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過年度決算短信等の一部訂正について 

 

当社は平成26年1月17日付「当社連結子会社従業員による不正行為について」、および平成

26年1月30日付「過年度決算数値の訂正による影響の見込み額等について」で開示いたしましたと

おり、過年度の決算を訂正することといたしました。 

このたび、過年度決算の具体的な訂正内容が確定いたしましたので、下記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      

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）   

平成23年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）   

平成24年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）   

平成24年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）   

平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）   
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平成24年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）   

平成25年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）   

平成25年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）   

平成25年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）   

平成25年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）   

平成26年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）   

平成26年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）   

 

U2．訂正の経緯 

訂正の経緯につきましては、本日公表の「当社連結子会社従業員による不正行為に係る調査

結果について」をご参照下さい。 

 

U3．過年度業績への影響額 

今回の訂正による過年度の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、売上高、営業利益には影響はございません。 

 

 

以上 

 

 



 

 

 

別紙 

 

 

（単位： 百万円） 訂正前 影響額 訂正後 

経常利益 4,233 △41 4,191

四半期純利益 2,039 △25 2,013

総資産 141,789 △25 141,763

第2四半期連結

累計期間 

純資産 64,209 △25 64,183

経常利益 4,611 △55 4,556

四半期純利益 2,345 △34 2,311

総資産 136,224 △34 136,190

第3四半期連結

累計期間 

純資産 63,941 △34 63,907

経常利益 10,423 △83 10,340

当期純利益 4,412 △51 4,360

総資産 154,171 △51 154,120

平成20年

3月期 

  

連結会計年度 

純資産 66,132 △51 66,080

経常利益 352 △48 303

四半期純利益 137 △30 106

総資産 132,556 △82 132,474

第1四半期連結

会計期間 

純資産 65,390 △82 65,308

経常利益 4,442 △115 4,327

四半期純利益 2,483 △71 2,412

総資産 139,557 △123 139,433

第2四半期連結

累計期間 

純資産 67,803 △123 67,680

経常利益 5,408 △168 5,239

四半期純利益 3,047 △104 2,943

総資産 134,594 △156 134,438

第3四半期連結

累計期間 

純資産 67,634 △156 67,478

経常利益 11,211 △256 10,954

当期純利益 5,154 △159 4,995

総資産 147,462 △211 147,251

平成21年

3月期  

  

連結会計年度 

純資産 69,340 △211 69,129



 

 

（単位： 百万円） 訂正前 影響額 訂正後 

経常利益 325 △42 282

四半期純利益 211 △26 185

総資産 127,637 △237 127,400

第1四半期連結

会計期間 

純資産 69,120 △237 68,883

経常利益 3,334 △126 3,207

四半期純利益 1,922 △78 1,844

総資産 134,860 △289 134,570

第2四半期連結

累計期間 

純資産 70,913 △289 70,623

経常利益 4,980 △168 4,811

四半期純利益 2,856 △104 2,751

総資産 132,548 △315 132,233

第3四半期連結

累計期間 

純資産 71,235 △315 70,920

経常利益 10,125 △259 9,865

当期純利益 5,806 △161 5,644

総資産 146,915 △372 146,543

平成22年

3月期  

連結会計年度 

純資産 74,221 △372 73,849

経常利益 321 △12 309

四半期純損失 △130 △7 △138

総資産 131,236 △379 130,856

第1四半期連結

会計期間 

純資産 73,414 △379 73,034

経常利益 3,005 △45 2,959

四半期純利益 542 △28 514

総資産 141,812 △400 141,411

第2四半期連結

累計期間 

純資産 73,933 △400 73,532

経常利益 5,774 △66 5,707

四半期純利益 2,176 △41 2,135

総資産 139,559 △413 139,145

第3四半期連結

累計期間 

純資産 75,064 △413 74,650

経常利益 10,931 △139 10,792

当期純利益 4,747 △86 4,660

総資産 149,923 △458 149,464

平成23年

3月期  

連結会計年度 

純資産 77,464 △458 77,005



 

 

（単位： 百万円） 訂正前 影響額 訂正後 

経常利益 194 △70 123

四半期純利益 104 △43 60

総資産 130,588 △502 130,085

第1四半期連結

会計期間 

純資産 76,963 △502 76,461

経常利益 2,481 △145 2,336

四半期純利益 1,448 △90 1,358

総資産 137,796 △548 137,248

第2四半期連結

累計期間 

純資産 78,285 △548 77,736

経常利益 4,091 △216 3,874

四半期純利益 1,272 △134 1,137

総資産 138,178 △593 137,585

第3四半期連結

累計期間 

純資産 77,242 △593 76,648

経常利益 9,570 △191 9,379

当期純利益 4,593 △118 4,474

総資産 149,707 △577 149,130

平成24年

3月期  

連結会計年度 

純資産 80,651 △577 80,074

経常利益 768 △131 637

四半期純利益 431 △81 349

総資産 140,714 △659 140,055

第1四半期連結

会計期間 

純資産 80,533 △659 79,874

経常利益 3,574 △234 3,339

四半期純利益 2,152 △145 2,007

総資産 148,187 △722 147,464

第2四半期連結

累計期間 

純資産 82,120 △722 81,397

経常利益 6,742 △283 6,458

四半期純利益 3,980 △176 3,804

総資産 147,562 △753 146,809

第3四半期連結

累計期間 

純資産 83,014 △753 82,261

経常利益 12,578 △396 12,182

当期純利益 7,492 △245 7,246

総資産 168,295 △823 167,472

平成25年

3月期  

連結会計年度 

純資産 86,797 △823 85,974



 

 

（単位： 百万円） 訂正前 影響額 訂正後 

経常利益 1,574 △48 1,526

四半期純利益 1,078 △30 1,048

総資産 159,111 △853 158,258

第1四半期連結

会計期間 

純資産 87,797 △853 86,944

経常利益 4,391 △157 4,234

四半期純利益 2,780 △97 2,682

総資産 165,355 △920 164,434

第2四半期連結

累計期間 

純資産 89,256 △920 88,336

経常利益 △233 7,907

四半期純利益 △144 4,798

総資産 △967 170,549

平成26年

3月期 

第3四半期連結

累計期間 

純資産 △967 88,959

経常利益 △1,560 合計 

純利益 △967 

 

 


