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訴訟・引当金開示事例 

 

●フクダ電子 

平成１６年３月期 

流動負債 訴訟和解引当金 １，０００百万円 

 

事業等のリスク 

(4) 重要な訴訟について 

先般特許庁に申し立てておりました、コーリンメディカルテクノロジー株式会社(以下、

コーリン)保有(従前は日本コーリン株式会社が保有)の特許第 3140007 号(PWVと ABIの

同時表示についての特許)に対する無効審判請求につきまして、特許庁より当社請求を

退ける旨審決されましたが、当社はこれを不服として、東京高等裁判所に審決取消訴訟

を提起しております。 

本訴訟は、2004 年５月 25 日に成立し発表しております、コーリンとの和解における「特

許第 3140007 号の有効性に関する係争」(下記「和解の骨子」第３項)にあたり、新たな

事由に基づいた訴訟ではございません。 

 和解の骨子 

1. フクダ電子は、2004 年４月１日以降、特許第 3140007 号の存続期間中、baPWV 測定

機能を有するバセラ(2004 年２月末の仕様変更前のもの)の製造、使用、販売、貸し出

し、または展示などの宣伝広告活動を一切行わない。コーリンは、フクダ電子が既に販

売した同製品に関し、ユーザー等第三者に対しても、特許第 3140007 号に基づく権利行

使をしない。 

2. フクダ電子は、コーリンに対し、本件解決のため、10億円の和解金を支払う。 

3. 但し、このうち６億円に関しては、特許第 3140007 号の有効性に関する係争が東京

高裁で決着するまで一旦、和解金寄託契約に基づく銀行口座等に入金の上、特許第

3140007 号の有効性が東京高裁により最終的に認められた時点でコーリンに支払われ、

逆に特許第 3140007 号が東京高裁により無効と判断された場合には、フクダ電子の支払

義務は消滅しフクダ電子に返還される。 

4. 特許第 3027750 号については、コーリンはフクダ電子(そのユーザー等も含む)に権

利行使せず、フクダ電子は無効審判請求を取下げることで合意した。 

重要な引当金の計上基準 

 ⑤ 訴訟和解引当金 

係争中の訴訟に係る和解金の支払に備えるため、その経過等の状況に基づく見込額を計

上しております。 

 (追加情報) 

日本コーリン株式会社の事業承継会社であるコーリンメディカルテクノロジー株式会
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社の保有する特許権侵害に関する訴訟に関して、平成 16 年５月 25 日に和解が成立し、

当社は和解金を 10 億円支払うことで合意しました。 

 

 

●平和紙業 

平成１７年３月期 

流動負債 訴訟損失引当金 ３５，０８２千円 

 

重要な引当金の計上基準 

⑤ 訴訟損失引当金… 

係争中の訴訟に係る損失に備えるため、損失見込額を計上しております 

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。 

 

 

●トランスデジタル 

平成１７年３月期 

流動負債 訴訟損失引当金 ２０，０００千円 

 

重要な引当金の計上基準 

③ 訴訟損失引当金 

   訴訟に対する損失に備えるため、損失見込額を計上しております。 

貸借対照表注記  

※４ 偶発債務 

係争事件 

  当社は、平成 10 年４月 28 日にイタリアの会社であるイタルコム社から L/C の発行

手続不履行等による約１億円の損害賠償請求をイタリアの裁判所に提起されました。こ

れに対し当社は平成10年７月30日に静岡地方裁判所沼津支部に債務不存在の確認請求

訴訟を提起いたしましたが、平成 12 年４月 11 日に、日本国裁判所に国際裁判管轄権が

ないとの理由で、当社の訴は、却下されました。これに対し当社は、早期解決に向けて、

今期、訴訟損失引当金として 20,000 千円計上しております。 
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●エルピーダメモリ 

平成１８年３月期 

固定負債 訴訟和解引当金 ２，０２４百万円 

 

事業等のリスク 

（競争制限行為に関する調査） 

当社は、米国独占禁止法違反容疑につき、2006 年 1 月、米国司法省との間で和解にい

たりましたが、これに関連し、当社及び Elpida Memory (USA) Inc.に対し、独占禁止

法にかかる損害賠償請求訴訟が、集団訴訟等の形で、提起されております。また、欧州

やカナダの司法当局から独占禁止法関連の調査を受けております。現時点では、上記の

いずれにも結論は出ておりませんが、集団訴訟等から発生する可能性のある諸費用に備

えるために 2,024 百万円を当連結会計年度に引当金として計上しております。これらの

ＤＲＡＭ業界に対して行われている競争制限行為に関する訴訟や調査は、当社グループ

の事業展開、経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。 

重要な引当金の計上基準 

⑥ 訴訟和解引当金 

 米国における独占禁止法にかかる集団訴訟等に関する諸費用の発生に備えるため、そ

の負担見込額を計上しております。 

貸借対照表注記 

※５ 偶発債務 

  重要な係争案件 

当社及び Elpida Memory(USA)Inc.に対し、独占禁止法に係る集団訴訟が米国の複数の

裁判所で提起されております。また、個別の大口顧客との間で和解交渉を進めておりま

す。当社については、欧州委員会及びカナダ政府からも同様の調査を受けております。

現時点では結論の出ていない一部大口顧客との和解及び集団訴訟から発生する可能性

のある諸費用に備えるため 2,024 百万円を当連結会計年度に引当金として計上してお

ります。 

(2）【その他】 

（偶発債務に同じ） 
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●東海カーボン 

平成１６年１２月期 

流動負債 訴訟損失引当金 ４９４百万円 

 

財政状態および経営成績の分析 

特別損失については、欧州委員会による人造黒鉛電極の販売に関する課徴金 16 億８百

万円を欧州訴訟損失として計上したほか、遊休土地等の減損損失 10 億１千７百万円、

固定資産売却損９億９千９百万円、訴訟損失引当金４億９千４百万円等を計上した。こ

の結果、税金等調整前当期純利益は前連結会計年度比 3.4％減の 54 億２千５百万円と

なった。 

重要な引当金の計上基準 

訴訟損失引当金 

係争中の訴訟に関する損失に備えるため、その経過等の状況に基づき合理的に見積もっ

た損失負担見込額を計上している。 

貸借対照表注記 

偶発債務 

(2）当社は、平成 14 年 12 月 17 日、欧州連合（ＥＵ）の欧州委員会から、等方性黒鉛

の販売で価格カルテルに参加していたとして、697 万ユーロ（987 百万円）の課徴金の

支払命令を受けた。これに対し、当社は、仮納付金を差入れの上、平成 15 年３月３日

付で欧州裁判所に不服申し立ての手続きを取っているが、人造黒鉛電極の販売における

価格カルテルに対する当社への課徴金を減額する第一審判決が確定したことを受け、そ

の内容を分析・検討し、等方性黒鉛に関して当社が負担すると見込まれる課徴金の額を

見積もった結果、349 万ユーロ（494 百万円）を訴訟損失引当金として計上した。 

 なお、上記仮納付金 987 百万円については、投資その他の資産の「その他」に含めて

計上している。 

(2）【その他】 

② 重要な訴訟事件等 

 「注記事項」（連結貸借対照表関係）５に記載のとおり、当社は、欧州連合（ＥＵ）

の欧州委員会から、当社製品の販売に関して価格カルテルに参加していたとして課徴金

の支払命令を受けた。これに対し、当社は、欧州裁判所に不服申し立ての手続きを取っ

ている。 

 

（参考） 

平成１７年１２月期 

偶発債務記載なし 
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●オメガプロジェクト・ホールディングス 

平成１６年３月期 

流動負債 訴訟損失引当金 １５０，０００千円 

 

重要な引当金の計上基準 

ニ 訴訟損失引当金 

  訴訟に対する損失に備えるため、損失見込額を計上しております 

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況の記載あり 

貸借対照表注記 

偶発債務 

 損害賠償請求訴訟について 

（1）平成 14 年５月 23 日、東京地方裁判所において、原告株式会社イグレックから、

当社を被告として、テレビ番組放送枠売買に関する支払請求（請求額 59 百万円）が提

訴され、現在審理されております。 

（2）平成 14 年 12 月 25 日、東京地方裁判所において、原告株式会社日本文芸社から、

当社を被告として、出版契約に関する損害賠償請求等（請求額約 22 百万円）が提訴さ

れ、現在審理されております。 

（3）15 年２月 28 日、東京地方裁判所において、原告丸紅株式会社から、当社を被告

として、分配金等請求（請求額約 193 百万円）が提訴され、現在審理されております。 

当社といたしましては上記（１）～（３）の提訴は正当性のないものと考えており、今

後裁判において当社の主張が正しいことを明らかにする所存でございます。 

なお、平成 13 年８月 27日、東京地方裁判所において提訴されたドイチェ・セキュリテ

ィーズ・リミテッドとの間の当社発行の転換社債に関する係争事件については、平成

15 年８月 18 日に和解金 40 百万円で決着がつきました。又平成 15 年１月 28 日、ニュ

ーヨーク州裁判所（米国）において、原告 Key International,INC 及び Multi Net 

International Inc.から Army Entertainment,Inc 及び Tokinori Maruya 及び Junko 

Motoyama 及び当社を共同被告として、未払金等に関する賠償請求（請求額約 2,165 千

ドル）が提訴された件については、平成16年３月31日付で和解金27,500ＵＳドル（2,933

千円）で決着がつきました。 

 (3) 【その他】 

（偶発債務に同じ） 
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●三井松島産業 

平成１７年３月期 

固定負債 訴訟損失引当金 １，７００百万円 

 

事業等のリスク 

（４）係争中の重要な訴訟 

①三井松島じん肺第１・２陣長崎・福岡訴訟 

当社並びに連結子会社松島炭鉱㈱は、元炭鉱従業員等により労働契約等に基づく安全配

慮義務違反によりじん肺に罹患したとして、原告ら元従業員総数 124 名から総額 4,079

百万円の損害賠償請求が長崎地方裁判所並びに福岡地方裁判所へ提起されており、現在

係属中である。 

 

②西日本石炭じん肺福岡訴訟 

当社並びに連結子会社松島炭鉱㈱は、元炭鉱従業員等により労働契約等に基づく安全配

慮義務違反によりじん肺に罹患したとして、原告ら元従業員総数２名から総額 66 百万

円の損害賠償請求が福岡地方裁判所へ提起されており、現在係属中である。 

 

③三井松島じん肺第３陣訴訟 

当社並びに連結子会社松島炭鉱㈱は、元炭鉱従業員等により労働契約等に基づく安全配

慮義務違反によりじん肺に罹患したとして、原告ら元従業員総数 64 名から総額 2,095

百万円の損害賠償請求が福岡地方裁判所へ提起されており、現在係属中である。 

 

重要な引当金の計上基準 

⑥ 訴訟損失引当金 

じん肺訴訟に係り発生する可能性のある損失に備えるため、長崎地方裁判所及び福岡地

方裁判所で現在係争中の４件のじん肺訴訟(原告ら元従業員総数 123 名、損害賠償請求

総額 4,046 百万円)にかかる損失見込額を計上している 

(2) 【その他】 

①三井松島じん肺第１・２陣長崎訴訟 

当社並びに連結子会社松島炭鉱㈱は、旧大島炭鉱及び旧池島炭鉱で就労した元炭鉱従業

員及びその遺族から、労働契約等に基づく安全配慮義務違反によりじん肺に罹患したと

して、平成 14 年３月４日(第１陣)と平成 14 年 12 月 25 日(第２陣)に損害賠償請求訴訟

を長崎地方裁判所に提起された。 

その後、第１陣訴訟と第２陣訴訟は併合され(原告ら元従業員総数 62 名、請求額 2,041

百万円)、平成 17年３月 22 日の第 18 回口頭弁論期日において結審し、現在判決待ちの
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状態である。 

  

②三井松島じん肺第１・２陣福岡訴訟 

当社並びに連結子会社松島炭鉱㈱は、旧大島炭鉱及び旧池島炭鉱で就労した元炭鉱従業

員及びその遺族から、労働契約等に基づく安全配慮義務違反によりじん肺に罹患したと

して、平成 14 年３月４日(第１陣)と平成 14 年 12 月 25 日(第２陣)に損害賠償請求訴訟

を福岡地方裁判所に提起された。 

その後、第１陣訴訟と第２陣訴訟は併合され、さらに平成 16 年 12 月 13 日に旧池島炭

鉱で就労した元炭鉱従業員１名の遺族が福岡地方裁判所において提起した同種訴訟も

併合されており(原告ら元従業員総数 62名、請求額 2,037 百万円)、現在係属中である。 

  

③西日本石炭じん肺福岡訴訟 

本訴訟は、平成 17 年４月 27 日に、元炭鉱従業員とその遺族らが福岡地方裁判所に提起

した損害賠償請求訴訟であり、国並びに当社、連結子会社松島炭鉱㈱及び外２社が被告

となる集団訴訟である。 

当社並びに連結子会社松島炭鉱㈱に対しては、旧池島炭鉱で就労した元炭鉱従業員及び

その遺族が、労働契約等に基づく安全配慮義務違反によりじん肺に罹患したとして提訴

しており(原告ら元従業員総数２名、請求額 66百万円)、現在係属中である。 

  

④三井松島じん肺第３陣訴訟 

当社並びに連結子会社松島炭鉱㈱は、旧大島炭鉱及び旧池島炭鉱で就労した元炭鉱従業

員及びその遺族から、労働契約等に基づく安全配慮義務違反によりじん肺に罹患したと

して、平成 17 年６月 10 日に損害賠償請求訴訟を福岡地方裁判所に提起され(原告ら元

従業員総数 64 名、請求額 2,095 百万円)、現在係属中である。 

 

（参考） 

平成１８年３月期 

 

(2) 【その他】 

(訴訟) 

当社並びに連結子会社松島炭鉱㈱は、旧大島炭鉱及び旧池島炭鉱で就労した元炭鉱従業

員及びその遺族から、労働契約等に基づく安全配慮義務違反によりじん肺に罹患したと

して、三井松島じん肺第 1・2陣長崎訴訟(平成 14 年提訴、原告数 77名、請求額 2,041

百万円)を長崎地方裁判所に、三井松島じん肺第 1・2 陣福岡訴訟(平成 14～16 年提訴、

原告数 93名、請求額 2,037 百万円)、西日本石炭じん肺福岡訴訟(平成 17年提訴、原告

数 17 名、請求額 423 百万円)及び三井松島じん肺第 3陣訴訟(平成 17・18 年提訴、原告
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数 71 名、請求額 2,161 百万円)を福岡地方裁判所に提起され、各裁判所において審理が

継続しておりましたが、その審理過程において各裁判所より和解の勧試が行われ、また

平成 17 年 12 月 13 日に三井松島じん肺第 1・2 陣長崎訴訟について第一審判決(判決認

容総額 943 百万円)が言い渡されことなどを受けて、当事者間で全面解決について協議

を重ねた結果、平成 18年 3 月 20 日、当社及び連結子会社松島炭鉱㈱が、上記全訴訟の

原告ら提訴を予定していた請求団(元従業員6名)を加えた総計264名に対し、総額3,010

百万円の和解金を支払うことで和解が成立し、同日、各裁判所においてすべての訴訟が

全面解決いたしました。 

 

 

●フジ住宅 

平成１６年３月期 

流動負債 訴訟関連損失引当金 ４６４百万円 

 

事業等のリスク 

(6）重要な訴訟について 

① 経緯 

 当社は、平成３年２月に、賃貸マンション４棟（所在地 埼玉県熊谷市玉井南１丁目

３番１他合計金額 565,000 千円）の再売買特約付の売買契約を顧客（１名）と締結し、

平成３年４月から５月の間に物件の引渡しを行いました。なお、再売買の価格について

は当時において売買金額の制限を受けていた国土法価格又は当初売買価格のいずれか

低い価格によることと売買契約に係る覚書に規定し認識しておりました。当該顧客が、

平成 14年 10 月 23 日に死亡し、その後、顧客の相続人から物件の買取りの申し入れが、

当社になされました。当社は相続人との間で買取価格等について交渉を進めましたが、

条件面で合意に至らなかったため、平成 15 年４月 15 日に、本件の買取価格を国土法価

格相当の不動産鑑定士による鑑定価格 101,631 千円とする民事調停の申立てを東京簡

易裁判所に行いました。一方、当該相続人から、平成 15 年４月 15 日付で、当社に対し

当初の売買価格である 565,000 千円での買取りを求める再売買代金支払請求を東京地

方裁判所に訴訟の提起がなされました。 

② 判決内容（判決の日 平成 16年３月 11 日 東京地方裁判所） 

 平成 16年３月 15 日、東京地方裁判所より、当該不動産の所有権移転登記手続及び引

渡しを受けるのと引換えに、原告に対し 565,000 千円を支払うこととする判決の送達を

受けました。 

③ 今後の見通し 

当社は、本判決を不服として東京高等裁判所へ控訴（平成 16年３月 25 日付）いたしま

した。なお、買取価格と不動産鑑定価格との差額 464,000 千円を当期において特別損失
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として計上し、次期以降に損失の生じるリスクがないように対処いたしております。 

重要な引当金の計上基準 

訴訟関連損失引当金 

係争中の訴訟に係る損失に備えるため、損失見込額を計上しております。 

 

 

●三愛石油 

平成１７年３月期 

固定負債 訴訟等引当金 ５１８百万円 

 

重要な引当金の計上基準 

(6）訴訟等引当金 

親会社および一部の連結子会社において、訴訟等に係る損失に備えるため、その経過

等の状況に基づく損失負担見込額を計上している 

貸借対照表注記 

※11 訴訟等引当金 

(1）当社は、冨士印刷㈱より不当利得返還訴訟が提起され現在係争中である。当該訴

訟に関しては、平成 16年 12 月 17 日に１審判決が下され当社が敗訴となったが、平成

16 年 12 月 21 日に控訴している。 

(2）連結子会社であるキグナス石油㈱は防衛庁に納入する石油製品の入札に関し、公

正取引委員会から独占禁止法の定めに基づく排除勧告を受け応諾したが、同件に関し

平成 17年 1 月 14 日に防衛庁より不当利得に対する損害賠償請求を行う旨通知を受け

ている。 

 

 

●みちのく銀行 

平成１７年３月期 

負債の部 訴訟損失引当金 １５６百万円 

 

重要な引当金の計上基準 

(8) 訴訟損失引当金の計上基準 

 訴訟損失引当金は、係争中の訴訟に係る損失に備えるため、その経過等の状況に基

づく損失見込額を計上しております。 
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●天馬 

平成１７年３月期 

流動負債  訴訟損失引当金  １３８，４６９千円 

重要な引当金の計上基準 

③ 訴訟損失引当金 

訴訟に対する損失に備えるため、損失見込額を計上しております。 

（個別では引当金なし） 

 

 

●大豊建設 

平成１８年３月期 

固定負債 訴訟損失引当金 １８６百万円 

重要な引当金の計上基準 

訴訟損失引当金 

訴訟に対する損失に備えるために、損失見込額を計上している 

 

 

●野村トレーディング・ホールディング㈱ 

平成１８年３月期 

流動負債 訴訟損失引当金 ６１，９６４千円 

重要な引当金の計上基準 

ハ 訴訟損失引当金 

当社は訴訟に対する損失に備えるため、損失見込額を計上しております 

 

●エイチ・エス証券 

平成１８年３月期 

流動負債 訴訟等損失引当金 ４６８百万円  

重要な引当金の計上基準 

（6）訴訟等損失引当金 

 商品先物取引事故に備えるため、過去の実績率をもって損失見込額から商品取引責任

準備金の当連結会計年度末残高を控除した額を計上しております。 

 

 


