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平成28年２月４日 

 

各位 

 

会 社 名 株式会社フード・プラネット 

代表者名 代表取締役社長アンドリュー・ネイサン 

（コード：7853  東証第二部） 

問合せ先 経営企画室 執行役員 丹藤 昌彦 

（TEL．03-4577-8701） 

 

「平成27年９月期 有価証券報告書の提出」及び 

「過年度に係る有価証券報告書等及び内部統制報告書の訂正報告書の提出」並びに 

「過年度に係る決算短信等の訂正」に関するお知らせ 

 

 当社は、平成27年12月28日付「平成27年９月期（自平成26年10月１日至平成27年９月

30日）有価証券報告書の提出期限延長申請に係る承認のお知らせ」で開示しましたとおり、平

成27年９月期有価証券報告書について、金融商品取引法第24条第１項に定める提出期限であ

る平成28年１月４日までに提出できず、平成28年２月４日までに提出すべく作業を進めてま

いりました。 

本日作業が完了し、関東財務局に平成27年９月期有価証券報告書を提出するとともに、下記

のとおり、過年度の有価証券報告書等の提出を行いましたので、お知らせいたします。 

なお、当社は平成28年１月20日付「第三者委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」に

て開示しました第三者委員会による指摘を踏まえ、過年度に係る内部統制に開示すべき不備が

ある旨を記載した内部統制報告書の訂正報告書を作成し、本日付で関東財務局に提出いたしま

したので、下記のとおりお知らせいたします。 

また、本日、過年度に係る決算短信につきまして以下のとおり一部訂正を行い、その内容を

開示しておりますので、併せてお知らせいたします。 

 

記 

 

１．本日訂正する有価証券報告書等及び内部統制報告書の訂正報告書並びに決算短信等 

 

（１）訂正報告書（有価証券報告書・四半期報告書） 

訂正有価証券報告書 第30期      （平成25年10月１日～平成26年９月30日） 

訂正四半期報告書  第 31期 第１四半期（平成 26年 10月１日～平成 26年 12月 31日） 

訂正四半期報告書  第31期 第２四半期（平成27年１月１日～平成27年３月31日） 

訂正四半期報告書  第31期 第３四半期（平成27年4月１日～平成27年６月30日） 

 

（２）訂正報告書（内部統制報告書） 

訂正内部統制報告書 第30期      （平成25年10月１日～平成26年９月30日） 
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（３）訂正を行う決算短信等 

平成26年９月期 決算短信     （平成25年10月１日～平成26年９月30日） 

平成27年９月期 第１四半期決算短信（平成26年10月１日～平成26年12月31日） 

平成27年９月期 第２四半期決算短信（平成27年１月１日～平成27年３月31日） 

平成27年９月期 第３四半期決算短信（平成27年4月１日～平成27年６月30日） 

平成27年９月期 決算短信     （平成26年10月１日～平成27年９月30日） 

 

２．訂正の経緯及び理由 

 

当社は、外部から、当社の連結子会社である株式会社アジェットクリエイティブ（以下「ＡＣ

社」という。）において平成26年７月から新規事業として開始した、小規模分譲型ソーラー（出

力 50kw未満の太陽光発電システム）に関する設備機器販売及び設置工事の事業（以下「本件事

業」という。）の平成 26年９月期の売上計上の妥当性についての指摘を受け、その後の調査の

結果、不適切な会計処理の存在について疑義が生じたことから、不正会計の実態と責任の所在の

解明及び再発防止策等が必要であると判断し、当社と利害関係を有しない外部の専門家から構

成される第三者委員会を設置し、平成28年１月20日、同委員会から調査報告書の提出を受けま

した。 

第三者委員会より受領した調査報告書においては、ＡＣ社の本件事業に係る平成 26年９月期

の売上計上の一部について、適正でないと認められるものがあるので、取り消されるべきとの結

論が示されました。この結果を受け、当社は、平成26年９月期から平成27年９月期第３四半期

までの過年度決算の訂正を行うことが必要と判断いたしました。 

 

（１）有価証券報告書等及び決算短信等に係る訂正の主な理由・内容 

 

 ① 平成26年９月期の取引について 

 第三者委員会は、平成 26年９月期に生じたＡＣ社の一部の取引について、ＡＣ社に帰属す

る売上として計上することは適切ではないと考えられることから、当該売上は取り消すべきで

あると判断いたしました。 

 当社は、第三者委員会の判断を受け、当該取引の売上を取り消し、ＡＣ社における売上に係

る入金は仕入に係る支払が行われるまで仮受金とし、支払が行われた時点で入出金の差額を、

臨時的に発生したものとして特別利益に計上する処理を行いました。 

 

② 平成27年９月期の取引について 

 平成 27月９月期のＡＣ社の売上に関しては、会計処理の取消・修正が必要となる事実は発

見されなかったため、平成 27年９月期第１四半期、第２四半期、第３四半期決算の訂正は、

平成26年９月期決算の訂正による影響を受けたもののみであります。 

 

③ 主要な連結財務諸表への影響額 

 主要な連結財務諸表への影響額は次頁のとおりであります。 

 なお、今回の過年度決算の訂正の影響が発生するのは連結財務諸表のみであり、当社単体財

務諸表への影響は発生いたしません。 
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連結会計年度  

連結貸借対照表 

その他 

流動資産 
総資産 

支払手形 

及び 

買掛金 

仮受金 
その他 

流動負債 
負債計 純資産 

第 

30

期 

平成26年 

9月期 

（通期） 

訂正前 3,815 279,512 28,909  15,275 162,968 116,544 

訂正   △27,280 34,560 △539 6,740 △6,740 

訂正後 3,815 279,512 1,628 34,560 14,736 169,708 109,804 

第 

31

期 

平成27年 

9月期 

第1四半期 

訂正前 2,974 390,072 436  9,203 129,313 260,758 

訂正     △539 △539 539 

科目振替 407 407   407 407  

訂正後 3,381 390,480 436  9,071 129,181 261,298 

平成27年 

9月期 

第2四半期 

訂正前 2,470 302,852 364  11,481 35,944 266,908 

訂正     △539 △539 539 

訂正後 2,470 302,852 364  10,942 35,405 267,447 

平成27年 

9月期 

第3四半期 

訂正前 2,174 256,552 318  5,391 22,713 233,839 

訂正     △539 △539 539 

訂正後 2,174 256,552 318  4,852 22,174 234,378 

平成27年 

9月期 

（通期） 

訂正前 3,721 214,227 588  4,037 27,713 186,513 

訂正     △539 △539 539 

訂正後 3,721 214,227 588  3,498 27,174 187,053 

 

連結会計年度  

連結損益計算書 

売上高 売上原価 
売上 

総利益 
営業損失 経常損失 

当期 

純損失 

第 

30 

期 

平成26年 

9月期 

（通期） 

訂正前 113,412 78,684 34,727 △174,290 △273,689 △242,852 

訂正 △32,000 △25,260 △6,740 △6,740 △6,740 △6,740 

訂正後 81,412 53,424 27,987 △181,030 △280,429 △249,592 

第 

31 

期 

平成27年 

9月期 

第1四半期 

訂正前 51,755 45,916 5,839 △34,886 △35,493 △35,785 

訂正      7,279 

訂正後 51,755 45,916 5,839 △34,886 △35,493 △28,506 

平成27年 

9月期 

第2四半期 

訂正前 400,618 367,821 32,797 △55,885 △56,618 △59,635 

訂正      7,279 

訂正後 400,618 367,821 32,797 △55,885 △56,618 △52,356 

平成27年 

9月期 

第3四半期 

訂正前 414,160 375,039 39,121 △93,368 △90,089 △92,704 

訂正      7,279 

訂正後 414,160 375,039 39,121 △93,368 △90,089 △85,425 

平成27年 

9月期 

（通期） 

訂正前 519,410 470,053 49,356 △140,552 △137,231 △140,030 

訂正      7,279 

訂正後 519,410 470,053 49,356 △140,552 △137,231 △132,751 

 

 

（２）内部統制報告書に係る訂正の主な理由・内容 

 第 30期（平成 25年 10月１日～平成26年９月30日）に係る内部統制報告書の訂正内容に

つきましては、以下のとおりです。 

 

（訂正前） 

上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効で

あると判断いたしました。 
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（訂正後） 

上記の評価の結果、下記に記載しました財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要

な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当するものと判断いたしました。従っ

て、平成 26 年 9 月 30 日現在の当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断

いたしました。 

 

記 

 

当社は、外部から、当社の連結子会社である株式会社アジェットクリエイティブ（以下「AC

社」という。）において平成 26年 7月から新規事業として開始した、小規模分譲型ソーラー

（出力50kw未満の太陽光発電システム）に関する設備機器販売及び設置工事の事業（以下「本

件事業」という。）の平成 26年 9月期の売上計上の妥当性についての指摘を受け、その後の

調査の結果、不適切な会計処理の存在について疑義が生じたことから、不正会計の実態と責任

の所在の解明及び再発防止策等が必要であると判断し、当社と利害関係を有しない外部の専門

家から構成される第三者委員会を設置し、平成28年1月20日に、同委員会から、調査報告書

の提出を受けました。 

第三者委員会より受領した調査報告書においては、AC社の本件事業に係る平成26年9月期の

売上計上の一部について、適正でないと認められるものがあるので、取り消されるべきとの結

論が示されました。  

この結果を受け、当社は、過年度の決算を訂正するとともに、平成26年9月期から平成27

年 9 月期第 3 四半期までの有価証券報告書、四半期報告書について訂正報告書を提出いたし

ました。 

これらの事実は、当社において、子会社に対しての管理体制が不十分だったこと、関係会社等

の会計データを含む経営管理指標のモニタリング体制が不十分だったこと、業務のリスク識別

及びその評価に不十分な点があったことなどの不備があり、内部統制が機能しなかったことに

よるものです。 

以上のことから当社の全社的な内部統制及び業務プロセスに関する内部統制に重要な不備

があったため、当該不適切な会計処理が行われ、かつその発見に遅れを生じさせたものと認識

しており、これらの不備は、開示すべき重要な不備に該当するものと判断いたしました。 

なお、上記事実は当該事業年度末日後に発覚したため、当該不備を当事業年度末までに是正

することができませんでした。 

当社は財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を認識しており、第三者委員会の提

言を踏まえて以下の再発防止策を講じてまいります。 

 

（１）コーポレートガバナンスの改善 

① 取締役会等の活性化 

② 監査役の活動・監査役会の活性化 

（２）組織体制の改善 

（３）コンプライアンス意識の改善 

① コンプライアンス教育 

② 誓約書の提出等のコンプライアンスの啓発活動 

③ 各種規程等の見直しと順序 
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３．再発防止にむけて 

当社は、平成27年11月９日開催の臨時株主総会及び本定時株主総会において、経営陣を刷

新し、新たな体制をスタートさせておりますが、同様の事態が二度と生じないよう、上記の再

発防止策に取り組み、一日も早く、株主様をはじめ関係者の皆様より、信頼回復が得られるよ

う取り組む所存です。 

なお、再発防止策の具体的な実施内容及び実施時期につきましては、社内で協議・決定次

第、改めてお知らせいたします。 

 皆様には、今般の過年度決算の訂正並びに平成27年９月期決算のご報告及び有価証券報告書

の提出遅延により、多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げま

す。 

以上 


