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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および 

過年度決算短信等の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長に提出いたしま

した。また、過年度訂正決算短信等につきまし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。 

 

株主、投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様にはご迷惑とご心配をおかけしておりますことを深くお

詫び申し上げます。 

 

記 

 

１． 訂正の経緯および理由 

当社は、平成 30 年３月期の決算作業の過程におきまして、当社連結子会社である地盤ネット株

式会社において不適切な会計処理がなされている疑義が生じました。そのため、平成 30 年５月 23

日付「平成 30 年３月期決算短信の訂正の可能性に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたと

おり、外部の弁護士を加えた社内調査委員会を設置し本件の事実関係等について徹底した調査を行

ってまいりました。その結果、売上計上を目的として期末日までに納品の実態が存しないにもかか

わらず、実際には納品がなされたかのように仮装され売上が計上されていることが確認されました。 

当社は、平成 30年６月 29日付「社内調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」にてお知

らせいたしましたとおり、社内調査委員会より本件の不適切な会計処理に係る調査報告書を受領し、

不適切な会計処理の事実関係等およびその原因についての報告並びに再発防止策の提言を受けま

した。 

これを受けて、当社は影響のある過年度の決算を訂正するとともに、平成 29 年３月期の有価証

券報告書並びに平成 30年３月期第１四半期から平成 30年３月期第３四半期までの四半期報告書に

ついて、訂正報告書を平成 30 年７月 31 日付で提出するとともに、平成 29年３月期並びに平成 30

年３月期の決算短信および平成 30年３月期第１四半期から平成 30年３月期第３四半期までの四半

期決算短信の訂正開示を行うこととなりました。 

  

 

  



 

 

２． 本日提出する訂正有価証券報告書等 

平成 29年３月期（第９期） 

 有価証券報告書  （自 平成 28年４月１日 至 平成 29年３月 31日） 

 

平成 30年３月期（第 10期） 

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

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

 第３四半期報告書 （自 平成 29年 10月１日 至 平成 29年 12月 31日） 

 

３． 本日開示した訂正決算短信等 

平成 29年３月期（第９期） 

 決算短信     （自 平成 28年４月１日 至 平成 29年３月 31日） 

  

 

平成 30年３月期（第 10期） 

 第１四半期決算短信（自 平成 29年４月１日 至 平成 29年６月 30日） 

 第２四半期決算短信（自 平成 29年７月１日 至 平成 29年９月 30日） 

 第３四半期決算短信（自 平成 29年 10月１日 至 平成 29年 12月 31日） 

決算短信     （自 平成 29年４月１日 至 平成 30年３月 31日） 

  



 

 

４． 訂正による過年度業績への影響額 

【連結財務諸表】 

  （単位：千円） 

期間 項目 
訂正前 

（Ａ） 

訂正後 

（Ｂ） 

影響額 

（Ｂ－Ａ） 

増減率 

（％） 

第９期 

平成 29年３月期 

通期 

売上高 2,714,493 2,704,743 △9,750 △0.36 

営業利益 236,146 233,685 △2,460 △1.04 

経常利益 237,311 234,850 △2,460 △1.04 

親会社株主に帰属

する当期純利益 
177,845 176,149 △1,695 △0.95 

総資産 1,851,420 1,848,057 △3,362 △0.18 

純資産 1,498,603 1,496,908 △1,695 △0.11 

第 10期 

平成 30年３月期 

第１四半期 

売上高 686,910 681,860 △5,050 △0.74 

営業利益 23,311 19,942 △3,368 △14.45 

経常利益 22,949 19,580 △3,368 △14.68 

親会社株主に帰属

する当期純利益 
11,696 9,456 △2,239 △19.15 

総資産 1,695,335 1,688,199 △7,135 △0.42 

純資産 1,337,814 1,333,879 △3,935 △0.29 

第 10期 

平成 30年３月期 

第２四半期 

売上高 1,405,525 1,354,461 △51,064 △3.63 

営業利益 87,917 66,670 △21,247 △24.17 

経常利益 88,080 66,832 △21,247 △24.12 

親会社株主に帰属

する当期純利益 
64,782 50,266 △14,516 △22.41 

総資産 1,765,234 1,748,473 △16,761 △0.95 

純資産 1,447,647 1,431,435 △16,212 △1.12 

第 10期 

平成 30年３月期 

第３四半期 

売上高 2,079,856 2,048,261 △31,595 △1.52 

営業利益 87,247 70,665 △16,582 △19.01 

経常利益 81,868 65,286 △16,582 △20.25 

親会社株主に帰属

する当期純利益 
59,699 48,037 △11,661 △19.53 

総資産 1,739,161 1,716,688 △22,472 △1.29 

純資産 1,442,674 1,429,317 △13,356 △0.93 

第 10期 

平成 30年３月期 

通期 

売上高 2,721,061 2,673,288 △47,772 △1.76 

営業利益 98,486 79,459 △19,026 △19.32 

経常利益 93,490 74,463 △19,026 △20.35 

親会社株主に帰属

する当期純利益 
85,618 67,691 △17,927 △20.94 

総資産 1,733,129 1,709,059 △24,070 △1.39 

純資産 1,468,547 1,448,925 △19,622 △1.34 

 

  



 

 

 

【個別財務諸表】 

  （単位：千円） 

期間 項目 
訂正前 

（Ａ） 

訂正後 

（Ｂ） 

影響額 

（Ｂ－Ａ） 

増減率 

（％） 

第９期 

平成 29年３月期 

通期 

売上高 674,122 673,147 △975 △0.14 

営業利益 154,993 154,030 △962 △0.62 

経常利益 155,545 154,583 △962 △0.62 

当期純利益 106,300 105,650 △650 △0.61 

総資産 1,399,506 1,398,453 △1,053 △0.08 

純資産 1,294,719 1,294,069 △650 △0.05 

 

 

以上 

  


