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１．はじめに 
 

（１）テーマ選定の背景 

 近年企業をめぐる訴訟・係争事件は増加する傾向にあり、その種類も多岐にわたってい

ます。訴訟・係争事件について有価証券報告書上での開示は、訴訟・係争事件の重要性お

よび費用・損失の発生する蓋然性と関連して、その記載の時期および場所ならびに内容と、

費用・損失処理のタイミングについて慎重な検討が要求されます。 

 そこで私ども近畿会監査会計委員会では、最近の訴訟・係争事件の有価証券報告書にお

ける開示事例を調査し、実務の現状について分析を行ないました。 

 

 

（２）本報告についての留意事項 

 本報告では日本公認会計士協会および民間の有価証券報告書検索システムを用いて企業

の開示事例を収集して分析を行ないました。対象年度は事例分析のテーマによって範囲が

異なりますが、平成１８年３月期を基本として当該年度の開示に関連する年度に遡及して

検討しました。なお、キーワード検索に拠っているため、有価証券報告書開示会社全てか

ら訴訟・係争事件を網羅的に事例収集しているものではないこと、およびここで事例とし

て取り上げた企業の開示状況の適不適について意見を述べるものではないことについてあ

らかじめお断りします。 

 

 

（３）本報告における調査事項 

 本報告ではまず２．において訴訟・係争事件の開示に係る関連規則と会計上の取扱いに

ついて確認し、次に３．において、（１）訴訟の進捗度による開示事例、（２）費用化・損

失計上に至るまでの開示状況の推移、（３）引当計上時における会計処理と開示、のそれぞ

れについて開示事例の整理および分析を行ないます。最後に４．において調査結果の全体

について私どもの得た結論を報告します。 
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２．訴訟・係争事件の開示に関連する規則と会計上の取扱い 
 

 有価証券報告書における訴訟・係争事件の開示については、次表の各部分が関連する規

則等である。（一部の詳細については資料１を参照） 

  

開示する場所 関連規則等 

事業等のリスク 企業内容等の開示に関する内閣府令第三号様式（記載

上の注意）(11-2)が準用する第二号様式（記載上の注意） 

（32-2）届出書に記載した事業の状況、経理の状況等

に関する事項のうち、財政状態、経営成績及びキャッ

シュ・フロー（連結財務諸表規則第２条第十三号及び財

務諸表等規則第８条第１７項に規定するキャッシュ・フロ

ーをいう。）の状況の異常な変動、特定の取引先・製品・

技術等への依存、特有の法的規制・取引慣行・経営方

針、重要な訴訟事件等の発生、役員・大株主・関係会

社等に関する重要事項等、投資者の判断に重要な影響

を及ぼす可能性のある事項を一括して具体的に、分か

りやすく、かつ、簡潔に記載すること。 

偶発債務の注記 財務諸表等規則第 58 条（ガイドライン） 

偶発債務（債務の保証（債務の保証と同様の効果を有

するものを含む。）、係争事件に係る賠償義務その他現実

に発生していない債務で、将来において事業の負担とな

る可能性のあるものをいう。）がある場合には、その内

容及び金額を注記しなければならない。ただし、重

要性の乏しいものについては、注記を省略すること

ができる。 

連結財務諸表規則第 39 条の 2（ガイドライン） 

連結会社に係る偶発債務（債務の保証（債務の保証と

同様の効果を有するものを含む。）、係争事件に係る賠償

義務その他現実に発生していない債務で、将来において

事業の負担となる可能性のあるものをいう。）がある場

合には、その内容及び金額を注記しなければならな

い。ただし、重要性の乏しいものについては、注記

を省略することができる。 

(連結)重要な引当金の計上基準 

(単独)引当金の計上基準 

連結財務諸表規則第 13 条⑤ 

財務諸表等規則第 8 条の 2（同ガイドライン 8 の 2-6） 
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開示する場所 関連規則等 

損益計算書注記 財務諸表等規則第 9 条③、同ガイドライン 95 の 2 ③ 

連結財務諸表規則第 16 条③、同ガイドライン 62 

追加情報 財務諸表等規則第 8 条の 5、連結財務諸表規則第 15 条 

その他 企業内容等の開示に関する内閣府令第三号様式 

（記載上の注意） 

（39）ｂ 企業集団の営業その他に関し重要な訴訟事

件等があるときは、その概要を記載すること。 

（47）ｂ 提出会社の営業その他に関し重要な訴訟事

件等があるときは、その概要を記載すること。 

 

訴訟・係争事件は偶発事象のひとつであるが、偶発事象の定義および会計処理ならびに

開示について、「監査報告書作成に関する実務指針」（日本公認会計士協会 監査・保証実

務委員会報告第 75 号）において、次のとおり記載されている。 

 

（重要な偶発事象）  

偶発事象は、利益又は損失の発生する可能性が不確実な状況が貸借対照表日現在既に存在

しており、その不確実性が将来事象の発生すること又は発生しないことによって最終的に

解消されるものをいう。このような偶発事象は偶発利益と偶発損失とに分類できる。偶発

損失はその発生の可能性の程度に応じて次のように分類される。  

 ａ 発生の可能性の高い場合  

  ⅰ）金額の見積りが可能な場合  

  ⅱ）金額の見積りが不可能な場合  

 ｂ 発生の可能性がある程度予想される場合  

 ｃ 発生の可能性が低い場合  

現行制度上、上記ａⅰ）については引当金が計上され、それ以外については必要な注記が

行われることになる。 

 

したがって、重要な訴訟・係争事件が発生したが、まだ債務が現実に発生しておらず、

将来の負担が生じる可能性が低い段階（上記の c）では「その他」および「事業等のリスク」

においてのみ開示が行なわれることが多いと考えられる。次に将来の負担が生じる可能性

がある程度予想された段階（上記の b）または将来の負担が生じる可能性は高いが、金額の

見積りが不可能な場合（上記 a  ii））は、偶発債務の注記が行なわれることになると考えら

れる。 

 また、引当金を計上する段階においては、発生の可能性が高いと判断する理由と金額の

見積りの合理性が問題となってくる。 
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３．事例分析 
 

（１）訴訟の進捗度による開示事例（資料２） 

 

訴訟は提訴され係争中の段階から、第１審の判決、さらに上位の裁判所への控訴、そし

て判決の確定または和解といくつかの段階に分けられるが、この訴訟の進展に伴い、どの

ような開示が行なわれているかについて調査を行なった。 

調査は東京証券取引所１部上場会社の平成１７年１２月期から平成１８年３月期の有価

証券報告書上の、経理の状況「その他」に訴訟について記載のある会社（８９件）を対象

とし（会社が提訴、原告となっているものは除く）、決算時点で、 

① 係争中の会社（分類１） 

② １審等で敗訴し判決を不服として控訴している会社（分類２） 

③ 敗訴が確定している会社（分類３） 

④ 和解が確定している会社（分類４） 

に大きく分類し、「その他」以外の項目の開示状況を調査すると共に、引当計上・損失処理

したタイミングについて調査した。 

 

① 係争中の会社（分類１）（５２件） 

訴訟が提起され係争中の場合、「その他」での記載に加えて、「事業等のリスク」に記

載を行なっているケースは２３件となっている。 

偶発債務の注記が行なわれているケースは９件のみである。 

引当計上・損失処理については、この段階では請求金額は判明していても、最終的な

金額がまだ確定していないため、引当計上・損失処理を行なっているケースは６件にと

どまる。 

 

＜損失処理している会社＞ 

• 田辺製薬（一部の原告と和解） 

• ハルテック及びトピー工業（平成１７年６月公正取引委員会より独占禁止法違反

容疑で刑事告発され東京高等検察庁より起訴され、課徴金確定額及び違約金見込

額部分につき特別損失処理） 

• 日本合成化学工業（開示上詳細不明であるが、一部和解が進んでいるものと推測） 

このように金額が合理的に算定できるケースは限られた場合となる。 
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② 一審等で敗訴、控訴中の会社（分類２）（１９件） 

「事業等のリスク」へ記載しているケースは①と同程度の割合である（８件）。 

この段階ではなお各社は訴訟において自社の正当性を主張しているため、偶発債務の

注記を行なっているケースは３件と少ない。 

他方、この期で引当計上・損失処理した会社は①より割合的には多く、５件となって

いる。 

 

＜引当金を計上している会社＞ 

セイコーエプソンについては、２件の訴訟のうち１件が当期に原告との和解契約に

係る仮承認が行われたため、これを流動負債に計上し、もう１件はドイツにて敗訴判

決が下りたものの、これを不服として上級審に控訴している。後者についても当期固

定負債に引当計上している。 

ジェイ・エム・エスは平成１６年３月期から引当金を計上しているが、これは平成

１６年４月に米国陪審員判決（一審）があったのを基準に計上している。 

 

＜課徴金納付命令係争中の会社＞ 

会社に独占禁止法違反があり、公正取引委員会から排除勧告、課徴金納付命令を受け

た場合、当該命令を受け入れるケースと、当該命令を不服として審判手続きの開始を請

求し、再度審理を開始するケースに分かれる。 

ただ、この場合、課徴金納付命令の金額についてはその期に損失処理をしているのが

大部分であるとみられる。（バイタルネット（平成１５年３月期）、横河ブリッジ、宮地

エンジニアリンググループ） 

横河ブリッジおよび宮地エンジニアリンググループは独占禁止法違反により公正取

引委員会より勧告を受け、今期審決を受けたため、課徴金につき損失計上するとともに、

違約金についてもこれを見積もり引当計上している。 

なお、勧告に関連して地方自治体や住民等から損害賠償訴訟が提訴されるケースが多

いため、課徴金納付命令の金額の損失計上をもって会計上は手当てが全て済んだとはま

だ言いがたい場合もありうる。 

 

  

③ 敗訴が確定（分類３）（３件） 

最高裁等で敗訴が確定したケースでは金額も確定しており、この段階で初めて損失計

上している。 

東京機械製作所については、米国最高裁の最終賠償金支払確定が平成１８年６月１５

日であり、自社固定資産の売却とともに「重要な後発事象」として開示され、損失計上
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は翌期となっている。（監査報告書では追記情報が記載されている。） 

 

④ 和解が確定（分類４）（１５件） 

当期に原告との和解が成立したケースでは過年度に引当計上・損失処理していたケー

スは少なく（ブリジストン・日本曹達）、ほとんどが当期に特別損失計上している。 

当期和解が成立した東和薬品は販売の禁止を主とする特許権侵害差し止め請求及び

特許権侵害差止仮処分請求に関するものであるが、特別損失に計上されていない理由は

不明である。金額が僅少であったと推測される。 

武田薬品工業についても平成１７年８月に米国で損害賠償訴訟の和解があったが、処

理は不明である。 

旭化成は平成１７年３月に和解契約を締結し、平成１７年３月期に訴訟和解金を特別

損失に計上しており、平成１８年３月期はその他において平成１７年７月に和解が確定

した旨の開示を行なっている。 

 

 

（２）事例分析－費用化・損失計上に至るまでの開示状況の推移（資料３） 

 

訴訟・係争事件が提訴され、最終的に費用化・損失計上されるまでの間の有価証券報告

書における開示の推移を見るため、平成１８年３月期または平成１７年３月期において訴

訟関連費用を計上した会社（２３社）について過年度の開示状況を調査した。 

 

訴訟・係争事件は「経理の状況」の連結財務諸表等の「その他」および財務諸表等の「そ

の他」において開示が行なわれることがほとんどである。これは内閣府令第三号様式の記

載上の注意（３９）に基づいた取扱いである。また、「事業等のリスク」に同じ内容が記載

されている場合が多い。 

 

偶発債務の注記が行なわれるケースは少なく、行なわれたとしても費用・損失の一部が

計上されるのと同時の場合がほとんどである。偶発債務の注記は費用・損失の発生可能性

がある程度予想される段階において行なわれることになるが、これは賠償金等の支払が避

けられず、その金額の一部が見えてきた段階と会社が判断しているケースが多いとみられ

る。 

この例外のケースとして、日本ゼオンの場合、海外での価格協定に関する訴訟および行

政当局による調査について、平成１６年３月期において「その他」への記載ではなく、「事

業等のリスク」への記載および偶発債務の注記を実施しており、翌平成１７年３月期より

米国において課された司法取引に基づく罰金を訴訟関連費用として特別損失に計上すると

ともに、残る訴訟について偶発債務の注記を継続し、「その他」への記載も行なっている。 
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訴訟関連費用が計上された場合、当該事項を科目によって表示することが困難な場合は

（連結）損益計算書注記においてその説明が行うことができるとされており、実施してい

る会社が多い。 

しかし、偶発債務の注記または「その他」で開示していること、および重要性を鑑みて

（連結）損益計算書注記を省略したとみられるケースもある（セイコーエプソン、住友ベ

ークライト（平成 17 年 3 月期）、オンキョー、サンスター、平和紙業（追加情報で説明））。 

このようなケースについては「その他」あるいは偶発債務の注記の記載において自社の

正当性を強調しているような内容が記載されている場合には財務諸表の利用者は違和感を

覚えることがあると思われる。 

なお、「追加情報の記載について」（日本公認会計士協会 監査委員会報告第７７号、以

下「監査委員会報告第７７号」）では、財務諸表等の特定の科目との関連を明らかにして注

記すべき追加情報として特殊な勘定科目の説明を挙げているが、追加情報において説明を

行なっている会社は平和紙業１社であった。 

 

エーザイの場合、「事業等のリスク」で訴訟対象となっている旨記載しており、平成１７

年３月期まで連続して訴訟関連損失を計上し、損益計算書注記でその内容の説明を行って

いるものの、訴訟関連損失の内容が訴訟関連費用および民事和解に伴う追加費用であるた

めか、偶発債務の注記および「その他」への記載は行なわれていない。 

 

 

（３）引当計上時における会計処理と開示（資料４） 

  

訴訟・係争事件について、損失の発生する可能性が高まった場合、引当金を計上する必

要があるが、引当金を計上するに当たり、損失が発生する可能性が高まったと判断した理

由および損失額の見積りの合理性が問題となる。開示上も、財務諸表等規則ガイドライン

８の２－６によれば、会計方針として引当金の計上の理由、計算の基礎その他設定の根拠

を記載する必要がある。 

また、訴訟・係争事件に係る引当金の計上は新たな事実の発生に伴う新たな会計処理の

採用となるケースが多いとみられるが、監査委員会報告第７７号によれば、財務諸表に重

要な影響を及ぼし、開示を必要と認めた場合は、会計方針の記載に併せて注記すべき追加

情報に該当することになる。財務諸表に重要な影響を及ぼさないと考えられた場合でも、

特殊な勘定科目の説明として追加情報の記載が求められるものと考えられる。 

 

 平成１６年３月期から平成１８年３月期の期間において新たに訴訟関連の引当金を計上

した会社を対象に、上記についての記載状況を調査した。 
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フクダ電子（平成１６年３月期）、平和紙業（平成１７年３月期）は重要な引当金の計上

基準に訴訟関連の引当金を記載し、追加情報で計上の理由および引当金計上額の算定根拠

について金額を明示して説明している。 

トランスデジタル（平成１７年３月期）、エルピーダメモリー（平成１８年３月期）、東

海カーボン（平成１６年１２月期）は追加情報ではなく、偶発債務の注記において計上の

理由および引当金計上額の算定根拠について金額を明示して説明している。 

オメガプロジェクトホールディングス（平成１６年３月期）については偶発債務の注記

において訴訟の内容と請求額について記載しているものの、審理中との説明であり引当金

計上額との対応もしていない。 

三井松島産業（平成１７年３月期）は重要な引当金の計上基準において請求総額の記載

はあるが、引当金計上額との対応はしていない。「事業等のリスク」および「その他」にお

いて個々の訴訟の内容と請求額について記載している。なお、平成１８年３月期において

「その他」で全ての訴訟について和解が成立したことを和解金の金額を明示して記載して

いる。 

 フジ住宅（平成１６年３月期）は「事業等のリスク」において引当金計上額の理由およ

び引当金計上額の算定根拠について金額を明示して説明している。 

 三愛石油（平成１７年３月期）は貸借対照表注記において訴訟の状況について説明して

いるが、引当金計上額の算定根拠については説明していない。 

みちのく銀行（平成１７年３月期）、天馬（平成１７年３月期）、大豊建設（平成１８年

３月期）、野村トレーディング・ホールディング（平成１８年３月期）、エイチ・エス証券

（平成１８年３月期）は計上の理由および引当金計上額の算定根拠についての説明はない。 

 

係争中の場合、（１）①でみたように、金額を合理的に算定することがむずかしいとみら

れるため、そもそも引当金計上している会社は少ないが、発生の可能性が高まり、引当金

を計上したとしても算定根拠について詳細に開示を行なうことは企業にとって訴訟戦略上、

抵抗が大きいとみられる。ただ、少なくとも、「事業等のリスク」および「その他」におい

て訴訟の状況についての十分な説明は求められよう。 

また、計上の理由および引当金計上額の算定根拠について説明のないケースについては

重要性に基づく判断と考えられるが、個々の訴訟の内容を開示することによる影響に対す

る懸念が背景にあると思われる。 
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４．調査結果のまとめ 
 

訴訟・係争事件として、有価証券報告書上、経理の状況の「その他」に開示している事

例が多数見受けられるが、判決確定または和解確定に至るまでに偶発債務等の注記、引当

金計上を行っている事例は少ない。この理由としては、以下の会社の判断があると考えら

れる。 

 

① 事業には影響を与えるが、財務諸表には直接影響を与えるものではない。 

② 財務諸表に重要な影響を与えるものではない。 

③ 損失発生の可能性が非常に低いと会社が判断している。 

 

仮に、財務諸表に重要な影響を与える訴訟・係争事件が生じた場合でも、上記③の判断

により、財務諸表に開示していないケースもあると推測される。 

上記③の判断は、会社の主張に強く左右され、実際の訴訟の状況が財務諸表に適切に反

映されないリスクが存在する。例えば、一審では勝訴でも、二審で敗訴するケースもあり、

このような場合係争事件の発生事実を有価証券報告書に記載せずに、いきなり和解金、損

害賠償金等が計上されることがあり、利害関係者に不測のリスクを生じさせる可能性があ

る。 

このリスクを回避するためには、何よりもまず会社において訴訟・係争事件が適切に財

務諸表に反映させるための内部統制を構築する必要がある。会計監査においても、会社の

訴訟事件等のリスク管理体制の検証と評価を行うと共に、顧問弁護士に訴訟事件の状況を

確認するなどの監査手続を行っている。 

しかし、現行基準や規則では、引当金と偶発債務について基本的な考え方だけが示され

ており、発生可能性や金額の見積り方法についての実務上の判断基準が示されることが財

務諸表の比較可能性を確保する点で必要ではないかと考えられる。 

 

以上 


