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過年度の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一部訂正に関するお知らせ 
  

当社は、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す。

また、過年度訂正決算短信等についても本日開示いたしましたので、併せてお知らせいたします。 
なお、訂正後の財務諸表等につきましては、優成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 

訂正の経緯及び理由につきましては、平成 29 年７月 28 日付「第三者委員会の調査報告書の受領

に関するお知らせ」をご参照ください。 

 
２． 本日提出する訂正有価証券報告書等 

平成 28 年３月期（第 34 期） 
有価証券報告書 （自 平成 27 年４月１日 至 平成 28 年３月 31 日） 
 

平成 29 年３月期（第 35 期） 
第１四半期報告書 （自 平成 28 年４月１日  至 平成 28 年６月 30 日） 
第２四半期報告書 （自 平成 28 年７月１日  至 平成 28 年９月 30 日） 
第３四半期報告書 （自 平成 28 年 10 月１日 至 平成 28 年 12 月 31 日） 
 

３． 本日開示した訂正決算短信等 
平成 28 年３月期（第 34 期） 

決算短信 （自 平成 27 年４月１日 至 平成 28 年３月 31 日） 
 

平成 29 年３月期（第 35 期） 
第１四半期決算短信 （自 平成 28 年４月１日  至 平成 28 年６月 30 日） 
第２四半期決算短信 （自 平成 28 年７月１日  至 平成 28 年９月 30 日） 
第３四半期決算短信 （自 平成 28 年 10 月１日 至 平成 28 年 12 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 34 期 
平成 28 年３月期 

通期 

売上高 4,706,583 4,706,583 ―

営業利益 138,701 184,502 45,801
経常利益 139,740 163,940 24,199
親会社株主に帰属

する当期純利益 
56,328 65,465 9,136

純資産 1,046,888 1,056,024 9,136
総資産 2,506,163 2,535,438 29,274

第 35 期 
平成 29 年３月期 

第１四半期 

売上高 1,116,144 1,102,702 △13,441
営業利益 △9,760 △11,203 △1,442
経常利益 △14,959 △29,372 △14,412
親会社株主に帰属

する四半期純利益 
△22,583 △35,019 △12,435

純資産 1,026,339 1,020,428 △5,910
総資産 2,158,477 2,180,249 21,771

第 35 期 
平成 29 年３月期 

第２四半期 

売上高 2,350,340 2,308,959 △41,381
営業利益 △6,258 △732 5,526
経常利益 △18,772 △65,218 △46,445
親会社株主に帰属

する四半期純利益 
△30,061 △60,539 △30,478

純資産 1,048,445 1,027,103 △21,341
総資産 2,369,582 2,399,182 29,600

第 35 期 
平成 29 年３月期 

第３四半期 

売上高 4,637,043 4,425,883 △211,160
営業利益 1,309 1,790 480
経常利益 △18,513 △76,710 △58,197
親会社株主に帰属

する四半期純利益 
△35,199 △71,991 △36,791

純資産 1,057,080 1,029,424 △27,655
総資産 2,570,913 2,579,064 8,151

 


