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平成 25 年 5 月 8 日 
各      位 

 

会 社 名    椿本興業株式会社 

代表者名  取締役社長     椿本 哲也 

（コード番号 8052  東証・大証第 1部） 

問合せ先  取締役 執行役員  春日部 博 

（TEL．  06－4795－8806 ） 

 

 

当社元従業員による不正行為に係る決算訂正について 

 

当社は、平成 25 年 3 月 18 日付け「当社従業員による不正行為について」にて公表いたしまし

た当社元従業員による不正行為に対し、社内調査委員会（委員長：当社代表取締役 椿本 哲也）に

よる調査の結果及び平成 25 年 3 月 25 日付け「第三者委員会設置に関するお知らせ」で公表いた

しました第三者委員会（委員長：三浦 州夫 弁護士）より受領した調査報告書におけるご指摘を踏

まえ、過年度の決算について訂正が必要であると判断し、現在、過年度決算の訂正作業を進めてお

ります。 

本日付けの「第三者委員会の報告書受領と当社の対応方針について」において開示いたしました

社内調査委員会 調査報告書及び第三者委員会 調査報告書（要約版）（注：要約版は正式版と同様の

内容であり、固有名詞をアルファベットに置き換えたもの）に基づき、過年度決算の訂正の内容及

び訂正の影響額をお知らせいたします。 

なお、平成 25 年 5 月 10 日に、当該不正行為等に関する一連の決算訂正を反映させた平成 25 年

3 月期の決算短信を東京証券取引所並びに大阪証券取引所に提出する予定です。また、過年度の有

価証券報告書等の訂正報告書は平成 25 年 5 月 10 日に提出する予定であります。また、訂正を行

った過年度決算短信等については、平成 25 年 5 月 11 日以降になる予定ですが、作成次第速やかに

提出させていただく所存です。 

本日付けにて「特別損失の計上について及び業績予想の修正に関するお知らせ」を同時に開示し

ておりますので、あわせてご参照ください。 

 

株主の皆様、お取引先様、投資家及び市場関係者の皆様をはじめ関係各位に、ご迷惑とご心配を

おかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます。 

 

記 

１. 訂正の内容 

  (1) 訂正の経緯・概要 

当社において、平成 25 年 3 月 13 日に架空取引の疑いが生じたことから、事実関係の有無及び

その内容の詳細な解明を行うため、平成 25 年 3 月 18 日に当社代表取締役社長を委員長とする社

内調査委員会を設置いたしました。この事実を受け、平成 25 年 3 月 18 日に当社において不正取

引が行われていたことが判明した旨及び社内調査委員会の設置の事実を開示するとともに、平成

25 年 3 月 25 日に第三者委員会を設置いたしました。 

社内調査委員会による不正取引に関する事実関係の調査及び過年度決算への影響等に関する調

査・分析に並行して、第三者委員会は関係者へのヒヤリングやその他利用可能な方法により、当社

の不正取引に関して調査を実施し、当社は平成 25 年 5 月 2 日に不適切な会計処理の有無及び原

因行為の事実関係の調査、内部管理体制の問題点の調査及び再発防止策の提言が記載された調査報

告書を第三者委員会より受領いたしました。 

当該第三者委員会による調査報告書の指摘及び社内調査委員会の調査結果報告を受け、金融商品

取引法第 24 条の２第１項の規定に基づいて、当社は過去に提出いたしました有価証券報告書等に
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記載されている連結財務諸表及び個別財務諸表に含まれる不適切な会計処理を訂正（平成 25 年 5 

月 10 日提出予定）いたします。 

 

  (2) 訂正の会計処理 

社内調査委員会及び第三者委員会による調査により、当社元従業員が特定の仕入先と共謀し、平

成 10 年秋ごろより実在取引に関連して仕入の水増し発注や架空工事代金の追加発注を開始し、そ

の後平成 17 年頃より複数の関係取引先の協力を得て、実態のない取引の売上計上及び仕入計上（以

下「架空・循環取引」という。）が行われたことが判明いたしました。 

会計処理といたしましては、仕入代金の水増しや架空工事代金の発注金額のうち元従業員の現金

着服部分として特定できた金額は、「売上原価」から「長期未収入金」に振り替えるとともに、回

収不能な債権に対して「貸倒引当金」を計上いたしました。架空・循環取引は、商品の移動を伴わ

ない単なる資金移動にすぎないと判断し、関連する売上高や売上原価、債権債務等について取り消

し訂正を行いました。具体的な決算訂正の内容は主に以下のとおりです。 

①� 架空・循環取引に関する「売上高」及び「売上原価」の取り消しを行った。また当該取引に

関連する「売掛金」「たな卸資産」及び「買掛金」の各期末残高及び関連する消費税等につ

いても取り消しを行った。これら取り消し処理に伴う貸借差額については、一連の架空・循

環取引に関する当社の支払超過差額であるため、「長期未収入金」として計上した。同時に、

この「長期未収入金」のうち回収不能な債権に対して「貸倒引当金」を設定した。 

仕入水増し発注や工事代金の架空発注による元従業員の現金着服部分は、上記処理に合わ

せ「売上原価」から「長期未収入金」に振り替えるとともに、回収不能な債権に対して「貸

倒引当金」を設定した。 

なお、当該架空・循環取引に関する「売上高」及び「売上原価」の取り消し及び「貸倒引

当金」の計上に伴い、各期の利益も減少している。 

② 架空・循環取引に関連する「受取手形」及び「支払手形」の各期末残高については、通常の

営業取引によるものではないため、営業外受取手形（流動資産の「その他」）及び営業外支払

手形（流動負債の「その他」）へ振り替えた。 

③ ①及び②により消去された受取手形及び売掛金に関連し計上されていた貸倒引当金も合わせ

て消去し、各期の貸倒引当金繰入額・戻入額の調整を行った。 

④ 上記訂正による損益への影響に関連する税効果会計の適用による調整及び第 110 期第１四

半期～第 3 四半期における法人税等計上額の調整（未払法人税等の減額）を行った。 

⑤ 第 104 期における期首利益剰余金に対し、第 103 期以前に認識された架空・循環取引の訂正

による損益影響累計額の調整を行った。 

 

  (3)  訂正の影響額 

上記(2)の訂正による連結財務諸表及び個別財務諸表の売上高、営業利益、経常利益、当期純利

益、総資産及び純資産への影響額は、以下のとおりです（△は損失・減少額）。 

 

 

 
 
 
 
 
 

第 104 期の純資産の影響額△485 百万円には、第 104 期の訂正による影響△244 百万円に加え、

第 103 期以前の訂正による期首剰余金への累積的影響額△241 百万円が含まれております。 

 

年度別不正取引影響額

104期 105期 106期 107期 108期 109期

平成19年3月期 平成20年3月期 平成21年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期 平成24年3月期 第1四半期 第2四半期 第3四半期

売上高 △ 540 △ 626 △ 816 △ 883 △ 1,090 △ 1,568 △ 523 △ 522 △ 501 △ 7,073

売上総利益 6 △ 4 △ 15 △ 33 △ 40 △ 51 △ 18 △ 19 △ 17 △ 194

営業利益 6 △ 4 △ 15 △ 32 △ 39 △ 50 △ 18 △ 19 △ 16 △ 191

経常利益 6 △ 4 △ 15 △ 32 △ 39 △ 50 △ 18 △ 19 △ 16 △ 191

税引前利益 △ 244 △ 208 △ 150 △ 208 △ 168 △ 303 △ 43 △ 107 △ 98 △ 1,533

当期純利益 △ 244 △ 208 △ 150 △ 208 △ 168 △ 304 △ 35 △ 99 △ 90 △ 1,509

資産合計 △ 529 △ 720 △ 944 △ 1,162 △ 1,334 △ 1,676 △ 1,732 △ 1,918 △ 1,933

負債合計 △ 43 △ 26 △ 99 △ 109 △ 113 △ 150 △ 171 △ 257 △ 182

純資産合計 △ 485 △ 694 △ 844 △ 1,052 △ 1,221 △ 1,525 △ 1,561 △ 1,660 △ 1,751

（単位：百万円）

110期(平成25年3月期)
合計
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２. 平成 25 年 5 月 10 日提出予定の訂正報告書 

有価証券報告書 第105期  （自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 
 第106期  （自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 
 第107期  （自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 
 第108期  （自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 
 第109期  （自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

 
半期報告書 第105期中間期 （自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 
四半期報告書 第106期第１四半期 （自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 
 第106期第２四半期 （自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 
 第106期第３四半期 （自 平成20年10月31日 至 平成20年12月31日） 
 第107期第１四半期 （自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 
 第107期第２四半期 （自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 
 第107期第３四半期 （自 平成21年10月31日 至 平成21年12月31日） 
 第108期第１四半期 （自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 
 第108期第２四半期 （自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日） 
 第108期第３四半期 （自 平成22年10月31日 至 平成22年12月31日） 
 第109期第１四半期 （自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 
 第109期第２四半期 （自 平成23年７月１日 至 平成23年９月30日） 
 第109期第３四半期 （自 平成23年10月31日 至 平成23年12月31日） 
 第110期第１四半期 （自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日） 
 第110期第２四半期 （自 平成24年７月１日 至 平成24年９月30日） 
 第110期第３四半期 （自 平成24年10月31日 至 平成24年12月31日） 

 
内部統制報告書 第106期  （自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 
 第107期  （自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 
 第108期  （自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 
 第109期  （自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

 

 

３. 平成 25 年 5 月 11 日以降提出予定の過年度訂正決算短信等 

連結決算短信 第105期  （自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 
 第106期  （自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 
 第107期  （自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 
 第108期  （自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 
 第109期  （自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

 
財務・業績の概況 第105期第１四半期 （自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日） 
 （連結） 第105期第３四半期 （自 平成19年10月１日 至 平成19年12月31日） 
 
中間決算短信 第105期中間期 （自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 
 
四半期決算短信 第106期第１四半期 （自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 
 第106期第２四半期 （自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 
 第106期第３四半期 （自 平成20年10月31日 至 平成20年12月31日） 
 第107期第１四半期 （自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 
 第107期第２四半期 （自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 
 第107期第３四半期 （自 平成21年10月31日 至 平成21年12月31日） 
 第108期第１四半期 （自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 
 第108期第２四半期 （自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日） 
 第108期第３四半期 （自 平成22年10月31日 至 平成22年12月31日） 
 第109期第１四半期 （自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 
 第109期第２四半期 （自 平成23年７月１日 至 平成23年９月30日） 
 第109期第３四半期 （自 平成23年10月31日 至 平成23年12月31日） 
 第110期第１四半期 （自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日） 
 第110期第２四半期 （自 平成24年７月１日 至 平成24年９月30日） 
 第110期第３四半期 （自 平成24年10月31日 至 平成24年12月31日） 
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４. 訂正の影響額の詳細 

  (1)  連結損益計算書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

[訂正前] (単位：百万円)
第104期 第105期 第106期 第107期 第108期 第109期

平成19年3月期 平成20年3月期 平成21年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期 平成24年3月期

売上高 93,749 98,094 88,776 62,743 74,101 81,665
営業利益 2,273 2,831 2,396 △28 1,177 1,910
経常利益 2,415 2,978 2,484 143 1,291 2,003
当期純利益 1,170 1,351 1,136 59 574 858

[訂正内容]
第104期 第105期 第106期 第107期 第108期 第109期

平成19年3月期 平成20年3月期 平成21年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期 平成24年3月期

不正取引の取消 △540 △626 △816 △883 △1,090 △1,568
売上高への影響 △540 △626 △816 △883 △1,090 △1,568

不正取引の取消 6 △4 △15 △33 △39 △51
営業利益への影響 6 △4 △15 △32 △39 △50
経常利益への影響 6 △4 △15 △32 △39 △50

貸倒引当金（固定）の計上 △251 △204 △134 △175 △128 △253
法人税等の調整 - - - - - -

当期純利益への影響 △244 △208 △150 △208 △168 △304

[訂正後]
第104期 第105期 第106期 第107期 第108期 第109期

平成19年3月期 平成20年3月期 平成21年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期 平成24年3月期

売上高 93,209 97,468 87,960 61,859 73,010 80,097
営業利益 2,280 2,827 2,380 △61 1,138 1,859
経常利益 2,422 2,974 2,468 110 1,251 1,952
当期純利益 925 1,143 986 △148 406 554

[訂正前] (単位：百万円)

第１四半期 第２四半期 第３四半期
売上高 18,737 42,585 59,459
営業利益 382 1,015 1,093
経常利益 453 1,086 1,205
四半期純利益 272 567 601

[訂正内容]

第１四半期 第２四半期 第３四半期
不正取引の取消 △523 △1,046 △1,548

売上高への影響 △523 △1,046 △1,548
不正取引の取消 △18 △37 △54

営業利益への影響 △18 △37 △54
経常利益への影響 △18 △37 △54

貸倒引当金（固定）の計上 △25 △114 △195
法人税等の調整 8 16 24

四半期純利益への影響 △35 △134 △225

[訂正後]

第１四半期 第２四半期 第３四半期
売上高 18,213 41,539 57,911
営業利益 364 978 1,039
経常利益 434 1,049 1,151
四半期純利益 236 432 375

第110期（平成25年3月期）

第110期（平成25年3月期）

第110期（平成25年3月期）
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  (2)  連結貸借対照表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[訂正前] (単位：百万円)
第104期 第105期 第106期 第107期 第108期 第109期

平成19年3月期 平成20年3月期 平成21年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期 平成24年3月期

 受取手形及び売掛金 37,439 32,787 28,502 21,940 26,706 33,472
その他の資産 28,211 19,656 14,843 15,879 16,994 19,775

資産合計 65,650 52,443 43,346 37,819 43,701 53,248
 支払手形及び買掛金 40,163 32,775 26,632 21,173 25,245 33,359

その他の負債 12,160 7,330 6,408 4,863 6,629 6,933
負債合計 52,324 40,106 33,040 26,037 31,874 40,292
純資産合計 13,326 12,336 10,305 11,782 11,827 12,955

うち、利益剰余金 4,656 5,653 6,403 6,173 6,489 7,090

[訂正内容]
第104期 第105期 第106期 第107期 第108期 第109期

平成19年3月期 平成20年3月期 平成21年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期 平成24年3月期

不正取引の取消 △219 △263 △360 △280 △215 △434
営業外受取手形へ振替 △44 △28 △20 △20 △30 △25

受取手形及び売掛金への影響 △264 △291 △380 △301 △246 △460
不正取引の取消 △311 △457 △585 △882 △1,119 △1,242

たな卸資産への影響 △311 △457 △585 △882 △1,119 △1,242
不正取引の取消差額の計上 589 793 927 1,102 1,231 1,484

長期未収入金への影響 589 793 927 1,102 1,231 1,484
長期未収入金への貸倒引当金（固定）の設定 △589 △793 △927 △1,102 △1,231 △1,484

貸倒引当金（固定） △589 △793 △927 △1,102 △1,231 △1,484
受取手形からの振替 44 28 20 20 30 25

その他の資産への影響 45 28 21 20 31 26
資産合計への影響 △529 △720 △944 △1,162 △1,334 △1,676

不正取引の取消 △50 △40 △119 △142 △156 △197

営業外支払手形へ振替 △169 △300 △232 △395 △316 △536
支払手形及び買掛金への影響 △219 △341 △352 △537 △472 △734

支払手形および買掛金からの振替 169 300 232 395 316 536
未払法人税 - - - - - -
その他の調整 7 14 19 33 42 46

その他の負債への影響 176 315 252 428 359 583
負債合計への影響 △43 △26 △99 △109 △113 △150

期首剰余金調整 △241 △485 △694 △844 △1,052 △1,221

当期純利益調整額 △244 △208 △150 △208 △168 △304
純資産合計への影響 △485 △694 △844 △1,052 △1,221 △1,525

うち、利益剰余金 △485 △694 △844 △1,052 △1,221 △1,525

[訂正後]
第104期 第105期 第106期 第107期 第108期 第109期

平成19年3月期 平成20年3月期 平成21年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期 平成24年3月期

 受取手形及び売掛金 37,175 32,495 28,122 21,639 26,460 33,012
その他の資産 27,945 19,227 14,279 15,017 15,906 18,560

資産合計 65,121 51,723 42,401 36,656 42,367 51,572
 支払手形及び買掛金 39,943 32,434 26,279 20,635 24,772 32,625

その他の負債 12,336 7,646 6,661 5,291 6,988 7,516
負債合計 52,280 40,080 32,940 25,927 31,760 40,141
純資産合計 12,841 11,642 9,460 10,729 10,606 11,430

うち、利益剰余金 4,170 4,958 5,558 5,120 5,268 5,565
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なお、一連の不正取引に関連した取引先等から当社へ損害賠償請求等の訴訟を提起される

可能性があるため、平成 25 年 3 月期の年度決算においては、将来の損失負担見込み額につ

いて、偶発損失引当金を計上する予定であります。 

[訂正前] (単位：百万円)

第１四半期 第２四半期 第３四半期
 受取手形及び売掛金 31,117 32,956 29,274

その他の資産 20,827 17,658 19,306
資産合計 51,945 50,614 48,581

 支払手形及び買掛金 32,671 31,421 28,506
その他の負債 6,757 6,539 6,900

負債合計 39,429 37,960 35,407
純資産合計 12,516 12,653 13,173

うち、利益剰余金 7,137 7,432 7,369

[訂正内容]

第１四半期 第２四半期 第３四半期
不正取引の取消 △504 △582 △692
営業外受取手形へ振替 △43 △61 △58

受取手形及び売掛金への影響 △547 △644 △750
不正取引の取消 △1,228 △1,336 △1,302

たな卸資産への影響 △1,228 △1,336 △1,302
不正取引の取消差額の計上 1,510 1,598 1,740

長期未収入金への影響 1,510 1,598 1,740
長期未収入金への貸倒引当金（固定）の設定 △1,510 △1,598 △1,680

貸倒引当金（固定） △1,510 △1,598 △1,680
受取手形からの振替 43 61 58

その他の資産への影響 43 62 59
資産合計への影響 △1,732 △1,918 △1,933

不正取引の取消 △208 △290 △205

営業外支払手形へ振替 △523 △583 △543
支払手形及び買掛金への影響 △731 △873 △748

支払手形および買掛金からの振替 523 583 543
未払法人税 △8 △16 △24
その他の調整 44 49 46

その他の負債への影響 560 615 565
負債合計への影響 △171 △257 △182

期首剰余金調整 △1,525 △1,525 △1,525

四半期利益調整額 △35 △134 △225
純資産合計への影響 △1,561 △1,660 △1,751

うち、利益剰余金 △1,561 △1,660 △1,751

[訂正後]

第１四半期 第２四半期 第３四半期
 受取手形及び売掛金 30,569 32,312 28,523

その他の資産 19,642 16,384 18,123
資産合計 50,212 48,696 46,647

 支払手形及び買掛金 31,939 30,547 27,758
その他の負債 7,317 7,155 7,466

負債合計 39,257 37,703 35,224
純資産合計 10,955 10,993 11,422

うち、利益剰余金 5,576 5,772 5,618

第110期（平成25年3月期）

第110期（平成25年3月期）

第110期（平成25年3月期）
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(3)  損益計算書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)  貸借対照表 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

[訂正前] (単位：百万円)
第104期 第105期 第106期 第107期 第108期 第109期

平成19年3月期 平成20年3月期 平成21年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期 平成24年3月期

売上高 87,034 90,880 82,027 58,285 69,541 76,074
営業利益 1,683 2,102 1,898 △126 763 1,244
経常利益 1,968 2,446 2,281 211 893 1,556
当期純利益 948 1,154 1,070 153 312 695

[訂正内容]
第104期 第105期 第106期 第107期 第108期 第109期

平成19年3月期 平成20年3月期 平成21年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期 平成24年3月期

不正取引の取消 △540 △626 △816 △883 △1,090 △1,568
売上高への影響 △540 △626 △816 △883 △1,090 △1,568

不正取引の取消 6 △4 △15 △33 △39 △51
営業利益への影響 6 △4 △15 △32 △39 △50
経常利益への影響 6 △4 △15 △32 △39 △50

貸倒引当金（固定）の計上 △251 △204 △134 △175 △128 △253
当期純利益への影響 △244 △208 △150 △208 △168 △304

[訂正後]
第104期 第105期 第106期 第107期 第108期 第109期

平成19年3月期 平成20年3月期 平成21年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期 平成24年3月期

売上高 86,494 90,254 81,211 57,402 68,451 74,506
営業利益 1,690 2,098 1,882 △159 724 1,193
経常利益 1,975 2,442 2,265 178 853 1,505
当期純利益 703 945 919 △54 143 391

[訂正前] (単位：百万円)
第104期 第105期 第106期 第107期 第108期 第109期

平成19年3月期 平成20年3月期 平成21年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期 平成24年3月期

 受取手形及び売掛金 36,949 31,581 27,738 21,689 26,373 33,955
その他の資産 25,287 17,077 12,898 13,839 14,132 17,036

資産合計 62,237 48,659 40,636 35,529 40,506 50,992
 支払手形及び買掛金 38,096 31,233 25,540 20,427 24,195 32,559

その他の負債 12,423 6,877 6,364 4,913 6,254 7,413
負債合計 50,520 38,110 31,905 25,341 30,449 39,972
純資産合計 11,716 10,548 8,731 10,188 10,056 11,019

うち、利益剰余金 3,334 4,134 4,817 4,680 4,735 5,173

[訂正内容]
第104期 第105期 第106期 第107期 第108期 第109期

平成19年3月期 平成20年3月期 平成21年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期 平成24年3月期

不正取引の取消 △219 △263 △360 △280 △215 △434
営業外受取手形へ振替 △44 △28 △20 △20 △30 △25

受取手形及び売掛金への影響 △264 △291 △380 △301 △246 △460
不正取引の取消 △311 △457 △585 △882 △1,119 △1,242

たな卸資産への影響 △311 △457 △585 △882 △1,119 △1,242
不正取引の取消差額の計上 589 793 927 1,102 1,231 1,484

長期未収入金への影響 589 793 927 1,102 1,231 1,484
長期未収入金への貸倒引当金（固定）の設定 △589 △793 △927 △1,102 △1,231 △1,484

貸倒引当金（固定） △589 △793 △927 △1,102 △1,231 △1,484
受取手形からの振替 44 28 20 20 30 25

その他の資産への影響 45 28 21 20 31 26
資産合計への影響 △529 △720 △944 △1,162 △1,334 △1,676

不正取引の取消 △50 △40 △119 △142 △156 △197
営業外支払手形へ振替 △169 △300 △232 △395 △316 △536

支払手形及び買掛金への影響 △219 △341 △352 △537 △472 △734
支払手形および買掛金からの振替 169 300 232 395 316 536
その他の調整 7 14 19 33 42 46

その他の負債への影響 176 315 252 428 359 583
負債合計への影響 △43 △26 △99 △109 △113 △150

期首剰余金調整 △241 △485 △694 △844 △1,052 △1,221
当期純利益調整額 △244 △208 △150 △208 △168 △304

純資産合計への影響 △485 △694 △844 △1,052 △1,221 △1,525
うち、利益剰余金 △485 △694 △844 △1,052 △1,221 △1,525

[訂正後]
第104期 第105期 第106期 第107期 第108期 第109期

平成19年3月期 平成20年3月期 平成21年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期 平成24年3月期

 受取手形及び売掛金 36,685 31,290 27,357 21,388 26,126 33,495
その他の資産 25,021 16,648 12,335 12,978 13,044 15,820

資産合計 61,707 47,938 39,692 34,366 39,171 49,316
 支払手形及び買掛金 37,876 30,891 25,188 19,889 23,722 31,825

その他の負債 12,599 7,192 6,617 5,341 6,613 7,996
負債合計 50,476 38,084 31,805 25,231 30,335 39,821
純資産合計 11,230 9,854 7,886 9,135 8,835 9,494

うち、利益剰余金 2,848 3,439 3,972 3,628 3,514 3,648
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なお、一連の不正取引に関連した取引先等から当社へ損害賠償請求等の訴訟を提起される

可能性があるため、平成 25 年 3 月期の年度決算においては、将来の損失負担見込み額につ

いて、偶発損失引当金を計上する予定であります。 
 

以上 


