
 

平成23 年5 月19 日 

各  位 

会 社 名 株 式 会 社  ゲ オ 

本社住所 愛知県春日井市宮町一丁目１番地１

代表者名 代表取締役社長 森原 哲也 
（コード番号：2681 東証・名証 第一部） 

問合せ先 取締役副社長 久保田 貴之 
（TEL0568-33-4388） 

 

訂正有価証券報告書等の提出及び過年度決算短信等の訂正に関するお知らせ 

 
 当社は、平成２３年 5 月 19 日付「当社連結子会社における不適切な会計処理に関する調査結果等のご報告」にてお

知らせしましたとおり、当社連結子会社における不適切な会計処理の内容が明らかになりましたので、金融商品取引法

第 24 条の２第１項等の規定に基づき、本日、下記の訂正報告書を関東財務局へ提出するとともに、決算短信を訂正い

たしますので、お知らせいたします。 

なお、訂正後の連結財務諸表及び財務諸表につきましては、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けており、あ

らためて監査報告書を受領しております。 

また、決算短信の各事業年度における訂正の概要は、「３．各事業年度別訂正の概要」のとおりであります。 

 

記 

 
１．訂正報告書等 

 

訂正四半期報告書     第21 期 第３四半期 （平成20 年10 月１日～平成20 年12 月31 日） 

訂正有価証券報告書   第21 期 （平成20 年４月１日～平成21 年３月31 日） 

訂正内部統制報告書  （平成21 年６月29 日提出分の訂正報告書） 

訂正四半期報告書     第22 期 第１四半期 （平成21 年４月１日～平成21 年６月30 日） 

訂正四半期報告書     第22 期 第２四半期 （平成21 年７月１日～平成21 年９月30 日） 

訂正四半期報告書     第22 期 第３四半期 （平成21 年10 月１日～平成21 年12 月31 日） 

訂正有価証券報告書   第22 期 （平成21 年４月１日～平成22 年３月31 日） 

訂正内部統制報告書  （平成22 年６月30 日提出分の訂正報告書） 

訂正四半期報告書     第23 期 第１四半期 （平成22 年４月１日～平成22 年６月30 日） 

訂正四半期報告書     第23 期 第２四半期 （平成22 年７月１日～平成22 年９月30 日） 

訂正四半期報告書     第23 期 第３四半期 （平成22 年10 月１日～平成22 年12 月31 日） 

 

２．訂正を行う決算短信等 

 

平成21 年３月期 第３四半期決算短信 

平成21 年３月期 決算短信 

平成22 年３月期 第１四半期決算短信 

平成22 年３月期 第２四半期決算短信 

平成22 年３月期 第３四半期決算短信 

平成22 年３月期 決算短信 

平成23 年３月期 第１四半期決算短信［日本基準］（連結） 

平成23 年３月期 第２四半期決算短信［日本基準］（連結） 

平成23 年３月期 第３四半期決算短信［日本基準］（連結） 

 

 



 

 

３．各事業年度別訂正の概要 

（単位：百万円） 

連結  

訂正前 訂正後 影響額 

売上高 182,546 182,546 －

営業利益 6,127 6,127 －

経常利益 5,918 5,918 －

四半期純利益 681 681 －

純資産額 34,343 34,343 －

平成21 年３月期 

第３四半期 

総資産額 133,140 133,117 △23

売上高 252,303 252,198 △105

営業利益 10,225 10,224 △1

経常利益 9,745 9,744 △1

当期純利益 1,709 1,654 △55

純資産額 34,910 34,855 △55

平成21 年３月期 

総資産額 121,286 121,182 △104

売上高 53,955 53,678 △276

営業利益 3,044 3,033 △10

経常利益 3,037 3,026 △10

四半期純利益 1,192 1,157 △34

純資産額 35,627 35,537 △89

平成22 年３月期 

第１四半期 

総資産額 114,564 114,370 △194

売上高 115,326 114,770 △556

営業利益 5,910 5,886 △24

経常利益 5,919 5,895 △24

四半期純利益 2,608 2,526 △82

純資産額 36,893 36,756 △137

平成22 年３月期 

第２四半期 

総資産額 117,533 117,337 △196

売上高 181,654 180,943 △710

営業利益 10,327 10,291 △36

経常利益 10,512 10,476 △36

四半期純利益 4,969 4,876 △92

純資産額 38,561 38,413 △147

平成22 年３月期 

第３四半期 

総資産額 125,713 125,482 △231

売上高 242,619 241,491 △1,127

営業利益 13,332 13,287 △45

経常利益 13,891 13,845 △45

当期純利益 6,771 6,665 △105

純資産額 39,510 39,349 △160

平成22 年３月期 

総資産額 118,516 118,177 △338

 



 

 

（単位：百万円） 

連結  

訂正前 訂正後 影響額 

売上高 53,699 53,336 △362

営業利益 1,935 1,909 △25

経常利益 2,191 2,166 △25

四半期純利益 △995 △1,018 △22

純資産額 37,774 37,591 △183

平成23 年３月期 

第１四半期 

総資産額 114,843 114,506 △337

売上高 115,397 114,184 △1,212

営業利益 4,057 3,998 △58

経常利益 4,464 4,405 △58

四半期純利益 1,521 1,463 △58

純資産額 42,559 42,340 △219

平成23 年３月期 

第２四半期 

総資産額 134,369 133,886 △482

売上高 188,472 186,536 △1,935

営業利益 9,030 8,932 △97

経常利益 9,409 9,312 △97

四半期純利益 6,020 5,914 △106

純資産額 46,215 45,948 △267

平成23 年３月期 

第３四半期 

総資産額 141,330 140,905 △425

 

なお、平成21 年3 月期および平成22 年3 月期の決算短信における当社単体の個別財務諸表に関する

訂正はありません。 

 

以上 


