
 

 

平 成 2 4年 1 1月 1 3日 

各  位 

会 社 名  神 姫 バ ス 株 式 会 社 

代表者名   取締役社長 上 杉 雅 彦 

（コード9083  大証第2部） 

問合せ先   企画部長  永 井 勝 浩 

（TEL ：079-223-1243） 

 

過年度決算短信等の訂正に関するお知らせ 

  

 当社は、平成24年10月2日付の「当社子会社元役員による不正行為についてのお知らせ」にて

お知らせいたしましたとおり、当社連結子会社である株式会社ホープ及び株式会社エルテオにおい

て、両社の代表者を兼務していた元役員による不正行為に伴う連結財務諸表の訂正について確定作

業を進めてまいりました。この度、その具体的な訂正内容が確定いたしましたので以下のとおりご

報告いたします。 

 

記 

１． 本日付で訂正を行う決算短信等 
平成23年3月期 第1四半期決算短信 （発表日：平成22年 8月6日） 
平成23年3月期 第2四半期決算短信 （発表日：平成22年11月5日） 
平成23年3月期 第3四半期決算短信 （発表日：平成23年 2月8日） 

      平成23年3月期 決算短信      （発表日：平成23年5月11日） 
平成24年3月期 第1四半期決算短信 （発表日：平成23年 8月9日） 
平成24年3月期 第2四半期決算短信 （発表日：平成23年11月8日） 
平成24年3月期 第3四半期決算短信 （発表日：平成24年 2月9日） 

      平成24年3月期 決算短信      （発表日：平成24年5月15日） 
平成25年3月期 第1四半期決算短信 （発表日：平成24年 8月7日） 

 
２． 訂正の経緯 
   訂正の経緯につきましては、本日公表の「当社子会社元役員による不正行為に関する調査結

果について」をご参照下さい。 
                                              

３．過年度業績への影響額 

   今回訂正による過年度の連結業績等への影響につきましては、別紙をご参照下さい。なお、

個別業績等への影響はございません。 

以  上 



(別紙)

訂正による過年度業績への影響

（第1四半期）

（単位百万円）

△0.6%

純資産 31,672 △272 △0.9%

総資産 47,093 46,824 △268

1.0%

四半期純利益 250 △34 △13.7%

経常利益 292 295 3

－

営業利益 240 243 3 1.3%

平成25年3月期 売上高 9,824 9,824

純資産 31,658 31,419 △238

総資産 46,682 46,461 △221

当期純利益 1,327 △171 △12.9%

経常利益 1,131 1,142 11

営業利益 970 981 11

30,403 △66 △0.2%

平成24年3月期 売上高 39,964 39,964 － －

純資産

0.2%

1,232 2 0.2%

1,393 △66

44,723

営業利益

経常利益

当期純利益

総資産

1,090 1,092 2

売上高 －

平成23年3月期 売上高

40,112 40,112 －

9,990 9,990 －

項目期

Ａ

訂正前

連結

訂正後 訂正金額

Ｃ(Ｂ－Ａ)

訂正率

Ｃ／Ａ

216

△4.8%

△62 △0.1%

1.2%

1.0%

△0.5%

－

4 1.4%

31,399

△0.8%

－

Ｂ

1,234

30,336

44,660

1,327

1,155

－

－

営業利益 452 452 －

－

四半期純利益 205 195 △10 △5.0%

経常利益 501 501 －

△0.0%

純資産 29,331 29,320 △10 △0.0%

総資産 44,741 44,731 △9

－ －

営業利益 712 712 － －

売上高 20,220 20,220

－

四半期純利益 512 501 △10 △2.0%

経常利益 765 765 －

△0.0%

純資産 29,676 29,666 △10 △0.0%

総資産 44,817 44,808 △9

－ －

営業利益 1,113 1,113 － －

売上高 30,519 30,519

－

四半期純利益 880 858 △21 △2.5%

経常利益 1,204 1,204 －

△0.0%

純資産 29,968 29,946 △21 △0.1%

総資産 44,736 44,715 △20

（第1四半期）

（第2四半期）

（第3四半期）

平成24年3月期

平成23年3月期

平成23年3月期

平成23年3月期

売上高 9,745 9,745 －

（第1四半期） 営業利益 298 302

1.2%

四半期純利益 118 117 △1 △1.1%

経常利益 342 346 4

△0.1%

純資産 30,440 30,372 △67 △0.2%

総資産 44,680 44,618 △62

平成24年3月期 売上高 19,780 19,780

（第2四半期） 営業利益 658 662

733 4

－ －

4 0.7%

44,798 △76

0.6%

四半期純利益 355 339 △15 △4.4%

経常利益 729

30,030 30,030

△0.2%

純資産 30,666 30,583 △82 △0.3%

総資産 44,874

－ －

（第3四半期） 営業利益 1,065 1,071 5 0.5%

平成24年3月期 売上高

0.5%

四半期純利益 612 561 △50 △8.3%

経常利益 1,174 1,179 5

△0.2%

純資産 30,835 30,718 △117 △0.4%

総資産 45,381 45,269 △111
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