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過年度決算の訂正有価証券報告書等提出および決算短信訂正についてのお知らせ 

 

  

当社は、平成21年2月24日付「不適切な取引について」および平成21年3月23日付「外部調査委員会の

調査報告書（要旨）の公表について」並びに「過年度決算の修正（概要）に関するお知らせ」で適時開示いた

しましたとおり、平成15年3月期（第8期）から平成20年3月期（第13期）にわたり循環取引、スルー取引

等の不適切な取引が行われていたことを受けて、本日開催の取締役会において、過年度の有価証券報告書、半

期報告書、決算短信、中間決算短信、四半期業績状況に関する訂正について決議いたしました。有価証券報告

書、半期報告書等の訂正有価証券報告書等は、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（EDINET）に登録し、決算短信、中間決算短信等の訂正決算短信については東京証券取引所

の適時開示情報閲覧サービス（TDnet）において公表いたしますのでお知らせいたします。 

 

訂正した過年度決算等は、訂正が極めて少ない平成15年3月期（第8期）を除き、平成16年3月期（第9

期）から平成20年3月期（第13期）までの5期分を提出・開示いたします。このうち第9期─第10期の2

期分について訂正有価証券報告書等を本日、関東財務局長に提出し、訂正決算短信をTDnetにおいて公表いた

しました。第11期―第13期の3期分につきましては、平成21年4月30日に提出・開示いたします。平成21

年4月2日に提出・開示いたしました平成21年3月期第3四半期報告書、平成21年3月期第3四半期決算短

信の訂正は、平成20年3月期までに投融資等の評価損計上などの減損会計処理を終えているため、ございませ

ん。また、平成21年3月期の第1四半期報告書・決算短信、第2四半期報告書・決算短信については、連結の

貸借対照表における資産の部の金額の一部に修正がありますが、資産合計、売上高、利益の訂正はございませ

ん。 

 

当社株式は、過去における不適切な取引によって過年度決算を訂正する事態となったことから、東京証券取

引所により平成21年3月23日に監理銘柄（審査中）に指定されております。株主をはじめ関係者の皆様にご

心配、ご迷惑をおかけしておりますことを重ねてお詫び申し上げます。東京証券取引所の審査に本格対応する

とともに、過去の膿を出し切り、信用・信頼の回復を図ってまいります。 

 
記 

 
１． 訂正した有価証券報告書、半期報告書（本日提出分） 

・第9期（平成16年3月期）    半期報告書の訂正報告書 

    ・第9期（平成16年3月期）   有価証券報告書の訂正報告書 

    ・第10期（平成17年3月期）   半期報告書の訂正報告書 

    ・第10期（平成17年3月期）   有価証券報告書の訂正報告書 

 

２．訂正した有価証券届出書（本日提出分） 

    ・平成17年11月25日提出分 



３． 訂正した決算短信、中間決算短信、四半期業績状況（本日開示分） 
    ・平成16年3月期  第1四半期業績状況 

・平成16年3月期  中間決算短信（非連結） 

・平成16年3月期  第3四半期業績状況 

・平成16年3月期  決算短信（非連結） 

・平成17年3月期  第1四半期業績状況 

・平成17年3月期  中間決算短信（個別） 

・平成17年3月期  中間決算短信（連結） 

・平成17年3月期  第3四半期業績状況 

・平成17年3月期  第3四半期連結業績状況 

・平成17年3月期  決算短信（個別） 

・平成17年3月期  決算短信（連結） 

 

４． 平成21年4月30日に訂正し、提出する予定の有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 
・第11期（平成18年3月期）   半期報告書の訂正報告書 

・第11期（平成18年3月期）   有価証券報告書の訂正報告書 

・第12期（平成19年3月期）   半期報告書の訂正報告書 

・第12期（平成19年3月期）   有価証券報告書の訂正報告書 

・第13期（平成20年3月期）   半期報告書の訂正報告書 

・第13期（平成20年3月期）   有価証券報告書の訂正報告書 

・第14期（平成21年3月期）   四半期報告書の訂正報告書 

・第14期（平成21年3月期）   四半期報告書の訂正報告書 

 

５．平成21年4月30日に訂正し、提出する予定の有価証券届出書 

    ・平成20年4月24日提出分 

    ・平成20年7月16日提出分 

    ・平成20年11月28日提出分 

 

６．平成21年4月30日に訂正し、開示する予定の決算短信、中間決算短信、四半期決算短信等 

・平成18年3月期  第1四半期財務・業績の概況（個別） 

・平成18年3月期  第1四半期財務・業績の概況（連結） 

・平成18年3月期  中間決算短信（個別） 

・平成18年3月期  中間決算短信（連結） 

・平成18年3月期  第3四半期財務・業績の概況（個別） 

・平成18年3月期  第3四半期財務・業績の概況（連結） 

・平成18年3月期  決算短信（個別） 

・平成18年3月期  決算短信（連結） 

・平成19年3月期  第1四半期財務・業績の概況（個別） 

・平成19年3月期  第1四半期財務・業績の概況（連結） 

・平成19年3月期  中間決算短信（個別） 

・平成19年3月期  中間決算短信（連結） 

・平成19年3月期  第3四半期財務・業績の概況（個別） 

・平成19年3月期  第3四半期財務・業績の概況（連結） 

・平成19年3月期  決算短信 

・平成20年3月期  第1四半期財務・業績の概況 

・平成20年3月期  中間決算短信 

・平成20年3月期  第3四半期財務・業績の概況 

・平成20年3月期  決算短信 



・平成21年3月期  第1四半期決算短信 

・平成21年3月期  第2四半期決算短信 

 

７．訂正の経緯について 

 訂正の経緯につきましては、平成21年3月23日発表の「外部調査委員会の調査報告書（要旨）の公表につ

いて」をご参照ください。 

 

８．平成21年3月期決算への影響について 

 本件訂正による平成21年3月期決算に与える影響はございません。最近の業績動向を踏まえた平成21年3

月期業績予想につきましては、現在精査中であり、確定次第速やかにお知らせする予定です。 

 
以 上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
１．連結及び個別業績訂正の概要（今回確定値） 

（単位：百万円） 

連 結 個 別 
期 項目 

訂正前 訂正額 訂正後 訂正前 訂正額 訂正後 

売上高 － － － 973 △20 953

営業利益 － － － 76 0 76

経常利益 － － － 91 0 91

当期純利益 － － － 87 0 87

資本 － － － 1,195 △21 1,174

平成16年

３月期 

第９期 

総資産 － － － 2,395 △21 2,374

売上高 1,240 △475 765 1,213  △475 738

営業利益 △529 △455 △984 △504 △455 △959

経常利益 △539 △454 △993 △498 △477 △952

当期純利益 △568 △477 △1,046 △529 △477 △1,007

資本 720 △498 222 759 △498 260

平成17年

３月期 

第10期 

総資産 4,068 △498 3,569 4,106 △498 3,607

売上高 1,526 △390 1,136  1,498 △390 1,108

営業利益 △615 △128 △744 △504 △151 △655

経常利益 △716 △136 △852 △652 △132 △785

当期純利益 △677 △346 △1,023 △653 △368 △1,021

資本 3,317 △845 2,472 3,379 △867 2,512

平成18年

３月期 

第11期 

総資産 5,681 △801 4,880 5,329 △774 4,555

売上高 892 △40 852 926 △40 886

営業利益 △566 △20 △586 △473 △20 △493

経常利益 △691 △21 △712 △553 28 △524

当期純利益 △1,660 562 △1,097 △1,723 685 △1,038

純資産 2,050 △282 1,768 1,677 △182 1,495

平成19年

３月期 

第12期 

総資産 2,993 △260 2,733 2,521 △120 2,401

売上高 719 0 719 735 0 735

営業利益 △444 0 △444 △410 0 △410

経常利益 △487 0 △487 △462 0 △462

当期純利益 △1,285 282 △1,002 △1,290 182 △1,108

純資産 739 0 739 378 0 378

平成20年

３月期 

第13期 

総資産 1,256 △140 1,116 1,265 0 1,265

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ご参考) 平成21年3月23日公表数値（概算値） 

（単位：百万円） 

連 結 個 別 
期 項目 

訂正前 訂正額 訂正後 訂正前 訂正額 訂正後 

売上高 － － － 973 △20 953

営業利益 － － － 76 0 76

経常利益 － － － 91 0 91

当期純利益 － － － 87 0 87

資本 － － － 1,195 △21 1,174

平成16年

３月期 

第９期 

総資産 － － － 2,395 △21 2,374

売上高 1,240 △475 765 1,213  △475 738

営業利益 △529 △455 △984 △504 △455 △959

経常利益 △539 △371 △910 △498 △454 △952

当期純利益 △568 △371 △939 △529 △477 △1,007

資本 720 △392 328 759 △498 260

平成17年

３月期 

第10期 

総資産 4,068 △392 3,676 4,106 △498 3,607

売上高 1,526 △390 1,136  1,498 △390 1,108

営業利益 △615 △151 △766 △504 △151 △655

経常利益 △716 △239 △955 △652 △132 △785

当期純利益 △677 △475 △1,152 △653 △368 △1,021

資本 3,317 △867 2,450 3,379 △867 2,512

平成18年

３月期 

第11期 

総資産 5,681 △774 4,907 5,329 △774 4,555

売上高 892 △40 852 926 △40 886

営業利益 △566 △20 △586 △473 △20 △493

経常利益 △691 28 △662 △553 28 △524

当期純利益 △1,660 585 △1,075 △1,723 685 △1,038

純資産 2,050 △282 1,768 1,677 △182 1,495

平成19年

３月期 

第12期 

総資産 2,993 △260 2,733 2,521 △120 2,401

売上高 719 － 719 735 － 735

営業利益 △444 － △444 △410 － △410

経常利益 △487 － △487 △462 － △462

当期純利益 △1,285 282 △1,002 △1,290 182 △1,108

純資産 739 － 739 378 － 378

平成20年

３月期 

第13期 

総資産 1,256 △140 1,116 1,265 － 1,265

 

 
 


