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１．はじめに 

 
（1） 平成 16 年 11 月 16 日付けで金融庁より公表された「ディスクロージャー制度

の信頼性確保に向けた対応について」のなかで有価証券報告書等の審査体制に

ついて、全開示企業に対し、株主の状況等についての開示内容を自主的に点検

し、必要があればすみやかに訂正報告書等の提出を行なうよう、各財務局を通

じて指示する信頼性確保に向けた対応（第一弾）がとられた。 
また、開示制度の整備の一環としてコーポレート・ガバナンスに係る開示の充

実のあり方（内部監査の組織・人員・手続…）を金融審議会第一部会において

検討することも方針として出された。 
 

（2） 開示制度の整備に関する部分は、金融審議会第一部会の「ディスクロージャー

制度の信頼性確保に向けて」報告を踏まえ、平成 16 年 12 月 24 日付けで金融

庁より「ディスクロージャー制度の信頼性確保に向けた対応（第二弾）につい

て」が公表され、以下の対策が打ち出された。 
 

【全開示企業による自主点検を受けた対応】 
（2）今回の訂正報告書の提出により訂正された開示内容について分析を

行い、これを踏まえ、関係府令に規定された有価証券報告書の「記

載上の注意」の明確化等所要の対応を行う。 
（4）有価証券報告書の記載要領等に係る広報・研修活動を強化する。こ

のため、関係団体と連携し、平成 17 年 3 月期の有価証券報告書の作

成時期にあわせて、有価証券報告書作成に関するセミナー等を全国

で開催する。 
 
【開示制度の整備】 

（3）コーポレート・ガバナンスに係る開示の充実について関係府令の改

正を行い、平成 17 年 3 月期から有価証券報告書において、以下の事

項の開示を義務づける 
 

① 内部監査及び監査役監査の組織、人員、手続… 
② 社外取締役及び社外監査役と会社との人的関係… 
③ 関与公認会計士の氏名、監査法人への所属及び監査継続年数… 

 
（3） 平成 17 年 11 月 25 日付けで金融庁は「平成 17 年 3 月期に係る有価証券報告書

の重点審査結果について」を公表し、以下のような制度整備の方向性がしめさ

れた。 
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平成 16 年 3 月期の有価証券報告書からその開示が義務付けられたコーポレ

ート・ガバナンスの状況について、証券取引法上のディスクロージャーをめぐ

る不適正な事例等を踏まえると、内部監査等の状況や社外取締役・社外監査役

の独立性、会計監査人の監査体制や監査継続年数等についての開示の充実が図

られる必要がある。 
 また、この中で、審査方法や審査結果の概要が併せて公表されており、結論

として、「コーポレート・ガバナンスの状況」の開示項目のうち、記載事項の一

部が記載漏れとなっているなどの不適切な事例が多数認められたと結論付けら

れている。 
 

（4） 平成 19 年 6 月 21 日付けで金融庁より有価証券報告書の作成・提出に際しての

留意事項について（平成 19 年 3 月期版）が公表された。 
 
（5） 平成 19 年 6 月 29 日付けで金融庁より平成 19 年 3 月期有価証券報告書にかか

る重点審査についてが公表され、有価証券報告書提出会社を対象として、「有価

証券報告書の調査票」を有価証券報告書提出期限の翌月 15 日までに、財務局

等に提出するよう求めた。 
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２．テーマ選定の背景 

   上述したように「コーポレート・ガバナンスの状況」については、平成 16 年 3 月期

に係る有価証券報告書より制度導入され、平成 17 年 3 月期に係る有価証券報告書を提

出した全国 3,335 社を対象として、開示状況について所管する財務局等にて重点審査

を実施された。 
   しかしながら、平成 19 年 7 月以降 9 月末までに提出された訂正報告書件数は実に

1,997 件にのぼり提出件数の 57％が「コーポレート・ガバナンスの状況」に係るもの

であった。 
   このような実情を踏まえ、今回のテーマについて訂正報告書の事例分析を選定した。 
    
   平成 19 年 3 月期の有価証券報告書は、平成 18 年 5 月 1 日より施行された「新会社

法」による影響が非常に大きいものがあり、金融庁より内閣府令が複数回公布され、

財務諸表等規則や三号様式など大幅改正されている。また、資本の部が純資産の部に

変更され、株主資本等変動計算書が導入、新しい会計処理に係る基準等が多く公表さ

れるとともに経理以外の定性的情報の開示も改正された。 
 
   このような大幅な改正の結果、有価証券報告書の作成に関しても多くの留意点があ

り、その詳細は、４．平成 19 年 3 月期の有価証券報告書作成上の留意事項として取り

まとめたので、後ほど要点を説明することとしたい。 
 
   今回の事例分析の視点は、以下の通りである。 
 

 どのような項目に係る訂正報告書が多いのかの実態把握 
 
 訂正報告書を提出した原因への理解 

 
 有価証券報告書提出会社への予防的対策の周知方法の検討 

 
 



６ 

３．過年度の訂正報告書の提出状況 

   日本会計士協会のデーターベースの有価証券報告書検索システム（eSPER サーチ） 
  を利用して、2005 年 1 月以降の有価証券報告書等の提出件数を調べた結果は、以下の

通りである。 
 
 （1）提出月別書類数一覧表 

年月 有報 半報 臨報 訂正報 合計 

2007 年 12 月提出 169 3,321 306 550 4,346 

2007 年 11 月提出 76 313 261 529 1,179 

2007 年 10 月提出 41 93 311 978 1,423 

2007 年  9 月提出 129 371 238 967 1,705 

2007 年  8 月提出 107 65 241 587 999 

2007 年  7 月提出 58 60 280 443 841 

2007 年  6 月提出 3,401 167 253 486 4,307 

2007 年  5 月提出 245 72 284 302 903 

2007 年  4 月提出 79 37 331 223 670 

2007 年  3 月提出 385 122 402 276 1,185 

2007 年  2 月提出 65 106 234 171 576 

2007 年  1 月提出 52 53 199 172 476 

 2007 年小計 4,638 3,834 3,034 5,134 16,640 

2006 年 12 月提出 176 3,308 327 384 4,195 

2006 年 11 月提出 71 287 259 220 837 

2006 年 10 月提出 35 87 259 169 550 

2006 年  9 月提出 126 359 202 193 880 

2006 年  8 月提出 103 68 216 213 600 

2006 年  7 月提出 54 51 244 343 692 

2006 年  6 月提出 3,385 167 260 498 4,310 

2006 年  5 月提出 236 59 291 217 803 

2006 年  4 月提出 80 35 366 142 623 

2006 年  3 月提出 368 117 412 195 1,092 

2006 年  2 月提出 64 94 314 182 654 

2006 年  1 月提出 52 48 257 165 522 

2006 年合計 4,750 4,680 3,407 2,921 15,758 

2005 年 12 月提出 170 3,314 338 336 4,158 

2005 年 11 月提出 63 276 289 205 833 

2005 年 10 月提出 34 87 318 266 705 



７ 

2005 年  9 月提出 117 349 276 151 893 

2005 年  8 月提出 90 67 253 157 567 

2005 年  7 月提出 45 47 281 267 640 

2005 年  6 月提出 3,374 164 298 292 4,128 

2005 年  5 月提出 226 56 278 159 719 

2005 年  4 月提出 73 31 292 160 556 

2005 年  3 月提出 359 107 465 160 1,091 

2005 年  2 月提出 65 84 295 161 605 

2005 年  1 月提出 52 43 217 151 463 

2005 年合計 4,668 4,625 3,600 2,465 15,358 

 
 （2）年度別有報提出件数に対する訂正報告書の割合 
 

年月 有報 半報 合計 訂正報 合計 

 2007 年合計 4,638 3,834 8,472 5,134 60.60％ 

2006 年合計 4,750 4,680 9,430 2,921 30.98％ 

2005 年合計 4,668 4,625 9,293 2,465 26.53％ 

平成 20 年 1 月 25 日現在、平成 19 年 12 月度の有報、臨報及び訂正報告書の提出件数が公表されていない

ため 2007 年度の率は算定していない。 
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４．平成 19 年 3 月期の有価証券報告書作成上の留意事項 

（１）有価証券報告書作成に係る主な改正点 

平成１９年３月期の有価証券報告書作成に係る主な改正には、次のものがあります。「有

価証券報告書の作成要領」に記載されている「平成 19 年 3 月期の有価証券報告書作成にか

かる主な改正点」を参考にまとめています。 

項 目 改正規則 
改正の主なポイントと 

有価証券報告書の該当箇所 
１．貸借対照表の

純資産の部の表

示に関する事項 

●平成 17 年 12 月 9 日に「貸

借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準（企業

会計基準第 5 号）」等が公表

され、平成 18 年 4 月 25 日

付で連結財規等及び平成 18
年 5 月 1 日付けで関連ガイ

ドラインが改正された。 

★連結貸借対照表、貸借対照表の「資本の部」か

ら、「純資産の部」に変更されました。 
★適用初年度においては､会計基準の変更に伴う

会計方針の変更として取り扱うことにご留意く

ださい(純資産の部会計基準第 39 項)。 
★適用初年度は､これまでの資本の部の合計に相

当する金額を注記することが適当であるとされ

ています。 
〔企業情報〕 
・企業の概況（ハイライト情報） 
〔経理の状況〕 
・連結貸借対照表 
・連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項 
・連結財務諸表作成の基本となる重要な事項の変

更 
・重要な会計方針 
・会計方針の変更 

２．株主資本等変

動計算書に関す

る事項 

●平成 17 年 12 月 27 日に「株

主資本等変動計算書に関する

会計基準」（企業会計基準第 8
号）等が公表され、平成 18 年

4 月 25 日付で連結財規等及び

平成 18 年 5 月 1 日付け関連ガ

イドラインが改正された。 

★連結株主資本等変動計算書、株主資本等変動計

算書が新たに作成されるようになりました。 
★株主資本等変動計算書は新たな財務諸表の作成

であるので､会計方針の変更には該当しないも

のと解されます。 
〔経理の状況〕 
・連結株主資本等変動計算書 
・連結剰余金計算書 
・株主資本等変動計算書 
・損益計算書 
・注記事項 
〔監査報告書〕 
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３．のれん及び負

ののれんに関す

る事項 

●平成 15 年 10 月 31 日に企業

会計審議会から「企業結合

に係る会計基準」が公表さ

れ、また、平成 17 年 12 月

27 日には企業会計基準委員

会から「企業結合会計基準

及び事業分離等会計基準に

関する適用指針」（企業会計

基準適用指針第 10 号）が公

表され、平成 18 年 4 月 26
日付で連結財規等及び平成

18 年 5 月 1 日付で関連ガイ

ドラインが改正された。 

★従来､営業権または連結調整勘定として表示さ

れていた科目は､「のれん」、「負ののれん」と

して表示されることになります。これまで「営

業権」あるいは「連結調整勘定」が独立表示さ

れていた場合には、表示方法の変更の注記が必

要となります。 
★企業結合に係る会計基準などの適用により､開

示項目として､パーチェス法に係る注記､持分プ

ーリング法に係る注記､共通支配下の取引等に

係る注記、重要な後発事象などが規定されてい

るので､開示に際しては注意が必要です。 
 
〔経理の状況〕 
・連結貸借対照表 
・連結損益計算書 
・連結キャッシュ・フロー計算書 
・貸借対照表 
・連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項 
・表示方法の変更 
・注記事項 
・有形固定資産等明細表 

４．ストック・オ

プション等に関

する事項 

●平成 17 年 12 月 27 日に「ス

トック・オプション等に関

する会計基準」（企業会計基

準第 8 号）等が公表され、

平成 18 年 4 月 25 日付けで

連結財規等及び平成 18 年 5
月 1 日付で関連ガイドライ

ンが改正された。 
 

★ストック・オブション等に関する会計基準は､

会社法施行日（平成 18 年 5 月 1 日）以後に付

与されるストック･オプション、自社株式オプシ

ョンおよび交付される自社の株式について適用

されます。 
★会社法施行日前に付与されたストック･オプシ

ョンについては､その条件変更が行われる場合

を除いて､費用処理されません(ストック･オプ

ション等会計基準第 18 項)。 
★開示については会社法施行日前に付与されたス

トック･オプションについても適用されます｡ 
 
〔経理の状況〕 
・連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項 
・会計方針の変更 
・注記事項 
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５．役員賞与に関

する事項 
●平成 17 年 11 月 29 日に「役

員賞与に関する会計基準」

（企業会計基準第４号）が公

表された。 
 
 
 
 
 

★役員賞与は発生した期間の費用として処理しま

す。 
★期末決算においては､当期の職務に係る役員賞

与を当期末後に開催される株主総会の決議事項

とする場合には､当該支給は株主総会決議が前

提となるので､原則として、当該決議事項とする

額またはその見込額を引当金に計上することと

なります。 
★役員賞与会計基準の適用に伴い､役員賞与を発

生した期間の費用として会計処理することとな

った場合には､会計基準の変更に伴う会計方針

の変更として取り扱われます(役員賞与会計基

準第 15 項)。 
 
〔経理の状況〕 
・連結貸借対照表 
・貸借対照表 
・連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項 
・会計方針の変更 
・附属明細表 
 

６．棚卸資産の評

価に関する事項 
●平成 18 年 7 月 5 日に「棚卸

資産の評価に関する会計基

準」（企業会計基準第９号）

が公表され、平成 18 年 12
月 26 日付で連結財規等及び

関連ガイドラインが改正さ

れた。 
 
 
 

★棚卸資産について、従来の原価法と低価法の選

択適用を見直して､取得原価基準のもとで､回収

可能性を反映させるように､収益性の低下によ

る簿価切下げの考え方を基礎にしています(棚
卸資産会計基準第 36 項)。適用は､平成 20 年 4
月１日以後開始する事業年度からです(早期適

用可)。 
 
〔経理の状況〕 
・連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項 
・会計方針の変更 
・注記事項 
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７．金融商品に関

する事項及び繰

延資産の会計処

理に関する事項 

●平成 18 年 8 月 11 日に「金

融商品に関する会計基準」（企

業会計基準第 10 号）及び「繰

延資産の会計処理に関する当

面の取扱い」（実務対応報告第

19 号）が公表され、また、平

成 18 年 12 月 26 日付で連結財

規及び関連ガイドラインが改

正された。 
 
 
 
 

★繰延資産についての会計処理が大きく見直され

ました。 
★規定されている繰延資産は次のとおりです。 

①株式交付費 
②社債発行費等(新株予約権の発行に係る費用

を含む) 
③創立費 
④開業費 
⑤開発費 

 
〔経理の状況〕 
・連結貸借対照表 
・連結キャッシュ・フロー計算書 
・貸借対照表 
・連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項 
・会計方針の変更 
・有形固定資産等明細表 

８．事業の状況に

関する事項 
●平成 18 年 12 月 12 日付府令

改正（内閣府令第 86 号）で開

示府令が、また、平成 18 年 12
月 13 日付で関連ガイドライン

が改正された。 
 

★第 2【事業の状況】について、以下の 2 点が改

正されました。 
 
①【対処すべき課題】に、株式会社が当該株式会

社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の

在り方に関する基本方針（「基本方針」）を定め

ている場合には、会社法施行規則第 127 条各号

に掲げる事項を記載することとされた。 
②【経営上の重要な契約等】に、経営上の重要な

契約等に該当するときは、連結会社以外の会社

との間で行われるか否かによらず、すべて記載

することになった。 
 
・対処すべき課題 
・経営上の重要な契約等 
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９．提出会社の状

況に関する事項 
●平成 18 年 4 月 25 日付府令

改正（内閣府令第 52 号）及び

開示府令が、また、平成 18 年

12 月 13 日付で関連ガイドラ

インが改正された。 

★第４【提出会社の状況】について、以下の点 
が、改正されました。 

 
・株式の総数等 
・新株予約権等の状況 
・ライツプランの内容（新規項目） 
・ストック・オプション制度の内容 
・自己株式の取得等の状況（大幅改正） 
・配当政策 
・役員の状況 
・コーポレート・ガバナンスの状況 

10．その他の改

正事項 
 ★その他以下の項目について、改正がされました。 

 
〔経理の状況〕 
・冒頭記載 
・連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項 
・連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項の変更 
・会計方針の変更 
・注記事項 
〔提出会社の株式事務の概要〕 
〔提出会社の参考情報〕 
・提出会社の親会社等の情報 
・その他の参考情報 
〔監査報告書〕 
 

 
平成１９年３月期に係る会計処理の主な変更には、次のものがありますので、ご確認く

ださい。「有価証券報告書の作成要領」に記載されている「作成にあたってのポイント」を

参考にまとめています。 
連 結 個 別 

①「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第５号）の適用初年度にお

いては、会計基準等の改正に伴う会計方針の変

更として取り扱うことに留意してください。ま

た、適用初年度においては、当連結会計年度末

における純資産の部に掲げたもののうち、従前

の資本の部の合計に相当する金額を注記するこ

①「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第５号）の適用初年度に

おいては、会計基準等の改正に伴う会計方針の

変更として取り扱うことに留意してください。

また、適用初年度においては、当事業年度末に

おける純資産の部に掲げたもののうち､従前の

資本の部の合計に相当する金額を注記するこ
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とが適当であるとされています。 
 

とが適当であるとされています。 

②「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第

10 号）の公表により、これまで繰延資産とされ

ていた社債発行差金に相当する金額について

は、社債金額から直接控除する会計処理が定め

られ、社債は、償却原価法に基づいて算定され

た価額をもって、貸借対照表価額としなければ

ならないことになりました。 
また、「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱

い」（実務対応報告第 19 号）の公表により、同

報告の適用直前事業年度の貸借対照表に社債発

行差金が計上されている場合には、当該社債発

行差金に係る償却は、適用直前事業年度の会計

処理を継続して適用しますが、当該償却額は、

社債利息に含めて表示し、また、当該社債発行

差金は、社債から控除して表示するものとされ

ております。これらを会計基準等の改正に伴う

会計方針の変更として取り扱うことにご留意く

ださい。 
 

② 「金融商品に関する会計基準」｛企業会計基

準第 10 号）の公表により、これまで繰延資産

とされていた社債発行差金に相当する金額に

ついては、社債金額から直接控除する会計処理

が定められ、社債は、償却原価法に基づいて算

定された価額をもって、貸借対照表価額としな

ければならないことになりました。 
また、「繰延資産の会計処理に関する当面の取

扱い」（実務対応報告第 19 号）の公表により、

同報告の適用直前事業年度の貸借対照表に社

債発行差金が計上されている場合には、当該社

債発行差金に係る償却は、適用直前事業年度の

会計処理を継続して適用しますが、当該償却額

は、社債利息に含めて表示し、また、当該社債

発行差金は、社債から控除して表示するものと

されております。これらを会計基準等の改正に

伴う会計方針の変更として取り扱うことにご

留意＜ださい。 

③「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第 19 号）の公表により、「株式

交付費（新株の発行又は自己株式の処分に係る

費用）」は、原則として、支出時に費用（営案外

費用）として処理することとなりましたが、同

報告の適用初年度において、自己株式の処分に

係る費用を株式交付費として繰延資産に計上す

る場合で、適用直前事業年度においても自己株

式の処分を行っているときは、会計基準等の改

正に伴う会計方針の変更として取り扱うことに

なります。また、適用直前事業年度の貸借対照

表に新株発行費が計上されている場合には、連

結財規第 32 条第２項（同第 23 条第２項を準用〉

の適用により、当該新株発行費の償却が終了す

るまでの間、新株発行費の科目をもって表示す

ることができることに留意してください。 
また、適用初年度において、適用直前事業年度

に計上していた繰延資産と同―項目の繰延資産

③ 「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱

い」（実務対応報告第 19 号)の公表により、「株

式交付費（新株の発行又は自己株式の処分に係

る費用）」は、原則として、支出時に費用（営

業外費用）として処理することとなりました

が、同報告の適用初年度において、自己株式の

処分に係る費用を株式交付費として繰延資産

に計上する場合で、適用直前事業年度において

も自己株式の処分を行っているときは、会計基

準等の改正に伴う会計方針の変更として取り

扱うことになります。また、適用直前事業年度

の貸借対照表に新株発行費が計上されている

場合には、財規第 37 条第２項（財規第 17 条第

２項を準用）の適用により、当該新株発行費の

償却が終了するまでの間、新株発行費の科目を

もって表示することができることに留意して

ください。 
また、適用初年度において、適用直前事業年度
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を計上する場合で、年数を基準とした償却方法

から、月数を基準とした償却方法に変更したと

きは、原則として、会計基準等の改正に伴う会

計方針の変更として取り扱うことにご留意くだ

さい。 

に計上していた繰延資産と同－項目の繰延資

産を計上する場合で、年数を基準とした償却方

法から、月数を基準とした償却方法に変更した

ときは、原則として、会計基準等の改正に伴う

会計方針の変更として取り扱うことにご留意

ください。 
 

④前事業年度において同一の繰延資産項目がない

ため、会計処理が前連結会計年度において行わ

れていない場合には、会計方針の変更として取

り扱わないことにご留意ください。 
 

④前事業年度において同一の繰延資産項目がな

いため、会計処理が前事業年度において行われ

ていない場合には、会計方針の変更として取り

扱わないことにご留意ください。 

⑤当連結会計年度において「企業結合に係る会計

基準」及び「事業分離等に関する会計基準」（企

業会計基準第７号）を適用した場合には、会計

基準等の改正に伴う会計方針の変更として取り

扱い、その旨、変更の理由及び影響の内容を記

載することとされておりますが、「企業結合に係

る会計基準」及び「事業分離等に関する会計基

準」の導入以前には、企業結合・事業分離等の

会計処理に関する明文の定めがなく、新会計基

準の適用に伴う影響額の算出を行うことは困難

と考えられることから、影響の内容の記載は要

しないものとされています。 
ただし、その旨、変更の理由の記載は必要（財

規第８条の 3、連結財規第 14 条）とされていま

す。 
 

⑤当事業年度において「企業結合に係る会計基

準」及び「事業分離等に関する会計基準」（企

業会計基準第７号）を適用した場合には、会計

基準等の改正に伴う会計方針の変更として取

り扱い、その旨、変更の理由及び影響の内容を

記載することとされておりますが、「企業結合

に係る会計基準」及び「事業分離等に関する会

計基準」の導入以前には、企業結合・事業分離

等の会計処理に関する明文の定めがなく、新会

計基準の適用に伴う影響額の算出を行うこと

は困難と考えられることから、影響の内容の記

載は要しないものとされています。 
ただし、その旨、変更の理由の記載は必要（財

規第８条の 3、連結財規第 14 条）とされていま

す。 

⑥のれんのうち前期以前の取引により発生してい

るものについて、前期まで資産の部に計上され

た連結調整勘定と負債の部に計上された連結調

整勘定の償却額を相殺して表示していた場合で

あって、当連結会計年度から、正ののれんと負

ののれんの償却額を相殺して表示しないことに

より営業損益に重要な影響を与える場合、会計

基準等の改正に伴う会計方針の変更となること

にご留意ください。 
 
 

－ 
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⑦「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第

４号）の適用に伴い、役員賞与を発生した会計

期間の費用として会計処理する場合には、会計

基準等の改正に伴う会計方針の変更として取り

扱うこととなりますので、ご留意ください。 

⑥「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準

第４号）の適用に伴い、役員賞与を発生した会

計期間の費用として会計処理する場合には、会

計基準等の改正に伴う会計方針の変更として

取り扱うこととなりますので、ご留意くださ

い。 
 

⑧「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計

基準第９号）を適用する最初の事業年度におい

て、簿価切下額が多額に発生し、それが期首の

棚卸資産に係るものである場合、本会計基準を

期首在庫の評価から適用したとみなし、期首在

庫に含まれる変更差額を特別損失に計上する方

法、又は、本会計基準を期末在庫の評価から適

用するが、期末在庫に含まれる変更差額のうち

前期以前に起因する部分を特別損失に計上する

方法が認められております。 
 

⑦「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会

計基準第９号）を適用する最初の事業年度にお

いて、簿価切下額が多額に発生し、それが期首

の棚卸資産に係るものである場合、本会計基準

を期首在庫の評価から適用したとみなし、期首

在庫に含まれる変更差額を特別損失に計上す

る方法、又は、本会計基準を期末在庫の評価か

ら適用するが､期末在庫に含まれる変更差額の

うち前期以前に起因する部分を特別損失に計

上する方法が認められております。 

⑨「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計

基準第９号）は平成 20 年 4 月 1 日以後開始す

る事業年度から適用されますが、受入準備が整

った段階から早期適用することも認められてい

ます。受入準備が整っていないという理由によ

り、中間期末には早期適用しないときでも、そ

の後受入準備が整った場合には、事業年度末か

ら適用することができますが、その場合には、

中問・年度の会計処理の首尾一貫性が保持され

ていない場合の取扱いに準じた注記の記載を行

うものとされています。 
 

⑧「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会

計基準第９号）は平成 20 年４月１目以後開始

する事業年度から適用されますが、受入準備が

整った段階から早期適用することも認められ

ています。受入準備が整っていないという理由

により、中間期末には早期適用しないときで

も、その後受入準備が整った場合には、事業年

度末から適用することができますが、その場合

には、中間・年度の会計処理の首尾一貫性が保

持されていない場合の取扱いに準じた注記の

記載を行うものとされています。 

⑩「その他の複合金融商品（払込資本を増加させ

る可能性のある部分を含まない複合金融商品）

に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第

12 号）は、平成 18 年 4 月１日以後開始する事

業年度から適用されています。 
 

⑨「その他の複合金融商品（払込資本を増加させ

る可能性のある部分を含まない複合金融商品）

に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第

12 号）は、平成 18 年４月１日以後開始する事

業年度から適用されています。 

⑪「有限責任事業組合及び合同会社に対する出資

者の会計処理に関する実務上の取扱い」（実務対

応報告第 21 号）は、平成 18 年９月８日以後終

⑩「有限責任事業組合及び合同会社に対する出資

者の会計処理に関する実務上の取扱い」（実務

対応報告第 21 号）は、平成 18 年９月８目以後
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了する中間連結会計期間及び中間会計期間並び

に連結会計年度及び事業年度から適用すること

とされています。 
 

終了する中間連結会計期間及び中間会計期間

並びに連結会計年度及び事業年度から適用す

ることとされています。 
 

⑫「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力

基準の適用に関する実務上の取扱い」（実務対応

報告第 20 号）は、平成 18 年９月８日以後終了

する連結会計年度に係る連結財務諸表及び中間

連結会計期間に係る中間連結財務諸表から適用

することとされています。 

－ 

⑬「連結財務諸表作成における在外子会社の会計

処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第

18 号）は、平成 20 年４月１日以後開始する連

結会計年度に係る連結財務諸表から適用するこ

ととされていますが、平成 20 年３月 31 日以前

に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表か

ら早期適用することができるとされています。 
 

－ 

⑭「厚生年金基金に係る交付金の会計処理に関す

る当面の取扱い」（実務対応報告第 22 号）は、

平成 18 年 10 月 27 日以後適用されています。 
 
 
 
 
 
 

⑪「厚生年金基金に係る交付金の会計処理に関す

る当面の取扱い」（実務対応報告第 22 号）は、

平成 18 年 10 月 27 日以後適用されています。 

⑮「退職給付制度間の移行等の会計処理に関する

実務上の取扱い」（実務対応報告第２号）が平成

19 年２月７日付で改正されており（以下「改正

実務対応報告」という）、その適用時期について

は、「平成 19 年４月１日以後開始する事業年度

から適用する。ただし、平成 19 年 3 月 31 日
以前に開始する事業年度であっても、改正日以

後終了する事業年度から適用することができ

る。このため、改正実務対応報告が対象とする

事象がある場合には、早期適用することが望ま

しい｡」とされていることにご留意ください。 
 

⑫「退職給付制度間の移行等の会計処理に関する

実務上の取扱い」（実務対応報告第２号）が平

成 19 年２月７日付で改正されており（以下「改

正実務対応報告」という）、その適用時期につ

いては、「平成 19 年４月１日以後開始する事業

年度から適用する。ただし、平成 19 年 3 月 31 
日以前に開始する事業年度であっても、改正日

以後終了する事業年度から適用することがで

きる。このため、改正実務対応報告が対象とす

る事象がある場合には、早期適用することが望

ましい｡」とされていることにご留意ください。 
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⑯「一定の特別目的会社に係る開示に関する適用

指針」（企業会計基準適用指針第 15 号）が平成

19 年３月 29 日に公表されており、その適用時

期については、「平成 19 年４月１日以後開始す

る連結会計年度（当該連結会計年度を構成する

中間連結会計期間を含む｡）から適用する。ただ

し、平成 19 年４月１日前に開始する連結会計年

度から適用することができる｡」とされていま

す。 
 

⑬「一定の特別目的会社に係る開示に関する適用

指針」（企業会計基準適用指針第 15 号）が平成

19 年３月 29 日に公表されており、その適用時

期については、「なお、連結財務諸表を作成し

ていないが、個別財務諸表において開示対象特

別目的会社に係る注記を行う場合（第 2 項参照）

にも、平成 19 年４月１日以後開始する事業年

度（当該事業年度を構成する中間会計期間を含

む｡）から適用する。ただし、平成 19 年４月１

日前に開始する事業年度から適用することが

できる｡」とされています。 
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（２）有価証券報告書の定性的情報の開示について 

「事業等のリスク」の項目など定性的情報の記載は、例えば他の記載事項である「対処

すべき課題」に記載されている内容に関しても記載される可能性があり関連性が生じると

考えられます。また、「事業等のリスク」の項目の記載内容は、「財政状態及び経営成績の

分析」の経営成績に重要な影響を与える要因についての分析等との関連性及び「コーポレ

ート・ガバナンスの状況」のリスク管理体制との関連性などが考えられ、各事項間の記載

内容の整合性が確保されるように、また分かりやすい記載の方法等に留意する必要があり

ます。 
●有価証券報告書の記載項目 
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第２ 事業の状況 

１．業績等の概要 
  ２．生産、受注及び販売の状況 
  ３．対処すべき課題 
  ４．事業等のリスク 
  ５．経営上の重要な契約等 
  ６．研究開発活動 
  ７．財政状態及び経営成績の分析 
 

 
主

と

し

て 
連

結 
情

報 

 
第３ 設備の状況 
  １．設備投資等の概要 
  ２．主要な設備の状況 
  ３．設備の新設、除却等の計画 
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主

と

し

て 
単

体

情

報 

 
第４ 提出会社の状況 

１．株式等の状況 
  （１）株式の総数等 
  （２）新株予約権等の状況 
  （３）ライツプランの内容 ★新設 
  （４）発行済株式総数、資本金等の推移 
  （５）所有者別状況 
  （６）大株主の状況 
  （７）議決権の伏況 
  （８）ストックオプション制度の内容 
  ２．自己株式の取得等の状況 
  ３．配当政策 
  ４．株価の推移 
  ５．役員の状況 
  ６．コーポレート・ガバナンスの状況 
 

 

 
 

連

結 

第５ 経理の状況 
冒頭記載 

１．連結財務諸表等 
（１）連結財務諸表 
（２）その他 

 
単

体 
 

２．財務諸表等 
（１）財務諸表 
（２）主な資産及び負債の内容 
（３）その他 

●貸借対照表 
●損益計算書 
●株主資本等変動計算書 
●キャッシュ・フロー計算書 
●セグメント情報 
●重要な後発事象 
●継続企業の前提に重要な疑

義を抱かせる事象又は状況 

 第６ 提出会社の株式事務の概要  
 第７ 提出会社の参考情報 

１．提出会社の親会社等の情報 
２．その他の参考情報 

 

 第二部 提出会社の保証会社等の情報  
  

監査報告書 
 

 
 

 
添付資料 確認書 
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５．訂正報告書の事例分析のアプローチ 

 
（1） 対象期間 

2007 年 7 月～9 月の 3 ヶ月間提出分を対象とした。 
 

（2） 検索方法 
「JICPA Database」の「有価証券報告書検索システム（eSPER サーチ）を使

用し、「訂正報告書」を選択し、有価証券報告書の三号様式の目次の項目で検索

した。 
 

（3） 有価証券報告書の記載項目別の訂正報告書の提出件数 
    

提出件数   
有価証券報告書の目次 7～9 月累計 9 月 

 第一部 企業情報   
 第１ 企業の概況   
   １．主要な経営指標等の推移 83  
   ２．沿革 9  
   ３．事業の内容 24  
   ４．関係会社の状況 45  
   ５．従業員の状況 20  
 第２ 事業の状況   
   １．業績等の概要 77  
   ２．生産、受注及び販売の状況 55  
   ３．対処すべき課題 16  
   ４．事業等のリスク 35  
   ５．経営上の重要な契約等 25  
   ６．研究開発活動 3  
   ７．財政状態及び経営成績の分析 34  
 第３ 設備の状況   
   １．設備投資等の概要 1  
   ２．主要な設備の状況 28  
   ３．設備の新設、除却等の計画 10  
 第４ 提出会社の状況   
   １．株式等の状況 180  
   （1）株式の総数等 113 74 
   （2）新株予約権等の状況 21  
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   （3）ライツプランの内容 3  
   （4）発行済株式総数、資本金等の推移 4  
   （5）所有者別状況 18  
   （6）大株主の状況 22  
   （7）議決権の状況 23  
   （8）ストックオプション制度の内容 18  
   ２．自己株式の取得等の状況 20  
   ３．配当政策 252 152 
   ４．株価の推移 2  
   ５．役員の状況 109 15 
   ６．コーポレート・ガバナンスの状況 1,139 724 

第５ 経理の状況   
 冒頭記載   
  １．連結財務諸表 122  
  （1）連結財務諸表 108  

連

結   （2）その他   
  ２．財務諸表等 116  
  （1）財務諸表 103  
  （2）主な資産及び負債の内容 19  

単

体   （3）その他   
 第６ 提出会社の株式事務の概要 105 55 
 第７ 提出会社の参考情報 23  
   １．提出会社の親会社等の情報 8  
   ２．その他の参考情報 15  
 第二部 提出会社の保証会社等の情報   
 監査報告書 141 60 
 添付資料 確認書 3  

 
（4） 事例分析の対象期間と対象項目の選定 

2007年 7月～9月までに提出された訂正報告書の項目別の件数の多い項目を

事例分析の対象項目として選定した。今回選定した分析項目は、主として提出

会社に関連する以下の記載である。 
① 第４ 提出会社の状況 １．株式等の状況（１）株式の総数等 
② 第４ 提出会社の状況 ３．配当政策 
③ 第４ 提出会社の状況 ５．役員の状況 
④ 第４ 提出会社の状況 ６．コーポレート・ガバナンスの状況 
⑤ 第６ 提出会社の株式事務の概要 
⑥ 監査報告書 
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ここで、「② 配当政策」の訂正事例の分析においては、「配当政策」の訂正

事例が「コーポレート・ガバナンスの状況」も同時に訂正している例が多く見

受けられたため、配当政策の訂正事例分析に加えて、「配当政策の項目について

訂正報告書が提出されておりかつコーポレート・ガバナンスの状況についても

訂正している事例」にも焦点を当てた追加的な分析も試みている。 
「④ コーポレート・ガバナンスの状況」の訂正事例の分析においては、9

月提出の訂正報告書のみでも 724 件と件数が多いため、2007 年 9 月 1 日～7
日までの 1 週間に提出された訂正事例 126 件を抽出して分析した。 

 
   （5）過年度における不適切な経理処理に伴う訂正報告書の事例分析の扱い 
       監査報告書の事例分析の結果、7 月～9 月までに提出された訂正報告書の多

くは、過年度における不適切な経理処理が判明したことに伴う、訂正報告書

の提出であった。今回は、不正経理の処理に伴う訂正報告書の事例について

は、詳細な分析は実施していない。 
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６．訂正報告書の記載項目別の事例分析対象と分析結果報告 

６－１ 株式等の状況・株式の総数等 

 

（１）事例分析対象 

 【株式の総数等】についての訂正報告書の事例７４件について、分析しました。７４件

について、「コーポレート・ガバナンスの状況」についても同時に訂正報告書が提出されて

いる事例があるか確認しました。 

 有価証券報告書・目

次 
 

訂正報告書の事例

（２００７．７月～

９月） 

検討対象（左のうち

９月分のみの件数） 
「株式の総数等」の

訂正報告書７４件

のうち、「コーポレ

ート・ガバナンスの

状況」についての訂

正報告書の件数 
 1．(1)株式の総数等 １１３ ７４ ５５ 
 

（２）事例分析結果 

集計結果 

ＮＯ 訂正内容 訂正件数 訂正割合(%) 

① 発行する全部の株式の内容について会社法１０

７条１項各号に規定する事項を定めている場合

の具体的な内容 

７０ ９４ 

② 会社法１０８条１項各号に掲げる事項について

異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の

株式を発行するときの株式の種類具体的な内容 

４ ５ 

③ ある種類株式の内容として、会社法３２２条１項

の規定による種類株主総会の決議を要しない旨

を定款で定めている場合のその旨 

３ ３ 

④ 提出日現在発行数の欄の提出日の誤り ２ ２ 
 

コメント 

●「株式の総数等」の訂正事例は、以下の一定の項目に集約されます。 

・発行する全部の株式の内容について会社法１０７条１項各号に規定する事項を定めてい

る場合の具体的な内容の記載漏れ（譲渡制限株式の会社の承認） 
・会社法１０８条１項各号に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の

種類の株式を発行するときの株式の種類具体的な内容の記載漏れ（優先株式）・ある種類

株式の内容として、会社法３２２条１項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨

を定款で定めている場合のその旨の記載漏れ 
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●平成 19 年 3 月期において、新規に開示対象とされた事項の訂正が多くあります。平成 19
年 3 月期より開示が求められるようになった箇所に下線を付しています。 
 
(記載上の注意) 
 (17)株式の総数等 
ａ 「発行可能株式総数」の欄には、当事業年度末現在の定款に定められた発行可能株式

総数を記載すること。 
なお、当事業年度の末日後報告書の提出日までの間に定款に定められた発行可能株式総

数に増減があつた場合には、その旨、その決議があつた日、株式数が増（減）した日、増

（減）株式数及び増（減）後の株式の総数を欄外に記載すること。 
ｂ 「発行済株式」の「種類」の欄には、会社が会社法第１０８条第１項各号に掲げる事

項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式を発行するときは、株式の

種類を記載し、その種類ごとに株式の具体的な内容を欄外に記載すること。 
この場合、取得請求権付株式については取得の対価及び請求期間、取得条項付株式につ

いては取得の対価及び取得事由、全部取得条項付種類株式については取得対価の決定方法

及び条件、譲渡制限株式を発行については会社が譲渡を承認したとみなす場合の条件、議

決権制限株式（無議決権株式を除く。以下同じ。）については議決権行使事項及び条件、

拒否権付株式については種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を必要とする事項

及び条件、種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任する株

式については選任する取締役又は監査役の数を欄外に記載すること。 
なお、ある種類株式の内容として、会社法３２２条１項の規定による種類株主総会の決

議を要しない旨定款で定めた場合には、欄外にその旨を記載すること。 
また、無議決権株式又は議決権制限株式であつても、定款の定めにより議決権を有する

こととなる場合には、その旨及びその内容を欄外に記載することとし、会社が発行する全

部の株式の内容について会社法１０７条１項各号に規定する事項を定めた場合には、その

具体的な内容を欄外に記載すること。 
ｃ 「発行数」の欄には、当事業年度末現在及び報告書提出日現在の発行数を記載するこ

と。 
なお、新株予約権又は新株予約権付社債を発行している場合の「提出日現在」の欄に記

載すべき発行数については、当該新株予約権の行使によるものに限り、報告書の提出日の

属する月の前月末のものについて記載することができる。ただし、その旨を欄外に記載す

ること。 
ｄ 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額を

欄外に記載すること。 
e 共同組織金融機関の場合には、普通出資及び優先出資に区分して記載すること。 
ｆ 相互会社にあつては、記載を要しない。 
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６－２ 配当政策 

 

（１）事例分析対象 

 【配当政策】についての訂正報告書の事例１５２件について、分析しました。１５２件

について、「コーポレート・ガバナンスの状況」についても同時に提出されている事例が多

くあることから、「コーポレート・ガバナンスの状況」の内容についても検討しました。 

 有価証券報告書・目

次 
 

訂正報告書の事例

（２００７．７月～

９月） 

検討対象（左のうち

９月分のみの件数） 
「配当政策」の訂正

報告書 152 件のう

ち、「コーポレー

ト・ガバナンスの状

況」についての訂正

報告書の件数 
 ３．配当政策 ２５２ １５２ １１４ 
 

（２）事例分析結果 

 「配当政策」及び「コーポレート・ガバナンスの状況」の分析結果は、以下のとおりで

した。 
①「配当政策」の分析結果 

集計結果 

訂正事項 「配当政策」の訂正報告書件数 １５２ 
訂正内容① 剰余金の配当の決定機関、記載漏れ（中間配当は取締役会、

期末配当は株主総会） 
１０５ 

訂正内容② 剰余金の配当に関する事項の決定についての定款の定め、

記載漏れ（臨時に基準日を設け剰余金の配当を行うことが

出来る旨） 

５ 

訂正内容③ 剰余金の配当に関する事項の決定についての定款の定め、

記載漏れ（中間配当を行うことが出来る旨） 
６０ 

訂正内容④ 毎事業年度における配当の回数についての基本的な方針、

の記載漏れ（例：中間配当及び期末配当の年２回を基本的

な方針としております。） 

９２ 

訂正内容⑤ 配当の基本的な方針（例：無配とさせていただくの追加記

載、例：当事業年度に係る配当は次のとおりであります。

＊＊＊） 

３５ 

訂正内容⑥ その他の訂正 ５ 
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コメント 

●「配当政策」の訂正事例は、以下の一定の項目に集約されます。 

・剰余金の配当の決定機関、記載漏れ・・・105 件／152 件、69.1％ 
・毎事業年度における配当の回数についての基本的な方針、の記載漏れ・・・92 件／152
件、60.5％ 

・剰余金の配当に関する事項の決定についての定款の定め、記載漏れ・・・65 件／152 件、

42.8％ 
・配当の基本的な方針の記載訂正・・・35／152 件、23.0％ 

 
●平成 19 年 3 月期において、新規に開示対象とされた事項の訂正が多くあります。三号様

式（記載上の注意）と対照させて網掛け表示しています。また、平成 19 年 3 月期より開

示が求められるようになった箇所に下線を付しています。 

（記載上の注意） 
 (29)配当政策 
ａ 配当政策については、配当（相互会社にあつては、契約者配当）の基本的な方針、毎

事業年度における配当の回数についての基本的な方針、配当の決定機関、当事業年度の

配当決定に当たつての考え方及び内部留保資金の使途について記載すること。 
なお、配当財産が金銭以外の財産であるときはその内容を記載し、当該配当財産に代 

えて金銭を交付することを株式会社に対して請求する権利を与えている場合にはその内 
容を記載すること。 

また、会社法第 454 条第５項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款で定め 
たときは、その旨を記載すること。 

ｂ 当事業年度に会社法第 453 条に規定する剰余金の配当（以下「剰余金の配当」という｡）

をしたときは、当該剰余金の配当についての株主総会又は取締役会の決議年月日並びに

各決議ごとの配当金の総額及び１株当たりの配当額を注記すること。 
会社法第 453 条・・・株主に対する剰余金の配当 
会社法第 454 条・・・剰余金の配当に関する事項の決定 

 
●その他の訂正事例としては、以下のものがありました。 

・主語を「当社グループの」から「当社の」に訂正された事例 
・「剰余金配当の対象となる株主または登録株式質権者を定めた旨」を追加した事例 
・「なお、当社は、債務超過の状況にあり累積損失の課題となっております」を追加した事  
 例 
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②「配当政策の項目について訂正報告書が提出されておりかつコーポレート・ガバナンス

の状況についても訂正している事例」の分析結果 

集計結果 

訂正事項 「配当政策」の訂正報告書のうち、「コーポレート・ガバ

ナンスの状況」についての訂正報告書の件数 
１１５ 

訂正内容① 定款で取締役の定数又は取締役の資格制限についての定

めをした場合のその旨の記載漏れ（例：当社の取締役は、

８名以内とする旨定款に定めている） 

７４ 

訂正内容② 取締役の選解任の決議要件につき、会社法と異なる別段の

定めをした場合には、その内容を記載、記載漏れ 
８５ 

訂正内容③ 株主総会決議事項を取締役会で決議できるとした場合、そ

の事項及び理由、記載漏れ 
６６ 

訂正内容④ 株主総会の特別決議要件を変更した場合には、その旨その

理由を記載、記載漏れ 
７９ 

訂正内容⑤ 責任限定契約を締結した場合、当該契約の内容の概要を記

載（取締役及び監査役の損害賠償責任免除）、記載漏れ 
１４ 

訂正内容⑥ その他の訂正 ５ 
コメント 

●「コーポレート・ガバナンスの状況」の訂正事例は、以下の一定の項目に集約されます。 

・取締役の選解任の決議要件につき、会社法と異なる別段の定めをした場合には、その内 
容を記載、記載漏れ・・・85 件／115 件、73.9％ 

・株主総会の特別決議要件を変更した場合には、その旨その理由を記載、記載漏れ・・・

79 件／115 件、68.7％ 
・定款で取締役の定数又は取締役の資格制限についての定めをした場合のその旨の記載漏

れ・・・74 件／115 件、64.3％ 
・株主総会決議事項を取締役会で決議できるとした場合、その事項及び理由、記載漏れ・・・

66／115 件、57.4％ 

 
●平成 19 年 3 月期において、新規に開示対象とされた事項の訂正が多くあります。三号様

式（記載上の注意）と対照させて網掛け表示しています。また、平成 19 年 3 月期より開示

が求められるようになった箇所に下線を付しています。 

(記載上の注意) 
 (31-2)コーポレート・ガバナンスの状況 
    第二号様式記載上の注意(52－2)に準じて記載すること。 
＜第二号様式記載上の注意＞ 
 (52-2)コーポレート・ガバナンスの状況 
ａ 提出会社の企業統治に関する事項（例えば、会社の機関の内容、内部統制システムの

整備の状況、リスク管理体制の整備の状況、役員報酬の内容（社内取締役と社外取締役

に区分した内容）、監査報酬の内容（公認会計士法（昭和 23 年法律第 103 号）第２条第
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１項に規定する業務に基づく報酬とそれ以外の業務に基づく報酬に区分した内容）につ

いて具体的に、かつ、分かりやすく記載すること。 
  なお、社外取締役、会計参与、社外監査役又は会計監査人との間で会社法第 427 条第

１項に規定する契約（いわゆる責任限定契約）を終結した場合は、当該契約の内容の概

要を記載すること。 
  また、会社法第 373 条第１項に規定する特別取締役による取締役会の決議制度を定め

た場合には、その内容を記載すること。 
ｂ 内部監査及び監査役（監査委員会）監査の組織、人員及び手続並びに内部監査、監査

役（監査委員会）監査及び会計監査の相互連携について具体的に、かつ、分かりやすく

記載すること。 
ｃ 社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他

の利害関係について具体的に、かつ、分かりやすく記載すること。 
ｄ 業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名及び提出会社の財務書類につ

いて連続して監査関連業務（公認会計士法第 24 条の３に規定する監査関連業務をいう｡）

を行っている場合における監査年数（当該年数が７年を超える場合に限る｡）、監査業務

に係る補助者の構成並びに監査証明を個人会計士が行っている場合の審査体制について

具体的に、かつ、分かりやすく記載すること。 
ｅ 提出会社の企業統治に関する事項に代えて連結会社の企業統治に関する事項について

記載することができる。その場合には、その旨を記載すること。 
ｆ 定款で取締役の定数又は取締役の資格制限について定め、また、取締役の選解任の決

議要件につき、会社法と異なる別段の定めをした場合には、その内容を記載すること。 
ｇ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした場合にはその事項及

びその理由、取締役会決議事項を株主総会では決議できないことを定款で定めた場合に

はその事項及びその理由並びに株主総会の特別決議要件を変更した場合にはその内容及

びその理由を記載すること。 

 
●その他の訂正事例としては、以下のものがありました。 

・「取締役会決議事項を株主総会では決議できないことを定款で定めた場合」のその事項及

びその理由、の記載漏れの訂正 
・「取締役の任期を、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株

主総会の終結の時までとする旨を定款で定めた」事例 
・取締役会の決議の対象について、「利益処分」を「剰余金の処分」に訂正した事例 
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６－３ 役員の状況 

 

（１）事例分析対象 

 【役員の状況】についての訂正報告書の事例１５件について、分析しました。１５件に

ついて、「コーポレート・ガバナンスの状況」についても同時に訂正報告書が提出されてい

る事例があるか確認しました。 

 有価証券報告書・目

次 
 

訂正報告書の事例

（２００７．７月～

９月） 

検討対象（左のうち

９月分のみの件数） 
「役員の状況」の訂

正報告書１５件の

うち、「コーポレー

ト・ガバナンスの状

況」についての訂正

報告書の件数 
 ５．役員の状況 １０９ １５ ８ 
 

（２）事例分析結果 

集計結果 

ＮＯ 訂正内容 訂正件数 訂正割合(%) 

① 役員の略歴誤り ８ ５３ 
② 役員の任期誤り ５ ３３ 
③ その他の訂正 ３ ２０ 
 

コメント 

●「役員の状況」の訂正事例は、以下の一定の項目に集約されます。 

・役員の略歴誤り（入社年月、就任年月、（現任）の記載漏れ） 
・役員の任期誤り（年数誤り） 

 
●平成 19 年 3 月期において、新規に「役員の任期」について記載が求められており、その

訂正が見受けられます。 
 
●その他の訂正事例としては、以下のものがありました。 

・選任されていない監査役が記載されていたため削除 
・取締役に記載順序の訂正 
・職名が前期と同じままになっていた。 
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６－４ コーポレート・ガバナンスの状況 

 

（１）事例分析対象 

【コーポレート･ガバナンスの状況】についての訂正報告書の事例１２６件について、分

析しました。 
有価証券報告書・目次 

 
訂正報告書の事例（２

００７．７月～９月） 
検討対象（左のうち９

月１日から 7 日まで

の７日分のみの件数） 
６．コーポレート･ガバナンス

の状況 
 

1,139 
 

126 
（２）事例分析結果 

 「コーポレート・ガバナンスの状況」の分析結果は、以下のとおりでした。 
集計結果 

NO 訂正内容 訂正件数 訂正割合 
① 定款で取締役の定数についての定めをした場合のその旨

の記載漏れ 
５２ ４１％ 

② 取締役の選解任の決議要件につき、会社法と異なる別段

の定めをした場合には、その内容を記載、記載漏れ 
８８ ７０％ 

③ 株主総会決議事項を取締役会で決議できるとした場合、

その事項及び理由、記載漏れ 
・自己株式取得をできることとした旨 
・自己株式取得のできることとした理由 
・剰余金の配当のできることとした旨 
・剰余金の配当のできることとした理由 
・取締役等の責任免除をできることとした旨 
・取締役等の責任免除をできることとした理由 

 
 

７１ 
７５ 
３７ 
３８ 
１１ 
１１ 

 
 

５６％ 
６０％ 
２９％ 
３０％ 
９％ 
９％ 

④ 株主総会の特別決議要件を変更した場合には、その旨そ

の理由を記載、記載漏れ 
・内容を追加 
・理由を追加 

 
 

９５ 
９９ 

 
 

７５％ 
７９％ 

⑤ 責任限定契約を締結した場合、当該契約の内容の概要を

記載（取締役及び監査役の損害賠償責任免除）、記載漏れ 
１１ ９％ 

⑥ その他の訂正 ２ ２％ 
コメント 

●「コーポレート・ガバナンスの状況」の訂正文言例は、以下のとおりです。 

訂正内容①（取締役の定数） 
当社の取締役は 10 名以内とする旨定款に定めております。 
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訂正内容②（取締役の選任の決議要件） 
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の決権の 3 分

の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、かつ累積投票によら

ない旨定款に定めております。 
 
訂正内容③（株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項） 
ⅰ自己株式の取得 
 当社は、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨

定款に定めております。これは、当社の業務または財産の状況、環境変化などの事情に対

応して機動的に自己株式の取得を行うためのものであります。 
ⅱ取締役及び監査役の責任免除 
 当社は、会社法第 427 条第１項の定めに基づき、任務を怠ったことによる取締役（取締

役であった者を含む。）及び監査役（監査役であった者を含む。）の損害賠償責任を法令の

限度において取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。こ

れは、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするためのものであ

ります。 
ⅲ中間配当 
 当社は、取締役会決議によって毎年９月 30 日の最終の株主名簿に記載または記録された

株主または登録株式質権者に対し、会社法第 454 条第５項に定める剰余金の配当をするこ

とができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うためのも

のであります。 
 

訂正内容④（株主総会の特別決議要件） 
当社は、会社法第 309 条第 2 項に定める特別決議要件について、議決権を行使すること

できる株主の議決権の 3 分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の 3 分の 2 以上を

もって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和

することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。 
 

訂正内容⑤（責任限定契約の内容の概要） 
当社と社外監査役は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損

害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額

は、法令が定める額としております。 
 

●その他の訂正事例としては、以下のものがありました。 
①内部統制室の人数を追加 
②内部監査室の人数の追加と【営業取引の状況】における契約実行高の前年同期間比率の

訂正を実施。 
●まとめ 
訂正内容の大半が、平成 19 年 3 月期において新規に開示対象とされた事項の訂正でした。 
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６－５ 提出会社の株式事務の概要 

 

（１）事例分析対象 

【提出会社の株式事務の概要】について訂正報告書の事例 55 件について、分析しました。  

有価証券報告書・目次 訂正報告書の事例 

（２００７．7 月～9 月） 

検討対象（左のうち 9 月分

のみの件数） 

第６ 提出会社の株式事務の概要 １０５ ５５

 

（２）事例分析結果 

【提出会社の株式事務の概要】の分析結果は、以下のとおりでした。  

 

集計結果 １ 

訂正事項 【提出会社の株式事務の概要】の訂正件数 ※６２件

訂正内容① 定款の定めにより単元未満株式について権

利行使が限定されている旨の記載が漏れて

いたもの。 

４７件

訂正内容② 剰余金配当基準日について記載を誤っている

もの。 

（3 月 31 日のみとしていたが⇒3 月 31 日、9

月 30 日に修正している等） 

６件

訂正内容③ その他の訂正 ９件

※ 会社件数では、５５社でしたが、1社につき複数個所誤っている会社もあるため、訂正件数とし

ては６２件と記載しております。 

 

集計結果 ２ 

訂正事項 【提出会社の株式事務の概要】の訂正件数 ５５社

① 【提出会社の株式事務の概要】に誤りがあった会

社で【コーポレート・ガバナンス】にも訂正箇所があ

った会社数 

４７社

② その他 ８社
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コメント 

●【提出会社の株式事務の概要】の事例分析は、下記の項目に集約されます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●平成 19 年 3 月期において、新規に開示対象とされた事項の訂正が多くあります。第二号様式

（記載上の注意）対照させて網掛け表示しています。また、平成 19 年 3 月期より開示が求めら

れるようになった箇所に下線を付しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

集計結果１より 

・ 定款の定めにより単元未満株式について権利行使が限定されている旨の記載が漏れていたも

の。・・・４７件／６２件、７５．８％ 

・ 剰余金配当基準日について記載を誤っているもの。・・・６件／６２件、９．６％ 

 

集計結果２より 

・ 【提出会社の株式事務の概要】に誤りがあった会社で【コーポレート・ガバナンス】にも訂正箇所

があった会社数・・・４７社／５５社、８５．４％ 

（69) 提出会社の株式事務の概要 

ａ 株式事務の概要は、届出書提出日現在で記載すること。 

ｂ 株主総会に出席する権利を有する株主を確定するため又は配当を受ける優先出資者を確定する

ための基準日（会社法第 124 条第１項に規定する基準日をいう。以下同じ。）を設けている場合に

は、当該基準日を「基準日」の欄に記載すること。 

なお、基準日後に株式を取得した者の全部又は一部に議決権行使を認める場合には、その旨

及びその理由を記載すること。 

ｃ 剰余金の配当を受ける株主を確定するための基準日を設けている場合には、「剰余金の配当の

基準日」の欄に記載すること。 

ｄ 定款で株主に株式の割当てを受ける権利を与えている場合、株式の譲渡制限を行つている場

合、その他株式事務に関し投資者に示すことが特に必要であると思われるものがある場合には、

別に欄を設けて記載しても差支えない。 

ｅ ６箇月を１事業年度とする会社にあつては、「事業年度」、「定時株主総会」及び「基準日」の各欄

は、２事業年度分について記載すること。 

ｆ 定款で単元未満株主の権利を制限している場合は、その内容を欄外に注記すること。 

ｇ 定款で株主提案権の行使期間について株主総会の日の８週間前を下回る期間と定めた場合に

は、その旨を欄外に注記すること。 

ｈ 相互会社にあつては、記載を要しない。 
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●その他の訂正事例としては、以下のものがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

集計結果１より 

・ 株券交付手数料、名義書換手数料、買取手数料の金額を誤って記載している事例。 

・ 株主総会基準日を誤って記載している事例 

・ 定時株主総会の実施時期を誤って記載している事例 

・ 公告掲載方法を誤って記載している事例 

・ 単元株制度を単元株式制度と記載している事例 



 35

６－６ 監査報告書 

 
（1）事例分析対象 
   【訂正報告書】ＡＮＤ【監査報告書】にて検索した結果、訂正報告書 141 件につい  
  て分析しました。 

有価証券報告書・目次 
 

訂正報告書の事例 
2007 年 7 月～9 月 

検討対象 
左記の全て 

 
但し、過年度の不正経理の判

明に伴う訂正報告書の詳細

については、今回の事例分析

の目的にそぐわないことよ

り除外した。 
６．（6）監査報告書 141 件 38 件 

 
（2）事例分析の結果 
   監査報告書の分析結果は、以下のとおりです。 

訂正箇所 件数 コメント 
【監査報告書の差し替え】   
①監査報告書の文言修正 5 件 EDINET 上の誤りと判別でき

ないものの 2 件含んでいる。 
②監査報告書の追記情報の追加記載 1 件 過年度の不正経理の判明との関

係しているケース 
③監査報告書の提出日訂正 2 件  
【ＥＤＩＮＥＴの提出分の誤り】   
①追記情報の記載漏れ 14 件 後発事象に係る追記情報漏れの

ケースが多い。 
②指定社員名の相違又は氏名誤り 4 件  
③監査法人名の記載漏れ又は相違 2 件  
④会社法の監査報告書での提出 1 件  
⑤根拠条文の相違 1 件  
【不適切な経理処理による訂正報告】 
 ・ヤマノホールディング 
 ・東日カーライフ 
 ・ネットマークス 
 ・日特建設 
 ・酒井重工業 

 
8 件 

過年度の不正経理判明時点以降

の有価証券報告書及び半期報告

書については、全て訂正報告書

を提出していることより、提出

件数は多い。 
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７．分析結果に対するまとめ 

今回の訂正報告書を分析した結果、主たる訂正内容、および発生原因、ならびに防止対策

については、以下のようにまとめることができると考えます。 
（１）「役員の状況」に関する訂正内容は、主に役員の略歴や任期誤りに関するものでした。

記載内容について、本人確認や株主総会での役員改選等の変更箇所についての確認が十分

に行われなかったことが原因と推測されます。「役員の状況」については、有価証券報告書

提出の最終段階で、｢役員の状況｣の記載項目の本人確認や株主総会での役員改選事項等に

ついて、最終確認手続きの改善が望まれます。とくに「役員の状況」については、記載時

点が有価証券報告書の提出日現在であることを特に留意しておくことが必要であると考え

ます。 

（２）「株式の総数等」、「配当政策」、「コーポレート・ガバナンスの状況」、「提出会社の株

式事務の概要」に関する訂正内容の多くは、平成 19 年 3 月期の有価証券報告書から新たに

記載が求められるようになった事項に関するものでした。特に、改正点に対応した記載事

例が FASF や印刷会社の作成の手引きにも具体的でなく、提出会社独自に開示府令や（記

載上の注意）などの趣旨を斟酌しながら、記載の工夫を求められるような項目について、

不十分であったり、脱落していたりしたものが多々見受けられました。新たに記載すべき

事項に関する具体的記載内容（どのような内容を記載すべきか）について十分に確認され

なかったことが原因と推測されます。今後の防止策としては、改正点に対応した研修の充

実、改正点・留意点に対応した具体的な記載例を多数公表されることや（記載上の注意）

に示されている項目のわかりやすい解説など、作成側としての事前の習熟が重要であると

考えます。 

（３）「監査報告書」に関する訂正内容の多くは、「監査報告書の差し替え」又は「EDINET

の提出分誤り」に関するものです。 

①監査報告書の差し替えについては、 

 結果的には、株主総会日について情報入手ができていなかったものと推定されま

すが、基本的な手続きが出来ていなかったケースであり、監査報告書提出に係る

監査法人内の内部統制手続きの改善が望まれます。 

 意見表明対象のキャッシュ・フロー計算書の文言が明記されていなかったケース

についても標準文言を使用していればミスは回避できたのではないか？と思われ

ます。 

 その他、文言の 1 文字のミスもあったが、同上の手続きでカバーされるものと思

われます。 

②EDINET の提出時の操作ミス等については、 

 圧倒的にクライエントにて、送信する際に最終の確認を怠ったものと推察されま
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すが、監査法人も必ず、EDINET の最終版とのチェックを実施していればミスは判

明できたはずです。 

 監査法人名の記載漏れ、誤りや指定社員の氏名相違、肩書き漏れについても、ク

ライエントとのコミュニケーション不足が原因の一因であると考えられます。 

 
































