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2019年６月26日 

各 位 

会 社 名 日本フォームサービス株式会社 

代表者名 代表取締役社長 山下岳英 

(コード番号 7869) 

問合せ先 経営企画室長  山下宗吾 

(TEL 03-3636-0011) 

 

 

2019年９月期第２四半期報告書及び四半期決算短信の提出並びに 

過年度の有価証券報告書等、決算短信等の訂正のお知らせ 

 

当社は、2019年６月21日付け「第三者委員会の最終報告書受領に関するお知らせ」にて記載の通

り、第三者委員会による調査が終了し、同委員会より調査報告書を受領いたしました。 

この調査結果を踏まえ、本日、2019年９月第２四半期報告書と過年度の有価証券報告書等の訂正

報告書を関東財務局に提出いたしました。加えて、2019年第２四半期決算短信と過年度の訂正決算

短信等を公表いたしますので、下記の通りお知らせいたします。 

 

記 

 

１．訂正の理由及び経緯 

当社は、四半期決算期末後遅くとも45日での開示に向けて決算作業を進めてまいりましたが、

2019年４月５日に開示いたしました「第三者委員会設置に関するお知らせ」に記載のとおり、外

部からの指摘により、当社において会計処理に問題があるとの疑義が生じました。これを受け、

2019年４月５日開催の取締役会において第三者委員会の設置を決議し、事実関係の調査を行いまし

た。 

当社は、2019年６月12日に調査委員会より中間報告書を、2019年６月21日に最終報告書を受領しま

したが、2019年６月21日付け「2019年９月期第２四半期報告書の期限までの提出遅延及び当社株式の

監理銘柄（確認中）指定の見込みに関するお知らせ」に記載の通り、過年度決算訂正作業に時間を要

したものの、本日、調査委員会の調査結果を踏まえ、不適切な会計処理の影響のある過年度の決算を

訂正するとともに、2014年９月期から2018年９月期までの有価証券報告書の訂正報告書、及び2016年

９月期第３四半期から2019年９月期第１四半期までの四半期報告書の訂正報告書を提出し、併せて決

算短信等の訂正について公表いたします。 

 

 

２．本日提出した四半期報告書及び過年度の有価証券報告書等の訂正報告書 

①本日提出した四半期報告書 

第63期（2019年９月期）第２四半期報告書 

 

②過年度の有価証券報告書等の訂正報告書 

第58期（2014年９月期）有価証券報告書 

第59期（2015年９月期）有価証券報告書 

第60期（2016年９月期）第３四半期報告書 

第60期（2016年９月期）有価証券報告書 

第61期（2017年９月期）第１四半期報告書 
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第61期（2017年９月期）第２四半期報告書 

第61期（2017年９月期）第３四半期報告書 

第61期（2017年９月期）有価証券報告書 

第62期（2018年９月期）第１四半期報告書 

第62期（2018年９月期）第２四半期報告書 

第62期（2018年９月期）第３四半期報告書 

第62期（2018年９月期）有価証券報告書 

第63期（2019年９月期）第１四半期報告書 

 

 

３．本日公表する四半期決算短信及び過年度の決算短信等の訂正 

①本日公表する四半期決算短信 

2019年９月期第２四半期決算短信 

 

②過年度の決算短信等の訂正 

2014年９月期決算短信 

2015年９月期決算短信 

2016年９月期第３四半期決算短信 

2016年９月期決算短信 

2017年９月期第１四半期決算短信 

2017年９月期第２四半期決算短信 

2017年９月期第３四半期決算短信 

2017年９月期決算短信 

2018年９月期第１四半期決算短信 

2018年９月期第２四半期決算短信 

2018年９月期第３四半期決算短信 

2018年９月期決算短信 

2019年９月期第１四半期決算短信 
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４．訂正による過年度業績への影響 

今回の訂正に伴う業績への影響額の概要は、以下の通りです。 

 

【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58期 

(2014年９月期) 

通期 

売上高 3,606,741 3,606,741 ― ― 

営業利益 111,624 116,383 4,759 4.3% 

経常利益 152,227 156,987 4,759 3.1% 

当期純利益 85,956 89,588 3,631 4.2% 

総資産 4,999,692 4,918,121 △81,571 △1.6% 

純資産 3,059,529 2,974,549 △84,979 △2.8% 

第59期 

(2015年９月期) 

通期 

売上高 3,567,234 3,518,388 △48,846 △1.4% 

営業利益 31,764 △25,352 △57,116 △179.8% 

経常利益 70,432 13,316 △57,116 △81.1% 

当期純利益 44,682 △21,106 △65,788 △147.2% 

総資産 5,169,008 5,020,226 △148,782 △2.9% 

純資産 3,086,353 2,935,585 △150,768 △4.9% 

第60期 

(2016年９月期) 

第３四半期 

売上高 2,041,744 2,083,065 41,320 2.0% 

営業利益 △154,020 △141,260 12,760 △8.3% 

経常利益 △108,608 △98,447 10,160 △9.4% 

親会社株主に帰属

する四半期純利益 
△110,215 △103,817 6,398 △5.8% 

総資産 4,771,961 4,631,482 △140,479 △2.9% 

純資産 2,954,324 2,809,954 △144,370 △4.9% 

第60期 

(2016年９月期) 

通期 

売上高 3,043,188 3,011,968 △31,219 △1.0% 

営業利益 △33,611 △128,388 △94,776 282.0% 

経常利益 23,086 △74,295 △97,381 △421.8% 

親会社株主に帰属

する当期純利益 
6,145 △796,223 △802,369 △13055.6% 

総資産 5,078,425 4,131,007 △947,418 △18.7% 

純資産 3,071,084 2,117,947 △953,137 △31.0% 

第61期 

(2017年９月期) 

第１四半期 

売上高 648,657 653,410 4,752 0.7% 

営業利益 △79,148 △45,718 33,430 △42.2% 

経常利益 △64,660 △31,225 33,435 △51.7% 

親会社株主に帰属

する四半期純利益 
△66,881 △32,542 34,339 △51.3% 

総資産 4,812,143 3,895,200 △916,943 △19.1% 

純資産 2,989,521 2,070,722 △918,798 △30.7% 

第61期 

(2017年９月期) 

第２四半期 

売上高 1,534,785 1,620,324 85,539 5.6% 

営業利益 △39,844 44,446 84,290 △211.5% 

経常利益 12,043 96,339 84,295 699.9% 

親会社株主に帰属

する四半期純利益 
△17,816 93,233 111,049 △623.3% 

総資産 4,947,050 4,134,928 △812,122 △16.4% 

純資産 3,038,937 2,196,849 △842,087 △27.7% 
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期間 項目 
訂正前 

(A) 

訂正後 

(B) 

影響額 

(B-A) 

増減率 

(％) 

第61期 

(2017年９月期) 

第３四半期 

売上高 2,047,004 2,041,826 △5,178 △0.3% 

営業利益 △59,620 △163,515 △103,894 174.3% 

経常利益 15,617 △88,271 △103,889 △665.2% 

親会社株主に帰属

する四半期純利益 
△16,443 △91,609 △75,165 457.1% 

総資産 4,667,716 3,826,658 △841,057 △18.0% 

純資産 3,041,960 2,013,657 △1,028,303 △33.8% 

第61期 

(2017年９月期) 

通期 

売上高 2,748,824 2,707,589 △41,235 △1.5% 

営業利益 △90,522 △219,342 △128,819 142.3% 

経常利益 4,871 △124,893 △129,765 △2663.9% 

親会社株主に帰属

する当期純利益 
△23,487 △134,859 △111,372 474.2% 

総資産 4,652,528 3,785,332 △867,195 △18.6% 

純資産 3,035,697 1,971,187 △1,064,510 △35.1% 

第62期 

(2018年９月期) 

第１四半期 

売上高 705,535 745,394 39,858 5.6% 

営業利益 △63,598 △30,807 32,791 △51.6% 

経常利益 △45,062 △12,271 32,791 △72.8% 

親会社株主に帰属

する四半期純利益 
△48,726 △13,122 35,604 △73.1% 

総資産 4,715,999 3,808,946 △907,053 △19.2% 

純資産 2,976,404 1,947,498 △1,027,331 △34.5% 

第62期 

(2018年９月期) 

第２四半期 

売上高 1,667,805 1,748,038 80,233 4.8% 

営業利益 △36,138 54,727 90,865 △251.4% 

経常利益 7,239 95,606 88,367 1220.71% 

親会社株主に帰属

する四半期純利益 
103 89,787 89,684 87071.84% 

総資産 4,786,070 3,930,571 △855,499 △17.9% 

純資産 3,021,537 2,046,710 △974,826 △32.3% 

第62期 

(2018年９月期) 

第３四半期 

売上高 2,193,477 2,305,678 112,201 5.1% 

営業利益 △132,251 2,632 134,884 △102.0% 

経常利益 △69,372 63,012 132,384 △190.8% 

親会社株主に帰属

する四半期純利益 
△49,776 73,878 123,655 △248.4% 

総資産 4,495,439 3,653,958 △841,481 △18.7% 

純資産 2,955,282 2,014,427 △940,854 △31.8% 

第62期 

(2018年９月期) 

通期 

売上高 2,771,995 2,936,520 164,525 5.9% 

営業利益 △135,557 △74,742 60,815 △44.9% 

経常利益 △34,475 6,499 40,975 △118.9% 

親会社株主に帰属

する当期純利益 
△623,286 15,537 638,824 △102.5% 

総資産 4,001,233 3,636,965 △364,268 △9.1% 

純資産 2,382,173 1,956,487 △425,685 △17.9% 

第63期 

(2019年９月期) 

第１四半期 

売上高 685,867 669,837 △16,030 △2.3% 

営業利益 △40,194 4,484 44,678 △111.2% 

経常利益 △36,223 8,455 44,678 △123.3% 

親会社株主に帰属

する四半期純利益 
△39,824 6,649 46,473 △116.7% 

総資産 4,034,934 3,711,888 △323,046 △8.0% 

純資産 2,321,041 1,941,829 △379,211 △16.3% 
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【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58期 

(2014年９月期) 

通期 

売上高 3,574,421 3,574,421 ― ― 

営業利益 110,482 115,241 4,759 4.3% 

経常利益 154,422 159,181 4,759 3.1% 

当期純利益 93,018 96,649 3,631 3.9% 

総資産 4,908,346 4,826,775 △81,571 △1.7% 

純資産 3,024,598 2,939,619 △84,979 △2.8% 

第59期 

(2015年９月期) 

通期 

売上高 3,498,131 3,449,285 △48,846 △1.4% 

営業利益 16,755 △40,360 △57,116 △340.9% 

経常利益 57,415 299 △57,116 △99.5% 

当期純利益 34,282 △31,506 △65,788 △191.9% 

総資産 5,064,064 4,915,282 △148,782 △2.9% 

純資産 3,041,023 2,890,254 △150,768 △5.0% 

第60期 

(2016年９月期) 

通期 

売上高 2,966,577 2,920,357 △46,219 △1.6% 

営業利益 △45,739 △153,288 △107,549 235.1% 

経常利益 13,513 △96,640 △110,154 △815.2% 

当期純利益 1,175 △813,965 △815,141 △69321.3% 

総資産 4,962,025 4,001,835 △960,190 △19.4% 

純資産 3,020,784 2,054,874 △965,909 △32.0% 

第61期 

(2017年９月期) 

通期 

売上高 2,601,236 2,589,180 △12,055 △0.5% 

営業利益 △96,210 △210,030 △113,819 118.3% 

経常利益 1,325 △113,439 △114,765 △8655.7% 

当期純利益 △26,131 △122,504 △96,372 368.8% 

総資産 4,500,652 3,567,505 △933,147 △20.7% 

純資産 2,982,752 1,920,470 △1,062,282 △35.6% 

第62期 

(2018年９月期) 

通期 

売上高 2,470,125 2,564,430 94,305 3.8% 

営業利益 △100,633 △93,085 7,547 △7.5% 

経常利益 6,820 △5,472 △12,292 △180.2% 

当期純利益 △581,835 △25,021 556,813 △95.7% 

総資産 3,921,665 3,478,214 △443,451 △11.3% 

純資産 2,370,680 1,865,211 △505,468 △21.3% 

 

 

 

５．今後公表する過年度の四半期報告書の訂正 

 作業が完了次第提出する予定です。 

 第58期（2014年９月期）第１四半期報告書 

第58期（2014年９月期）第２四半期報告書 

第58期（2014年９月期）第３四半期報告書 

第59期（2015年９月期）第１四半期報告書 

第59期（2015年９月期）第２四半期報告書 

第59期（2015年９月期）第３四半期報告書 

第60期（2016年９月期）第１四半期報告書 

第60期（2016年９月期）第２四半期報告書 

 

６．今後公表する過年度の四半期決算短信の訂正 

 作業が完了次第提出する予定です。 

 2014年９月期第１四半期決算短信 

2014年９月期第２四半期決算短信 
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2014年９月期第３四半期決算短信 

2015年９月期第１四半期決算短信 

2015年９月期第２四半期決算短信 

2015年９月期第３四半期決算短信 

2016年９月期第１四半期決算短信 

2016年９月期第２四半期決算短信 

以上 


