
         

 
平成 26 年 12 月 12 日 

各      位 
会 社 名  オ カ モ ト 株 式 会 社 
代表者名 代表取締役社長  岡本 良幸 

（コード番号 ５１２２  東証第 １部） 
問合せ先 取締役総務部長  有 坂  衛 

（TEL．０３－３８１７－４１２１） 
 

 
有価証券報告書等の訂正報告書の提出及び過年度決算短信等の訂正に関するお知らせ 

 
 

  平成 26年 12月 10日開示「第三者委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」にありますとおり、

不適切な会計処理に関して第三者委員会による調査が終了し、その結果に沿って、下記の訂正報告

書を本日付で関東財務局に提出するとともに、決算短信を訂正いたしましたので、お知らせいたし

ます。 

 

 

記 

 

 

１．訂正の経緯 

 訂正の経緯につきましては、平成 26 年 10 月 30 日公表「不適切な会計処理の判明」、平成 26 年

11 月 4 日公表「不適切な会計処理に係る第三者委員会の設置に関するお知らせ」および平成 26

年 12 月 10 日公表「第三者委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」にて開示しておりますの

で、ご参照ください。 

 

２．本日提出する有価証券報告書及び四半期報告書の訂正報告書 

 
平成 24 年３月期     
 第 116 期 第２四半期報告書 （自 平成 23 年 ７月１日 至 平成 23 年 ９月 30 日） 
 第 116 期 第３四半期報告書 （自 平成 23 年 10 月１日 至 平成 23 年 12 月 31 日） 
 第 116 期 有価証券報告書 （自 平成 23 年 ４月１日 至 平成 24 年 ３月 31 日） 
平成 25 年３月期     
 第 117 期 第１四半期報告書 （自 平成 24 年 ４月１日 至 平成 24 年 ６月 30 日） 
 第 117 期 第２四半期報告書 （自 平成 24 年 ７月１日 至 平成 24 年 ９月 30 日） 
 第 117 期 第３四半期報告書 （自 平成 24 年 10 月１日 至 平成 24 年 12 月 31 日） 
 第 117 期 有価証券報告書 （自 平成 24 年 ４月１日 至 平成 25 年 ３月 31 日） 
平成 26 年３月期     
 第 118 期 第１四半期報告書 （自 平成 25 年 ４月１日 至 平成 25 年 ６月 30 日） 
 第 118 期 第２四半期報告書 （自 平成 25 年 ７月１日 至 平成 25 年 ９月 30 日） 
 第 118 期 第３四半期報告書 （自 平成 25 年 10 月１日 至 平成 25 年 12 月 31 日） 
 第 118 期 有価証券報告書 （自 平成 25 年 ４月１日 至 平成 26 年 ３月 31 日） 
平成 27 年３月期     
 第 119 期 第１四半期報告書 （自 平成 26 年 ４月１日 至 平成 26 年 ６月 30 日） 
     

※ 第 116 期第２四半期報告書に関しては縦覧期間が終了している報告書のため、後日別途開示致

します。 



３．訂正を行った決算短信 
 

平成 24 年３月期  
 第２四半期決算短信 
 第３四半期決算短信 
 決算短信 
平成 25 年３月期  
 第１四半期決算短信 
 第２四半期決算短信 
 第３四半期決算短信 
 決算短信 
平成 26 年３月期  
 第１四半期決算短信 
 第２四半期決算短信 
 第３四半期決算短信 
 決算短信 
平成 27 年３月期  
 第１四半期決算短信 

 
４．訂正による過年度業績への影響 
   今回の訂正による過年度の連結及び個別業績への影響につきましては、別紙に記載のとおりで

す。 
 
５．その他 
   今般の不適切な会計処理に関しての再発防止策は本日別途開示の「不適切な会計処理に関する

再発防止策について」をご参照下さい。また、社内処分については、決定後速やかに開示致しま

す。 
 
 
 

以  上  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（別紙）訂正による過年度の連結・個別業績への影響 
 
【連結財務諸表】                            （単位：百万円） 

  訂正前 訂正後 影響額 
平成 24 年３月期 営業利益 1,018 998 △19 

 第２四半期 経常利益 1,225 1,205 △19 

 四半期純利益 870 858 △11 

 総資産 66,778 66,766 △11 

 純資産 37,469 37,458 △11 

平成 24 年３月期 営業利益 2,423 2,373 △49 

 第３四半期 経常利益 2,804 2,754 △49 

 四半期純利益 1,673 1,643 △29 

 総資産 66,854 66,824 △29 

 純資産 37,512 37,482 △29 

平成 24 年３月期 営業利益 2,552 2,490 △61 

 通期 経常利益 3,009 2,947 △61 

 四半期純利益 1,526 1,483 △43 

 総資産 69,008 68,972 △36 

 純資産 38,550 38,514 △36 

平成 25 年３月期 営業利益 637 617 △19 

 第１四半期 経常利益 827 807 △19 

 四半期純利益 407 389 △18 

 総資産 67,870 67,815 △54 

 純資産 38,050 37,996 △54 

平成 25 年３月期 営業利益 1,319 1,191 △127 

 第２四半期 経常利益 1,510 1,383 △127 

 四半期純利益 861 776 △84 

 総資産 66,800 66,679 △121 

 純資産 37,916 37,794 △121 

平成 25 年３月期 営業利益 3,151 2,975 △175 

 第３四半期 経常利益 3,803 3,627 △175 

 四半期純利益 2,314 2,199 △115 

 総資産 70,261 70,109 △151 

 純資産 39,895 39,743 △151 

平成 25 年３月期 営業利益 3,183 2,920 △263 

 通期 経常利益 4,155 3,892 △263 

 四半期純利益 2,376 2,206 △169 

 総資産 73,077 72,871 △206 

 純資産 42,021 41,815 △206 

平成 26 年３月期 営業利益 476 454 △22 

 第１四半期 経常利益 828 805 △22 

 四半期純利益 551 537 △13 

 総資産 73,648 73,428 △219 

 純資産 42,954 42,734 △219 

平成 26 年３月期 営業利益 1,245 1,199 △46 

 第２四半期 経常利益 1,770 1,724 △46 

 四半期純利益 1,110 1,081 △28 

 総資産 76,817 76,583 △234 

 純資産 44,398 44,163 △234 

平成 26 年３月期 営業利益 2,962 2,833 △129 

 第３四半期 経常利益 4,165 3,941 △224 

 四半期純利益 2,799 2,623 △175 

 総資産 80,001 79,619 △381 

 純資産 45,573 45,191 △381 

 



  訂正前 訂正後 影響額 
平成 26 年３月期 営業利益 3,374 3,255 △118 

 通期 経常利益 4,441 4,227 △213 

 四半期純利益 2,723 2,554 △169 

 総資産 78,636 78,261 △375 

 純資産 44,381 44,006 △375 

平成 27 年３月期 営業利益 1,083 1,082 △1 

 第１四半期 経常利益 1,134 1,107 △26 

 四半期純利益 687 650 △36 

 総資産 78,222 77,905 △316 

 純資産 44,279 43,962 △316 

 
 
【個別財務諸表】                            （単位：百万円） 

  訂正前 訂正後 影響額 
平成 24 年３月期 営業利益 1,917 1,846 △71 

 通期 経常利益 2,556 2,484 △71 

 四半期純利益 1,810 1,725 △85 

 総資産 70,158 70,084 △74 

 純資産 39,529 39,450 △78 

平成 25 年３月期 営業利益 2,889 2,636 △253 

 通期 経常利益 3,877 3,624 △253 

 四半期純利益 2,305 2,167 △137 

 総資産 74,016 73,804 △212 

 純資産 42,616 42,400 △216 

平成 26 年３月期 営業利益 3,058 2,939 △118 

 通期 経常利益 4,154 3,940 △213 

 四半期純利益 2,645 2,476 △169 

 総資産 78,195 77,813 △381 

 純資産 44,420 44,034 △385 

 


