
 

 

平成 29 年６月 14 日 

各  位 

東京都品川区西五反田１丁目１番８号 

  Ｎ Ｍ Ｆ 五 反 田 駅 前 ビ ル ７ 階 

サ ク セ ス ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社 

 代 表 取 締 役 社 長  佐 々 木  雄 一 

（コード番号：6065 東証第一部） 

問 合わせ 先 管 理 部 長 石 井  大 介 

T E L 0 3 - 6 4 3 1 - 9 8 9 9 

 

過年度の連結財務諸表等に関する誤謬の判明及び有価証券報告書等の訂正報告書の提出 

並びに過年度決算短信等の訂正に関するお知らせ 

 

当社は、過去に発表した連結財務諸表等について誤謬があることが判明したため、本日、下記のとおり、

過年度の有価証券報告書等の訂正報告書を関東財務局へ提出いたしましたので、お知らせいたします。 

決算短信については、本日平成 29 年４月期決算短信を公表し、過年度決算短信等についても、現在訂

正にかかる作業中であり、後日準備ができ次第公表いたします。 

なお、訂正後の財務諸表等につきましては、平成 27年 12 月期までは新日本有限責任監査法人、平成 28

年４月期以降については有限責任 あずさ監査法人による監査等を受けており、改めて監査報告書等を添

付しております。 

 

記 

 

１． 訂正の経緯及び理由 

当社は、平成 22 年 12 月期より税務業務を一括して税理士法人に委託しておりましたが、今般、認可保

育園の運営委託料に係る売上高につき、消費税における課税区分を「非課税」とすべきところが「不課税」

として処理されていたこと、及び、これにより平成 24 年 12 月期から平成 28 年４月期までで、消費税が

５億 54 百万円過小に申告されていたことが発覚いたしました。かかる課税区分の誤りは、当社が平成 27

年７月にライク株式会社の連結子会社となり、ガバナンス機能を強化すべく、税務業務についても第三者

機関の意見を求めていた中で明らかになったものであります。 

当社は、監査法人と協議の上、本件について過年度の決算を訂正することとし、過年度に公表いたしま

した有価証券報告書、四半期報告書並びに決算短信、四半期決算短信を訂正する必要が生じましたので、

金融商品取引法第24条の２第１項の規定に基づき、有価証券報告書等の訂正報告書を提出いたしました。 

また、訂正決算短信等については、現在訂正にかかる作業中であり、後日準備ができ次第開示いたしま

す。 

  なお、本件以外に過去において判明していたものの重要性がないため訂正を行わなかった勘定科目区分

の変更等についても併せて過年度の決算を訂正しております。 



２．本日提出した訂正有価証券報告書等 

平成 24 年 12 月期（第３期） 

   有価証券報告書 （自 平成 24 年１月１日 至 平成 24 年 12 月 31 日） 

  平成 25 年 12 月期（第４期） 

    有価証券報告書 （自 平成 25 年１月１日 至 平成 25 年 12 月 31 日） 

平成 26 年 12 月期（第５期） 

   第２四半期報告書（自 平成 26 年４月１日 至 平成 26 年６月 30 日） 

    第３四半期報告書（自 平成 26 年７月１日 至 平成 26 年９月 30 日） 

    有価証券報告書 （自 平成 26 年１月１日 至 平成 26 年 12 月 31 日） 

 平成 27 年 12 月期（第６期） 

  第１四半期報告書（自 平成 27 年１月１日 至 平成 27 年３月 31 日） 

    第２四半期報告書（自 平成 27 年４月１日 至 平成 27 年６月 30 日） 

    第３四半期報告書（自 平成 27 年７月１日 至 平成 27 年９月 30 日） 

    有価証券報告書 （自 平成 27 年１月１日 至 平成 27 年 12 月 31 日） 

平成 28 年４月期（第７期） 

  有価証券報告書 （自 平成 28 年１月１日 至 平成 28 年４月 30 日） 

平成 29 年４月期（第８期） 

  第１四半期報告書（自 平成 28 年５月１日 至 平成 28 年７月 31 日） 

    第２四半期報告書（自 平成 28 年８月１日 至 平成 28 年 10 月 31 日） 

    第３四半期報告書（自 平成 28 年 11 月１日 至 平成 29 年１月 31 日） 

 

３．今後開示予定の訂正決算短信等 

平成 24 年 12 月期（第３期） 

    決算短信     （自 平成 24 年１月１日 至 平成 24 年 12 月 31 日） 

  平成 25 年 12 月期（第４期） 

   第１四半期決算短信（自 平成 25 年１月１日 至 平成 25 年３月 31 日） 

    第２四半期決算短信（自 平成 25 年１月 1日 至 平成 25 年６月 30 日） 

    第３四半期決算短信（自 平成 25 年１月１日 至 平成 25 年９月 30 日） 

    決算短信     （自 平成 25 年１月１日 至 平成 25 年 12 月 31 日） 

平成 26 年 12 月期（第５期） 

   第１四半期決算短信（自 平成 26 年１月１日 至 平成 26 年３月 31 日） 

    第２四半期決算短信（自 平成 26 年１月１日 至 平成 26 年６月 30 日） 

    第３四半期決算短信（自 平成 26 年１月１日 至 平成 26 年９月 30 日） 

    決算短信     （自 平成 26 年１月１日 至 平成 26 年 12 月 31 日） 

 平成 27 年 12 月期（第６期） 

  第１四半期決算短信（自 平成 27 年１月１日 至 平成 27 年３月 31 日） 

    第２四半期決算短信（自 平成 27 年１月１日 至 平成 27 年６月 30 日） 

    第３四半期決算短信（自 平成 27 年１月１日 至 平成 27 年９月 30 日） 

    決算短信     （自 平成 27 年１月１日 至 平成 27 年 12 月 31 日） 



平成 28 年４月期（第７期） 

  決算短信     （自 平成 28 年１月１日 至 平成 28 年４月 30 日） 

平成 29 年４月期（第８期） 

  第１四半期決算短信（自 平成 28 年５月１日 至 平成 28 年７月 31 日） 

    第２四半期決算短信（自 平成 28 年５月１日 至 平成 28 年 10 月 31 日） 

    第３四半期決算短信（自 平成 28 年５月１日 至 平成 29 年１月 31 日） 

 

４．訂正による過年度業績への影響額 

 今回の訂正に伴う対象期間の業績への影響額の概要は別紙に記載のとおりです。 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙） 

訂正による過年度業績への影響 

【連結財務諸表】                                  

（単位：千円） 

期間 項目 訂正前 訂正後 影響額 

第３期 

平成24年 12月期 

通期 

営業利益 412,883 355,817 △57,066 

経常利益 660,212 603,146 △57,066 

当期純利益 353,138 320,589 △32,549 

純資産 1,395,389 1,362,841 △32,549 

総資産 4,894,967 4,918,245 23,278 

第４期 

平成25年 12月期 

第１四半期 

営業利益 147,093 123,919 △23,174 

経常利益 137,468 114,295 △23,174 

四半期純利益 78,688 63,973 △14,715 

純資産 1,474,230 1,426,967 △47,263 

総資産 4,235,456 4,263,107 27,651 

第４期 

平成25年 12月期 

第２四半期 

営業利益 258,227 218,875 △39,352 

経常利益 380,040 340,688 △39,352 

四半期純利益 217,608 192,619 △24,989 

純資産 1,613,217 1,555,680 △57,537 

総資産 4,842,810 4,877,592 34,782 

第４期 

平成25年 12月期 

第３四半期 

営業利益 421,063 360,160 △60,903 

経常利益 552,841 491,938 △60,903 

四半期純利益 316,543 277,869 △38,674 

純資産 1,633,530 1,562,309 △71,221 

総資産 5,080,817 5,116,792 35,975 

第４期 

平成25年 12月期 

通期 

営業利益 559,625 489,616 △70,009 

経常利益 705,642 635,633 △70,009 

当期純利益 400,888 359,273 △41,615 

純資産 1,717,806 1,643,643 △74,163 

総資産 5,484,741 5,537,653 52,911 

第５期 

平成26年 12月期 

第１四半期 

営業利益 59,880 26,678 △33,202 

経常利益 57,453 24,252 △33,201 

四半期純利益 32,122 10,641 △21,481 

純資産 1,697,473 1,601,829 △95,644 

総資産 5,841,399 5,893,354 51,955 

 

 

 



（単位：千円） 

期間 項目 訂正前 訂正後 影響額 

第５期 

平成26年 12月期 

第２四半期 

営業利益 99,239 23,851 △75,387 

経常利益 338,634 263,246 △75,387 

四半期純利益 190,893 142,117 △48,775 

純資産 1,856,238 1,733,299 △122,939 

総資産 6,372,403 6,425,110 52,706 

第５期 

平成26年 12月期 

第３四半期 

営業利益 263,224 152,732 △110,491 

経常利益 493,145 382,653 △110,491 

四半期純利益 278,015 206,527 △71,488 

純資産 1,864,718 1,719,067 △145,651 

総資産 6,696,656 6,764,953 68,297 

第５期 

平成26年 12月期 

通期 

営業利益 369,406 233,138 △136,267 

経常利益 682,291 546,023 △136,267 

当期純利益 396,977 311,601 △85,375 

純資産 1,983,653 1,824,115 △159,538 

総資産 7,642,481 7,727,134 84,653 

第６期 

平成27年 12月期 

第１四半期 

営業利益 40,904 △26,596 △67,501 

経常利益 35,098 △32,403 △67,501 

四半期純利益 20,291 △25,379 △45,671 

純資産 1,925,325 1,720,115 △205,210 

総資産 7,737,149 7,826,373 89,223 

第６期 

平成27年12月期 

第２四半期 

営業利益 141,486 31,646 △109,840 

経常利益 524,450 414,609 △109,840 

四半期純利益 311,117 236,799 △74,317 

純資産 2,128,692 1,894,836 △233,856 

総資産 7,806,050 7,904,183 98,133 

第６期 

平成27年12月期 

第３四半期 

営業利益 270,872 116,602 △154,269 

経常利益 647,404 493,135 △154,269 

四半期純利益 250,063 145,684 △104,378 

純資産 1,993,628 1,752,223 △241,405 

総資産 8,678,185 8,784,843 106,657 

第６期 

平成27年12月期 

通期 

営業利益 322,848 114,372 △208,475 

経常利益 805,078 596,603 △208,475 

当期純利益 364,222 218,694 △145,528 

純資産 2,111,648 1,806,582 △305,066 

総資産 9,981,648 10,094,535 112,887 

 



（単位：千円） 

期間 項目 訂正前 訂正後 影響額 

第７期 

平成 28 年４月期 

通期 

売上高 4,505,295 4,497,297 △7,997 

営業利益 183,460 99,363 △84,096 

経常利益 543,933 459,836 △84,096 

親会社株主に帰属する当期純利益 420,567 365,126 △55,441 

純資産 2,443,444 2,082,936 △360,508 

総資産 10,475,970 10,629,189 153,219 

第８期 

平成 29 年４月期 

第１四半期 

売上高 3,474,917 3,511,676 36,758 

営業利益 49,407 15,619 △33,787 

経常利益 208,676 174,888 △33,787 

親会社株主に帰属する四半期純利益 138,232 114,921 △23,311 

純資産 2,534,961 2,151,142 △383,819 

総資産 10,537,378 10,689,562 152,184 

第８期 

平成 29 年４月期 

第２四半期 

売上高 7,043,394 7,051,392 7,997 

営業利益 237,259 121,009 △116,249 

経常利益 389,625 273,375 △116,249 

親会社株主に帰属する四半期純利益 257,950 179,983 △77,967 

純資産 2,660,132 2,221,657 △438,475 

総資産 11,121,595 11,314,745 193,150 

第８期 

平成 29 年４月期 

第３四半期 

売上高 10,686,618 10,694,616 7,997 

営業利益 400,711 231,022 △169,688 

経常利益 546,375 376,686 △169,688 

親会社株主に帰属する四半期純利益 361,853 248,466 △113,386 

純資産 2,717,104 2,243,210 △473,894 

総資産 10,876,763 11,081,326 204,563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【個別財務諸表】 

（単位：千円） 

期間 項目 訂正前 訂正後 影響額 

第３期 

平成 24 年 12 月期 

通期 

総資産 1,676,786 1,698,970 22,184 

第４期 

平成 25 年 12 月期 

通期 

総資産 1,911,205 1,959,343 48,138 

第５期 

平成 26 年 12 月期 

通期 

総資産 3,240,263 3,327,358 87,095 

第６期 

平成 27 年 12 月期 

通期 

総資産 5,017,765 5,154,994 137,229 

第７期 

平成 28 年４月期 

通期 

総資産 5,005,978 5,168,569 162,591 

 


