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平成30年６月29日 

各  位 

会 社 名 株式会社エムケイシステム 

代表者名 代 表 取 締 役 社 長 三宅 登 

（コード番号：3910 東証JASDAQ  ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ） 

問合せ先 取締役経営企画室長 筒井 努 

(TEL. 03-6895-3700) 

 

 

過年度に係る有価証券報告書等の訂正報告書の提出及び 

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30年６月19日付の「過年度のライセンス費用の追加支払い、それに伴う過年度決

算の遡及修正及び特別損失の発生に関するお知らせ」にてお知らせしました通り、本日、下記の

通り、過年度に係る有価証券届出書及び有価証券報告書等の訂正報告書を近畿財務局に提出する

とともに、過年度に係る決算短信等についても一部訂正を行い、その内容を開示いたしましたの

でお知らせいたします。 

 
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30年６月19日公表の「過年度のライセンス費

用の追加支払い、それに伴う過年度決算の遡及修正及び特別損失の発生に関するお知ら

せ」をご参照下さい。 

 

２．近畿財務局に提出した有価証券届出書の訂正報告書及び有価証券報告書の訂正報告書等 

  ・有価証券届出書（新規公開時） 

・有価証券報告書 

    第27期 （自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日） 

    第28期 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） 

    第29期 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） 

・四半期報告書 

    第28期 第１四半期（自 平成27年４月１日 至 平成27年６月30日） 

    第28期 第２四半期（自 平成27年７月１日 至 平成27年９月30日） 

    第28期 第３四半期（自 平成27年10月１日 至 平成27年12月31日） 

    第29期 第１四半期（自 平成28年４月１日 至 平成28年６月30日） 

    第29期 第２四半期（自 平成28年７月１日 至 平成28年９月30日） 

    第29期 第３四半期（自 平成28年10月１日 至 平成28年12月31日） 

    第30期 第１四半期（自 平成29年４月１日 至 平成29年６月30日） 

    第30期 第２四半期（自 平成29年７月１日 至 平成29年９月30日） 

    第30期 第３四半期（自 平成29年10月１日 至 平成29年12月31日） 
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３．訂正した決算短信等 

・決算短信 

    平成27年３月期  決算短信〔日本基準〕（非連結） 

    平成28年３月期  決算短信〔日本基準〕（非連結） 

    平成29年３月期  決算短信〔日本基準〕（連結） 

    平成30年３月期  決算短信〔日本基準〕（連結） 

・四半期短信 

    平成28年３月期  第１四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 

    平成28年３月期  第２四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 

    平成28年３月期  第３四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 

    平成29年３月期  第１四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 

    平成29年３月期  第２四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 

    平成29年３月期  第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

    平成30年３月期  第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

    平成30年３月期  第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

    平成30年３月期  第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

 

２．本件による影響額 

    ・連結財務諸表及び四半期連結財務諸表への影響 

（単位：千円） 

期 項目 修正前(A) 修正後(B) 修正額（B-A） 

平成29年３月期 

第３四半期累計

期間 

※１ 

連結売上高 998,202 998,202 － 

営業利益 230,245 152,707 △77,538 

経常利益 230,301 152,762 △77,538 

親会社株主に帰

属する四半期純

利益 

149,125 95,298 △53,826 

総資産 1,633,934 1,746,089 112,155 

純資産 1,095,203 869,286 △225,916 

平成29年３月期 

通期 

連結売上高 1,600,787 1,600,787 － 

営業利益 414,800 309,422 △105,378 

経常利益 413,900 308,521 △105,378 

親会社株主に帰

属する当期純利

益 

259,496 186,342 △73,153 

総資産 1,932,621 2,050,674 118,052 

純資産 1,220,042 974,799 △245,243 

平成30年３月期 

第１四半期累計

期間 

連結売上高 395,562 395,562 － 

営業利益 45,213 17,032 △28,181 

経常利益 45,505 17,324 △28,181 

親会社株主に帰

属する四半期純

利益 

33,999 14,436 △19,563 

総資産 1,817,871 1,949,651 131,780 

純資産 1,197,271 932,465 △264,806 

平成30年３月期 

第２四半期累計

期間 

連結売上高 924,747 924,747 － 

営業利益 202,297 144,762 △57,534 

経常利益 202,232 144,697 △57,534 

親会社株主に帰

属する四半期純

利益 

130,787 90,847 △39,940 

総資産 1,947,190 2,085,229 138,038 

純資産 1,299,778 1,041,595 △258,183 
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期 項目 修正前(A) 修正後(B) 修正額（B-A） 

平成30年３月期 

第３四半期累計

期間 

連結売上高 1,371,869 1,371,869 － 

営業利益 289,492 204,845 △84,647 

経常利益 288,828 204,180 △84,647 

親会社株主に帰

属する四半期純

利益 

187,807 128,844 △58,962 

総資産 1,937,803 2,082,571 144,767 

純資産 1,355,897 1,051,692 △304,205 

平成30年３月期 

通期 

※２ 

連結売上高 1,887,269 1,887,269 － 

営業利益 417,290 314,149 △103,141 

経常利益 421,117 317,975 △103,141 

親会社株主に帰

属する当期純利

益 

276,225 204,425 △71,800 

総資産 2,029,551 2,178,320 148,768 

純資産 1,453,272 1,136,229 △317,043 

※１ 当社は平成29年３月期第３四半期より連結財務諸表を作成しております。 

※２ 平成30年３月期の修正前の金額は、平成30年５月７日付で開示した「平成30年３月期決算

短信」の金額であります。有価証券報告書は本日平成30年６月29日、修正後の金額にて近

畿財務局へ提出しております。 

   

・財務諸表及び四半期財務諸表への影響 

（単位：千円） 

期 項目 修正前(A) 修正後(B) 修正額（B-A） 

平成25年３月期 

売上高 559,686 559,686 － 

営業利益 121,263 103,928 △17,335 

経常利益 118,050 100,714 △17,335 

当期純利益 116,420 99,084 △17,335 

総資産 368,787 368,787 － 

純資産 151,716 134,381 △17,335 

平成26年３月期 

売上高 674,002 674,002 － 

営業利益 181,815 119,992 △61,822 

経常利益 177,972 116,149 △61,822 

当期純利益 123,959 91,076 △32,882 

総資産 572,314 601,254 28,940 

純資産 292,675 242,458 △50,217 

平成27年３月期 

売上高 754,026 754,026 － 

営業利益 214,270 137,227 △77,042 

経常利益 196,688 119,645 △77,042 

当期純利益 127,528 71,842 △55,686 

総資産 989,833 1,040,129 50,296 

純資産 745,424 639,520 △105,903 

平成28年３月期 

第１四半期累計

期間 

※１ 

売上高 216,518 216,518 － 

営業利益 68,250 46,591 △21,658 

経常利益 67,854 46,195 △21,658 

四半期純利益 43,364 28,715 △14,649 

総資産 952,182 1,012,598 60,415 

純資産 762,298 641,745 △120,553 

平成28年３月期 

第２四半期累計

期間 

売上高 424,431 424,431 － 

営業利益 134,219 89,683 △44,535 

経常利益 133,488 88,953 △44,535 

四半期純利益 85,809 55,654 △30,154 

総資産 1,006,612 1,074,276 67,663 

純資産 804,744 668,685 △136,058 
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期 項目 修正前(A) 修正後(B) 修正額（B-A） 

平成28年３月期 

第３四半期累計

期間 

売上高 693,824 693,824 － 

営業利益 214,047 146,365 △67,681 

経常利益 213,033 145,352 △67,681 

四半期純利益 137,646 91,802 △45,843 

総資産 1,072,609 1,145,854 73,244 

純資産 856,580 704,833 △151,747 

平成28年３月期 

売上高 988,148 988,148 － 

営業利益 319,010 227,314 △91,695 

経常利益 317,286 225,591 △91,695 

当期純利益 206,185 140,000 △66,185 

総資産 1,159,861 1,235,668 75,806 

純資産 925,120 753,031 △172,089 

平成29年３月期 

第１四半期累計

期間 

売上高 264,524 264,524 － 

営業利益 71,345 46,458 △24,886 

経常利益 70,996 46,109 △24,886 

四半期純利益 47,763 30,487 △17,276 

総資産 1,124,514 1,216,405 91,891 

純資産 940,849 751,483 △189,365 

平成29年３月期 

第２四半期累計

期間 

※２ 

売上高 539,107 539,107 － 

営業利益 158,916 108,189 △50,727 

経常利益 159,307 108,579 △50,727 

四半期純利益 107,695 72,480 △35,215 

総資産 1,212,387 1,315,488 103,100 

純資産 1,000,780 793,476 △207,304 

平成29年３月期 

売上高 1,196,330 1,196,330 － 

営業利益 365,121 259,743 △105,378 

経常利益 365,247 259,868 △105,378 

当期純利益 255,169 182,015 △73,153 

総資産 1,570,123 1,688,176 118,052 

純資産 1,153,474 908,231 △245,243 

平成30年３月期 

※３ 

売上高 1,309,470 1,309,470 － 

営業利益 418,195 315,054 △103,141 

経常利益 420,273 317,132 △103,141 

当期純利益 297,216 225,416 △71,800 

総資産 1,730,478 1,879,247 148,768 

純資産 1,398,940 1,081,897 △317,043 

※１  当社は、平成28年３月期第１四半期より四半期財務諸表を作成しております。 

※２  当社は、平成29年３月期第３四半期より四半期連結財務諸表を作成しております。 

※３  平成30年３月期の修正前の金額は、平成30年５月７日付で開示した「平成30年３月期決

算短信」の金額であります。有価証券報告書は本日平成30年６月29日、修正後の金額に

て近畿財務局へ提出しております。 

 

 

 

 

以上 


