
各   位

                    

                    

 

                    

                             

 

平成 31

目的とする特別調査委員会設置に関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、弊社

の連結子会社である

おいて、不適切な会計処理および購買取引が行われた疑いがあることが判明いたしました。

上記疑義につきましては、同日に設置した外部専門家を含む特別調査委員会において調査を継

続しておりますが、中国現地におけるデータ分析に想定以上の時間がかかっていること、また、

中国における春節に伴う休暇期間の影響に伴い、調査完了にはさらなる期間が必要との判断に至

りました。

これを受け、弊社は、本日開催の取締役会において、平成

た平成 31

ます。 

 

株主・投資家の皆様をはじめ、お取引先および関係者の皆様には、多大なご迷惑とご心配をお

かけいたしますことを深くお詫び申し上げます。

 

 

 
１．不適切な会計処理および購買取引の疑義の概要について

現状、以下の事実が判明しており、特別調査委員会において、全容の解明、原因の究明およ

び再発防止策の提言に向け、鋭意調査中です。

①過剰購買に伴う現預金の減少と在庫数量の不増加

②不適切な標準原価管理

③麗声東莞による利益操作

 

２．今後の対応について

現在、弊社と利害関係のない弁護士を委員長とする特別調査委員会を設置し、全容の解明及

び原因究明ならびに同種の事案の有無について調査を進めております。

つきましては、平成

を延期することといたしました。

なお、今後のスケジュールとしましては、特別調査委員会の調査報告書の受領を平成

月初旬に予定し、平成

です。

また、上記のような状況により、弊社調査及び監査法人に

ことから、第

ても、期限までに提出できない見込みであることから、本日開催の取締役会において、当該四

半期報告書の提出期限延長に係る承認申請書を関東財務局へ提出することを決議いたしました
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株主・投資家の皆様をはじめ、お取引先および関係者の皆様には、多大なご迷惑とご心配をお

現状、以下の事実が判明しており、特別調査委員会において、全容の解明、原因の究明およ

現在、弊社と利害関係のない弁護士を委員長とする特別調査委員会を設置し、全容の解明及

年３月期第３四半期決算短信の発表

なお、今後のスケジュールとしましては、特別調査委員会の調査報告書の受領を平成31年3

年３月期第３四半期決算短信の発表する予定

よる追加的監査手続が必要となる

日）につきまし

ても、期限までに提出できない見込みであることから、本日開催の取締役会において、当該四

半期報告書の提出期限延長に係る承認申請書を関東財務局へ提出することを決議いたしました



ので、本日公表いたしました「第93期（平成31年３月期）第３四半期報告書の提出期限延長に

係る承認申請書提出のお知らせ」をご参照ください。 

 

３．業績に及ぼす影響について  

現在、同種事案の有無も含め調査中でありますが、現時点で判明している上記１-①②の不適

切な会計処理及び購買取引に係る金額は約４億円（過年度分含む）を見込んでおります。 

今後、弊社の業績に及ぼす影響および調査の結果等につきましては、適宜、速やかに公表し

てまいります。 

なお、上記１-③の利益操作に係る弊社の業績に与える影響は、現時点では、軽微と考えてお

ります。 

 

以上 


