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平成 29 年３月期有価証券報告書の提出、 

過年度の有価証券報告書および半期報告書の訂正 

に関するお知らせ 

 

当社は、平成 29 年６月 30 日付「平成 29 年３月期有価証券報告書の提出期限延長に係る

承認に関するお知らせ」のとおり、本日、当該有価証券報告書と、併せて過年度の有価証

券報告書等の訂正報告書を近畿財務局に提出致しましたので、お知らせいたします。 

 

 
記 

 
１．過年度訂正を行った理由 

 

当社は、平成 29 年８月 14 日 付「特別調査委員会の報告書受領に関するお知らせ」のと

おり、当社が行っていた特定仕入先からの仕入れ、並びに国内の特定の販売先への売上、

及び特定の複数の中国販売先への売上に関し、当社の役員及び従業員において対象物品が

存在しない取引であることを認識していたと認められる者は見当たらなかったものの、実

質的に資金のみが循環する架空取引であると認められるとの報告を受けました。 

これを受けて、売上高、仕入高を計上する通常の商取引としての会計処理は適当でない

と判断し、当社は、平成 26 年３月期に遡及して関係書類について訂正を行いました。 

 

 

２．訂正を行った有価証券報告書および半期報告書 

 
有価証券報告書 第 85期 （自 平成 25 年４月１日 至 平成 26年３月 31 日） 

半期報告書 第 86期中 （自 平成 26 年４月１日 至 平成 26年９月 30 日） 

有価証券報告書 第 86期 （自 平成 26 年４月１日 至 平成 27年３月 31 日） 

半期報告書 第 87期中 （自 平成 27 年４月１日 至 平成 27年９月 30 日） 

有価証券報告書 第 87期 （自 平成 27 年４月１日 至 平成 28年３月 31 日） 

半期報告書 第 88期中 （自 平成 28 年４月１日 至 平成 28年９月 30 日） 

 
 
 



３．訂正の概要 
 

第 85期（平成 26 年３月）     （単位：千円） 

 

連結 単体 

修正前 修正後 影響額 修正前 修正後 影響額 

売上高 80,260,652 79,785,360 -475,292 61,396,952 60,921,660 -475,292 

営業利益 1,516,510 1,496,058 -20,452 45,833 25,381 -20,452 

経常利益 1,692,209 1,671,757 -20,452 262,269 241,817 -20,452 

当期純利益 551,838 429,530 -122,308 202,244 79,936 -122,308 

総資産額 63,128,669 62,967,531 -161,138 47,806,062 47,644,923 -161,139 

純資産額 19,209,504 19,087,196 -122,308 11,553,118 11,430,810 -122,308 

 
第 86期（平成 27 年３月）     （単位：千円） 

 

連結 単体 

修正前 修正後 影響額 修正前 修正後 影響額 

売上高 90,244,798 85,303,893 -4,940,905 68,384,315 63,443,410 -4,940,905 

営業利益 1,790,532 1,592,489 -198,043 384,277 186,234 -198,043 

経常利益 2,057,861 1,859,819 -198,042 517,439 319,397 -198,042 

当期純利益 
又は 
当期純損失 

921,038 112,540 -808,498 183,295 -625,202 -808,497 

総資産額 75,591,052 74,656,056 -934,996 56,754,442 55,819,446 -934,996 

純資産額 24,345,796 23,414,990 -930,806 15,155,571 14,224,765 -930,806 

 
第 87期（平成 28 年３月）     （単位：千円） 

 

連結 ※2 単体 

修正前 修正後 影響額 修正前 修正後 影響額 

売上高 97,860,138 83,043,577 -14,816,561 75,270,436 60,453,874 -14,816,562 

営業利益 1,202,634 631,379 -571,255 590,053 18,798 -571,255 

経常利益 
又は 
経常損失  

859,489 288,234 -571,255 152,912 -418,342 -571,254 

当期純利益 
又は 
当期純損失 
※1 

1,320,933 -1,008,649 -2,329,582 616,228 -1,713,354 -2,329,582 

総資産額 90,299,903 87,029,913 -3,269,990 70,042,238 66,772,248 -3,269,990 

純資産額 24,600,023 21,339,633 -3,260,390 14,760,349 11,499,960 -3,260,389 

※1 連結上の表記としては、「親会社株主に帰属する当期純利益」又は「親会社株主に帰属する当期純損失」 

となります。 

※2 子会社買収に伴う PPA（Purchase Price Allocation）前の開示資料上の数字となります。 
 



 
４．第 88期（平成 29 年３月）有価証券報告書の概要 

 

  
（単位：千円） 

 
連結 単体 

売上高 89,809,048 62,068,224 

営業利益 2,124,491 107,662 

経常利益 1,825,851 163,893 

当期純損失 ※3 -2,993,213 -3,405,347 

総資産額 94,773,163 74,772,548 

純資産額 21,677,487 12,208,784 

※3 連結上の表記としては、「親会社株主に帰属する当期純損失」となります。 

 

 

なお、上記 第 88 期 有価証券報告書 （自 平成 28 年４月１日 至 平成 29 年３月 31 日）

につきましては、金融庁 EDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に

関する電子開示システム」)にてすでにご参照頂ける状態となっておりますので、詳細につ

きましては同サイト「書類簡易検索画面」よりご参照ください。 

 

金融庁 EDINET サイト URL   http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/ 

 
 

以 上 

http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/

