の疑いでの調査については、その後、異議告知書(Statement of Objection)
の送達を受け、これに対応しているが最終結論には至っていない。また、米国における
ソルビン酸の訴訟については、主な原告とは和解が成立しているが、現時点では、州
の司法長官等から提訴を受けており、これに対応しているが、平成15年４月１日以降
有価証券報告書提出日までの間に審決および金額の提示はなされていない。

【財務諸表】（特別損失）訴訟関連費用 1,147百万円
（P/L注記）ソルビン酸の反トラスト法の訴訟に係る和解金及び関連費用であり、その
内訳は次のとおりである。民事訴訟に伴う和解金 1,019百万円、関連費用127百万円

第一交通産業

【財務諸表】（営業外費用）訴訟関連費用 202百万円 (P/L注記)当社及び現在解散清
算中である非連結子会社１社における、買収した旧法人の労働組合等との間の雇用
契約上の地位確認等をめぐる係争事件に係る裁判所の賃金仮払命令に基づく賃金相
当額の支払であります。

【その他】当社及び現在解散清算中である非連結子会社1社において、買収した旧法
人における労働組合等との間で雇用契約上の地位確認等の係争事件が現在係属中
でありますが、当該訴訟は当連結会計年度末以降において、重要な影響を与えること
はありません。

【その他】当社及び現在解散清算中である非連結子会社1社において、買収した旧法
人における労働組合等との間で雇用契約上の地位確認等の係争事件が、現在係属
中であります。

N/A N/A N/A

関西高速鉄道
N/A 【財務諸表】（特別損失）訴訟関連費用 63百万円 (P/L注記)なし N/A N/A N/A

パオ
N/A 【財務諸表】（特別損失）訴訟関連費用 14百万円 (P/L注記)なし N/A N/A N/A

オンキョー

【事業等のリスク】⑬ 訴訟について当社グループの業績と財務状況に悪影響が及ぶ
可能性があります。（【その他】に同じ）

【財務諸表】（特別損失）訴訟関連費用 389百万円 (P/L注記)なし

【その他】
(Ⅰ) 当社および連結子会社３社は、平成15年９月30日付で、Global Technovations,
Inc.（以下「GTI」）およびOnkyo America, Inc. （以下「OAI」）から、以下に掲げる内容で
米国ミシガン州東部地区破産裁判所に提訴されました。なお、連結子会社３社とは、
ONKYO（MALAYSIA) SDN. BHD.（以下「ML」）ONKYO EUROPE ELECTRONICS GMBH
(以下「EU」)、ONKYO U.S.A. CORP. であります。
（内容）
当社、MLおよびEUは、GTIに対し平成12年８月に当社の米国子会社であったOAIの発
行済株式を全株売却しました。その後、平成13年12月に、GTIおよびOAIは、米国で破
産法の申請をしております。GTIは、平成15年９月にこの株式譲渡の無効を主張し、譲
渡対価の一部である13,000千USドル（当社3,900千USドル、MLおよびEUは各4,550千
USドル）と、OAIが破産法申請前90日間に支払った商品代金の652千USドルの返還請
求を提訴しました。なお、当社および当社子会社は、この株式譲渡無効の訴えが不当
なものであるとして、抗弁する所存であります。
(Ⅱ) 当社および連結子会社２社（以下「当社グループ」）は、平成16年10月１日付で、
上記（Ⅰ）の訴訟に関連した事案で、米国G. Jeff Mennen and Wilmington Trust
Company（以下「メンネントラスト」）から、以下に掲げる内容で米国フロリダ州南部地区
連邦裁判所(以下「裁判所」)に提訴されましたが、平成18年３月２日付にて裁判所よ
り、メンネントラストの訴えを棄却し当社グループ勝訴という判決が下されました。しか
し、メンネントラストより平成18年３月29日に第11巡回区米国連邦控訴裁判所へ控訴
の申立があり、控訴の提起を受けました。なお、連結子会社２社とは、ML、EUでありま
す。
（内容）
メンネントラストは、GTIに対してOAI株式取得資金および株式取得後の運転資金の融
資を行っていましたがGTIおよびOAIが破産法の適用を申請するに至って、その債権の
回収が不能になったとしております。メンネントラストの主張は、当社グループがOAI株式をGTIに譲渡する時に、GTIおよびメンネントラストに対し、意図的に虚偽の情報を提示したため、誤った情報に基づく融資を行ったとして、23,070千USドルの損害賠償請求を提訴するというものであります。なお、当社グループは、先に当社グループの勝訴となった第一審と同様、本訴訟は当社グループの適切な情報開示と誠実な株式売買交渉に基づいて行われた取引に対して、不当な申立がなされていると考え、当該控訴に対して徹底して争う所存であります。

【事業等のリスク】(3) 訴訟について　（【その他】に同じ）

【その他】
① 当社および連結子会社３社は、平成15年９月30日付で、Global Technovations, Inc.
（以下「GTI」）およびOnkyo America, Inc. （以下「OAI」）から、以下に掲げる内容で米国
ミシガン州東部地区破産裁判所に提訴されました。なお、連結子会社３社とは、NKYO
(MALAYSIA) SDN. BHD. （以下「ML」）、ONKYO EUROPE ELECTRONICS GMBH（以下
「EU」）、ONKYO U.S.A. CORP. であります。
（内容）
当社、MLおよびEUは、GTIに対し平成12年８月に当社の米国子会社であったOAIの発
行済株式を全株売却しました。その後、平成13年12月に、GTIおよびOAIは、米国で破
産法の申請をしております。GTIは、平成15年９月に、この株式譲渡の無効を主張し、
譲渡対価の一部である13,000千USドル（当社3,900千USドル、MLおよびEUは各4,550
千USドル）と、OAIが破産法申請前90日間に支払った商品代金の652千USドルの返還
請求を提訴しました。なお、当社および当社子会社は、この株式譲渡無効の訴が不当
なものであるとして、抗弁する所存であります。
② 当社および連結子会社２社（以下「当社グループ」）は、平成16年10月１日付で、上
記①の訴訟に関連した事案で、米国G. Jeff Mennen and Wilmington Trust Company
（以下「メンネントラスト」）から、以下に掲げる内容で米国フロリダ州南部地区連邦裁判
所に提訴されました。なお、連結子会社２社とは、ML、EUであります。
（内容）
メンネントラストは、GTIに対して、OAI株式取得資金および株式取得後の運転資金の
融資を行っていましたが、GTIおよびOAIが破産法の適用を申請するに至って、その債
権の回収が不能になったとしております。メンネントラストの主張は、当社グループが
OAI株式をGTIに譲渡する時に、GTIおよびメンネントラストに対し、意図的に虚偽の情
報を提示したため、誤った情報に基づく融資を行ったとして、23,070千USドルの損害賠
償請求を提訴するというものであります。なお、当社グループは、上記①と同様、本訴
訟は当社グループの適切な情報開示と誠実な株式売買交渉に基づいて行われた取
引に対して、不当な申立がなされていると考え、徹底して争う所存であります。

【事業等のリスク】(3) 訴訟について　（【その他】に同じ）

【その他】当社および連結子会社３社は、平成15年９月30日付で、Global
Technovations,Inc.(以下「GTI」)およびOnkyo America,Inc.(以下「OAI」)から、以下に掲
げる内容で米国ミシガン州東部地区破産裁判所に提訴されました。なお、連結子会社
３社とは、ONKYO (MALAYSIA) SDN.BHD.(以下ML)、ONKYO EUROPE ELECTRONICS
GMBH(以下EU)、ONKYO U.S.A. CORP.であります。
（内容）
当社、MLおよびEUは、GTIに対し平成12年８月に当社の米国子会社であったOAIの発
行済株式を全株売却しました。その後、平成13年12月に、GTIおよびOAIは、米国で破
産法の申請をしております。GTIは、平成15年９月に、この株式譲渡の無効を主張し、
譲渡対価の一部である13,000千USドル(当社3,900千USドル、MLおよびEUは各4,550
千USドル)と、OAIが破産法申請前90日間に支払った商品代金の652千USドルの返還
請求を提訴しました。なお、当社および当社子会社は、この株式譲渡無効の訴が不当
なものであるとして、抗弁する所存であります。

N/A N/A

岩崎電気

【財務諸表】（特別損失）訴訟関連費用 192百万円 (P/L注記)知的財産権に関する弁
護士費用等である。

【財務諸表】（特別損失）訴訟関連費用 293百万円 (P/L注記)知的財産権に関する弁
護士費用等である。

N/A N/A N/A

（資料３）－5



費用化・損失計上に至るまでの開示状況の推移 資料３

会社名 平成18年3月期における会計処理・開示 平成17年3月期における会計処理・開示 平成16年3月期における会計処理・開示 平成15年3月期における会計処理・開示 平成14年3月期における会計処理・開示

田中亜鉛鍍金

【事業等のリスク】(6）堺工場のめっき槽にかかわる設備工事事故について　（【その
他】に同じ）

【その他】②訴訟　平成14年5月に発生いたしました堺工場のめっき槽にかかわる設備
工事事故につきましては、約２年半にわたってめっき槽製作会社と協議してまいりまし
たが合意が得られず、平成17年１月７日大阪地方裁判所に約３億６千万円の損害賠
償訴訟を提起し、全力を挙げて争っております。

【事業等のリスク】(6）堺工場のめっき槽にかかわる設備工事事故について　（【その
他】に同じ）

（単）【財務諸表】（営業外費用）訴訟関連費用 6百万円 (P/L注記)なし

【その他】平成14年５月に発生いたしました堺工場のめっき槽にかかわる設備工事事
故につきましては、約２年半にわたってめっき槽製作会社と協議してまいりましたが合
意が得られず、平成17年１月７日大阪地方裁判所に約３億６千万円の損害賠償訴訟
を提起しましたので、今後、全力を挙げて争ってまいります。

【事業等のリスク】(6）堺工場のめっき槽にかかわる設備工事事故について
前期発生いたしました堺工場のめっき槽にかかわる設備工事事故の損害額のうち、工
事関係各社の負担分につきましては引き続き鋭意交渉中でありますので、当期の予
算には計上しないで、計画を立てております。

（単）【財務諸表】（特別損失）訴訟和解損 74百万円 (P/L注記)訴訟和解損について
は、（３）その他に記載しております。

【その他】平成14年５月に発生いたしました堺工場のめっき槽にかかわる設備工事事
故の損害額のうち工事関係各社の負担分につきましては鋭意交渉中であります。
訴訟和解損は、平成８年12月10日に、当社廃水処理設備内で産業廃棄物処理業者の
社員が、アルカリ汚泥の除去・廃棄工事中に両目アルカリ外傷を負った事故につきま
して、同社員から平成14年６月21日付で、事故原因が当社にあるとして、損害賠償請
求訴訟を提起され、係争中でありましたが、裁判の長期化の回避ならびに実質的に原
告側の過失分を認めた裁判所案を成15年11月４日に受け入れ、産業廃棄物処理業者
の社員に対し支払った122,500千円及び、弁護士に支払った報酬金1,623千円のうち、
施設賠償保険にて補填される50,000千円を差引いた74,123千円であります。

【対処すべき課題】 N/A

サンスター

【事業等のリスク】当社には、以下のとおり現在係争中の訴訟があります。1980年に当
社と米国アルバート・カルバー社との間で締結したＶＯ５商標に関する譲渡契約等にも
とづいて使用している同商標について、当該譲渡契約等に違反しているとして、同社か
ら損害賠償の請求、同商標の使用差し止め等を求める訴訟が提起されております。一
方、当社からも、同社に対して不当な干渉にもとづく損害賠償などを求める反訴を起こ
しており、現在ともに米国イリノイ州の連邦地方裁判所にて係争中であります。
当該訴訟に関して当社は正当な論拠を持って応訴しておりますが、当連結会計年度末
現在において勝訴および敗訴の見通しは立っておりません。したがって、それにともな
う事業リスクの具体的な金額を予測することは困難でありますが、当連結会計年度に
おける連結売上高に占める同商標を使用した商品の売上が５％程度であることから、
リスクが存在するとしても比較的限定されたものであると考えております。なお、当該訴
訟に関しましては、連結貸借対照表および提出会社の貸借対照表の注記に、偶発事
象としても記載しております。

【財務諸表】（特別損失）訴訟関連費用 86百万円
(偶発債務注記) 1980年に当社と米国アルバート・カルバー社との間で締結したＶＯ５
商標に関する譲渡契約等にもとづいて使用している同商標について、当該譲渡契約等
に違反しているとして、同社から損害賠償の請求、同商標の使用差し止め等を求める
訴訟が提起されております。一方、当社からも、同社に対して不当な干渉にもとづく損
害賠償などを求める反訴を起こしており、現在ともに米国イリノイ州の連邦地方裁判所
にて係争中であります。当社は、正当な論拠をもって応訴しております。
（P/L注記）なし

【事業等のリスク】当社には、以下のとおり現在係争中の訴訟があります。1980年に当
社と米国アルバート・カルバー社との間で締結したＶＯ５商標に関する譲渡契約等にも
とづいて使用している同商標について、当該譲渡契約等に違反しているとして、同社か
ら損害賠償の請求、同商標の使用差し止め等を求める訴訟が提起されております。一
方、当社からも、同社に対して不当な干渉にもとづく損害賠償などを求める反訴を起こ
しており、現在ともに米国イリノイ州の連邦地方裁判所にて係争中であります。
当該訴訟に関して当社は正当な論拠を持って応訴しておりますが、当連結会計年度末
現在において勝訴および敗訴の見通しは立っておりません。したがって、それにともな
う事業リスクの具体的な金額を予測することは困難でありますが、当連結会計年度に
おける連結売上高に占める同商標を使用した商品の売上が５％程度であることから、
リスクが存在するとしても比較的限定されたものであると考えております。なお、当該訴
訟に関しましては、連結貸借対照表および提出会社の貸借対照表の注記に、偶発事
象としても記載しております。

【財務諸表】（特別損失）訴訟関連費用 142百万円
(偶発債務注記) 1980年に当社と米国アルバート・カルバー社との間で締結したＶＯ５
商標に関する譲渡契約等にもとづいて使用している同商標について、当該譲渡契約等
に違反しているとして、同社から損害賠償の請求、同商標の使用差し止め等を求める
訴訟が提起されております。一方、当社からも、同社に対して不当な干渉にもとづく損
害賠償などを求める反訴を起こしており、現在ともに米国イリノイ州の連邦地方裁判所
にて係争中であります。当社は、正当な論拠をもって応訴しております。
（P/L注記）なし

【事業等のリスク】当社には、以下のとおり現在係争中の訴訟があります。1980年に当
社と米国アルバート・カルバー社との間で締結したＶＯ５商標に関する譲渡契約等にも
とづいて使用している同商標について、当該譲渡契約等に違反しているとして、同社か
ら損害賠償の請求、同商標の使用差し止めを求める訴訟が提起されております。一
方、当社からも、同社に対して不当な干渉にもとづく損害賠償などを求める反訴を起こ
しており、現在ともに米国イリノイ州の連邦地方裁判所にて係争中であります。
当該訴訟に関して当社は正当な論拠を持って応訴しておりますが、当連結会計年度末
現在において勝訴および敗訴の見通しは立っておりません。したがって、それに伴う事
業リスクの具体的な金額を予測することは困難でありますが、当連結会計年度におけ
る連結売上高に占める同商標を使用した商品の売上が５～６％程度であることから、
リスクが存在するとしても比較的限定されたものであると考えております。なお、当該訴
訟に関しましては、連結貸借対照表および提出会社の貸借対照表の注記に、偶発債
務としても記載しております。

【財務諸表】（特別損失）訴訟関連費用 251百万円
（偶発債務注記）1980年に当社と米国アルバート・カルバー社との間で締結したＶＯ５
商標に関する譲渡契約等にもとづいて使用している同商標について、当該譲渡契約等
に違反しているとして、同社から損害賠償の請求、同商標の使用差し止め等を求める
訴訟が提起されております。一方、当社からも、同社に対して不当な干渉にもとづく損
害賠償などを求める反訴を起こしており、現在ともに米国イリノイ州の連邦地方裁判所
にて係争中であります。当社は、正当な論拠をもって応訴しております。
（P/L注記）なし

【財務諸表】（特別損失）訴訟関連費用 658百万円
（偶発債務注記）1980年に当社と米国アルバート・カルバー社との間で締結したＶＯ５
商標に関する譲渡契約等にもとづいて使用している同商標について、当該譲渡契約等
に違反しているとして、同社から損害賠償の請求、同商標の使用差し止め等を求める
訴訟が提起されております。一方、当社からも、同社に対して不当な干渉にもとづく損
害賠償などを求める反訴を起こしており、現在ともに米国イリノイ州の連邦地方裁判所
にて係争中であります。当社は、正当な論拠をもって応訴しております。
（P/L注記）なし

N/A

エーザイ

【事業等のリスク】(9）訴訟に関するリスク
現在直面している訴訟または将来直面する訴訟の結果が、業績に重要な影響を及ぼ
す可能性があります。当社グループは、合成ビタミンＥバルク製品に関する価格および
販売活動に関して訴訟対象となっております。

【事業等のリスク】(9）訴訟に関するリスク
現在直面している訴訟または将来直面する訴訟の結果が、業績に重要な影響を及ぼ
す可能性があります。当社グループは、合成ビタミンＥバルク製品に関する価格および
販売活動に関して訴訟対象となっております。

【財務諸表】（特別損失）訴訟関連損失 1,434百万円
（P/L注記）訴訟関連損失は特許侵害訴訟関連費用および米国におけるビタミンＥ販
売に関する民事和解に伴う追加費用等であります。

【事業等のリスク】(9) 訴訟に関するリスク
現在直面している訴訟または将来直面する訴訟の結果が、業績に重要な影響を及ぼ
す可能性があります。当社グループは、合成ビタミンＥバルク製品に関する価格および
販売活動に関して訴訟対象となっています。今後も新たな訴訟に直面する可能性があ
ります。

【財務諸表】（特別損失）訴訟関連損失 422百万円
（P/L注記）訴訟関連損失は特許侵害訴訟関連費用および米国におけるビタミンＥ販
売に関する民事和解に伴う追加費用等であります。

【財務諸表】（特別損失）ビタミンＥ訴訟関連損失 1,090百万円
（P/L注記）ビタミンＥ訴訟関連損失は米国におけるビタミンＥ販売に関する直接購入者
および間接購入者との民事和解に伴う追加費用等であります。

【財務諸表】（特別損失）ビタミンＥ訴訟関連損失 4,647百万円
（P/L注記）当連結会計年度の特別損失に計上した「ビタミンＥ訴訟関連損失」4,647百
万円は、米国におけるビタミンＥ販売に関する直接購入者との民事和解に伴う追加費
用、および欧州委員会の決定通知に基づく課徴金の支払い等であります。

山崎建設
【財務諸表】（特別損失）訴訟関連費用 53百万円（P/L注記）なし N/A N/A N/A N/A

東邦建
（単）【財務諸表】（営業外費用）訴訟関連費用 2百万円（P/L注記）なし N/A N/A N/A N/A

日本金銭機械

【事業等のリスク】(8) 訴訟に関するリスク
平成17年６月に、北米地区での競合会社から特許侵害による訴訟の提起を受けてお
ります。当社は、権利の侵害がないことを確信しており、現在、その旨の対応を行って
おりますが、今後の状況によっては、賠償金の支払いあるいは製品の販売差し止めの
命令を受ける可能性があります。

【その他】②訴訟
米国ゲーミング市場における紙幣識別機ユニットの競合会社であるMARS
INCORPORATED(以下「マース社」/米国バージニア州)より提訴を受けております訴訟
の進捗等については、以下のとおりであります。
a.マース社は、当社及び当社の米国現地法人 JCM AMERICAN CORP.（米国ネバダ
州）に対して、米国における当社の紙幣識別機ユニットによる特許侵害を主張し、平成
17年6月17日付にて販売差し止めを求める訴訟を米国ニュージャージー地区地方裁判
所に提起しました。
b.当社は、米国特許商標庁に対し、本件訴訟の対象としているマース社の特許の有効
性についての再審査を請求し、平成18年1月23日、この請求が認められ、現在、再審
査中であります。
c.さらに、当社及び当社の米国現地法人 JCM AMERICAN CORP.は、平成17年12月２
日に、マース社に対して、マース社の紙幣識別機ユニットが当社特許を侵害していると
して、米国で訴訟を提起しました。
d.マース社は、当社及び当社の独国現地法人 JAPAN CASH MACHINE GERMANY
GMBH に対して、米国と同様に欧州における当社の紙幣識別機ユニットによる特許侵
害を主張し、平成18年1月17日付で独国デュッセルドルフ地方裁判所において、訴訟
の提起を受けました。
いずれの訴訟・審査につきましても、現在なお継続中でありますが、当社は一連の訴
訟においてその正当性を確信しており、今後もその旨を主張していく考えであります。

N/A N/A N/A N/A

（資料３）－6



費用化・損失計上に至るまでの開示状況の推移 資料３

会社名 平成18年3月期における会計処理・開示 平成17年3月期における会計処理・開示 平成16年3月期における会計処理・開示 平成15年3月期における会計処理・開示 平成14年3月期における会計処理・開示

平和紙業

【財務諸表】（特別損失）訴訟関連費用 24百万円（追加情報）（訴訟事件）当社の子会
社であるエーピーファーム株式会社に対して、株式会社ホッカイから提訴されている売
買代金請求訴訟について、平成17年９月28日エーピーファーム株式会社に売買代金
40,904千円の支払を命じる東京高裁の判決がありましたので、同社において弁護士費
用等を含め、前連結会計年度に計上した訴訟損失引当金を控除した額および福光株
式会社から提訴された不当利得請求訴訟の和解金と弁護士費用を含め24,310千円を
訴訟関連費用として特別損失に計上しております。（P/L注記）なし

【財務諸表】（特別損失）訴訟損失引当金繰入額 35百万円、訴訟関連費用 2百万円
（追加情報）（訴訟事件）当社の子会社であるエーピーファーム株式会社に対して、株
式会社ホッカイから提訴されている売買代金請求訴訟について、平成16年８月27日
エーピーファーム株式会社に売買代金58,261千円の支払を命じる東京地裁の判決が
ありましたが、エーピーファーム株式会社はこれを不服として控訴しております。なお、
この訴訟に係る損失に備えて、訴訟損失引当金35,082千円を計上しております。

N/A N/A N/A

立花金属工業

【財務諸表】（特別損失）訴訟関連費用 17百万円（P/L注記）連結子会社における長期
未収入金回収に係る訴訟費用であります。

N/A N/A N/A N/A

角川グループホールディングス

【財務諸表】（特別損失）訴訟関連費用 88百万円 【財務諸表】（特別損失）訴訟関連費用 113百万円 【その他】訴訟等
平成13年７月25日に、任天堂㈱及び㈱インテリジェントシステムズより連結子会社㈱エ
ンターブレイン外２名を被告として、ゲームソフトウェア「ティアリングサーガ ユトナ英雄
戦記」の製造、販売及び頒布の禁止並びに２億5,830万円の損害賠償を求める訴訟が
東京地方裁判所に提起されましたが、本訴訟は、平成14年11月14日に判決があり、原
告らの請求はいずれも棄却されました。
その後、本訴訟は、原告らによって、平成14年11月26日に東京高等裁判所に控訴さ
れ、現在、東京高等裁判所知的財産第４部にて控訴審が係属しております。当事者及
び請求の趣旨は、原審と変更ありません。

N/A N/A

（資料３）－7


