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2020年９月 30日 

各  位 

会 社 名 ハイアス・アンド・カンパニー株式会社 

代表者名 代 表 取 締 役 社 長 濵村 聖一 

 (コード番号：6192 東証第一部) 

問 合 せ 

責 任 者 

取 締 役 執 行 役 員 

経営支援本部副本部長 
中山 史章 

 (TEL.03-5747-9800) 

 

第16期有価証券報告書の提出、並びに過年度の有価証券報告書等、 

決算短信等の訂正に関するお知らせ 

 
当社は、2020年８月31日付「第16期有価証券報告書及び第17期第１四半期報告書の提出期限

延長に係る 承認に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、９月30日を期限として、第

16期有価証券報告書の提出期限の延長の承認を受けておりましたが、本日、同報告書を関東財

務局へ提出するとともに、下記のとおり過年度の有価証券報告書及び四半期報告書の訂正報告

書を提出いたしますのでお知らせいたします。 

また、下記のとおり過年度の決算短信及び四半期決算短信についても訂正いたします。 

株主、お取引先を始めとする関係者の皆様には、多大なるご心配とご迷惑をおかけしますこ

とを、心より深くお詫び申し上げます。 

記 

 

１. 訂正の経緯及び理由 

当社は、2020年７月28日付「当社における不適切な会計処理に係る特別調査委員会の設置 
に関するお知らせ」及び同年８月31日付「特別調査委員会の調査状況及び第三者委員会設置

に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、過去の費用計上に関して不適切な会計処

理が行われていた可能性について調査するために特別調査委員会を設置し、事実関係の有無

等について調査しておりましたが、特別調査委員会による調査によって、架空売上の疑義が

生じている旨の指摘を受けたため、より透明性の高い枠組みで深度ある調査をおこなうため

に、2020年８月31日付で当社から独立した中立・公正な社外委員のみで構成される第三者委

員会へ移行し、調査をおこなってきました。 
その後、2020年９月28日付「第三者委員会の中間調査報告書受領に関するお知らせ」及び

同年９月29日付「第三者委員会の中間調査報告書公表に関するお知らせ」にてお知らせした

とおり、第三者委員会から調査報告書（中間）を受領いたしました。調査の結果、2015年４

月期の売上高の一部は架空であり、当該取引に関する入金額はその後、別の虚偽の名目で当

社より支払われ、外部の協力者へ還流していたこと、またその他の取引においても、一部売

上高や売上原価その他の費用の計上について先送りや繰り延べ等があった、との報告を受け

ました。これに伴い、当社は、下記のとおり、過年度の有価証券届出書の訂正届出書並びに

有価証券報告書及び四半期報告書の訂正報告書を提出いたします。合わせて、過年度の決算

短信及び四半期決算短信も訂正いたします。 
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２. 今回提出する有価証券報告書等の訂正報告書 
（１）有価証券届出書 

2016年３月２日提出に係る有価証券届出書 
 
（２）有価証券報告書 

第12期（自 2015年５月１日 至 2016年４月30日） 
第13期（自 2016年５月１日 至 2017年４月30日） 
第14期（自 2017年５月１日 至 2018年４月30日） 
第15期（自 2018年５月１日 至 2019年４月30日） 

 
（３）四半期報告書 

第13期第１四半期（自 2016年５月１日 至 2016年７月31日） 
第13期第２四半期（自 2016年８月１日 至 2016年10月31日） 
第13期第３四半期（自 2016年11月１日 至 2017年１月31日） 

 
第14期第１四半期（自 2017年５月１日 至 2017年７月31日） 
第14期第２四半期（自 2017年８月１日 至 2017年10月31日） 
第14期第３四半期（自 2017年11月１日 至 2018年１月31日） 

 
第15期第１四半期（自 2018年５月１日 至 2018年７月31日） 
第15期第２四半期（自 2018年８月１日 至 2018年10月31日） 
第15期第３四半期（自 2018年11月１日 至 2019年１月31日） 

 
第16期第１四半期（自 2019年５月１日 至 2019年７月31日） 
第16期第２四半期（自 2019年８月１日 至 2019年10月31日） 
第16期第３四半期（自 2019年11月１日 至 2020年１月31日） 

 
３. 本日付で開示する訂正決算短信等 
（１）決算短信 

2016年４月期 決算短信［日本基準］（連結） 
2017年４月期 決算短信［日本基準］（連結） 
2018年４月期 決算短信［日本基準］（連結） 
2019年４月期 決算短信［日本基準］（連結） 
2020年４月期 決算短信［日本基準］（連結） 

 
（２）四半期決算短信 

2017年４月期第１四半期 決算短信［日本基準］（連結） 
2017年４月期第２四半期 決算短信［日本基準］（連結） 
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2017年４月期第３四半期 決算短信［日本基準］（連結） 
 

2018年４月期第１四半期 決算短信［日本基準］（連結） 
2018年４月期第２四半期 決算短信［日本基準］（連結） 
2018年４月期第３四半期 決算短信［日本基準］（連結） 

 
2019年４月期第１四半期 決算短信［日本基準］（連結） 
2019年４月期第２四半期 決算短信［日本基準］（連結） 
2019年４月期第３四半期 決算短信［日本基準］（連結） 

 
2020年４月期第１四半期 決算短信［日本基準］（連結） 
2020年４月期第２四半期 決算短信［日本基準］（連結） 
2020年４月期第３四半期 決算短信［日本基準］（連結） 

 
４. 訂正による連結業績への影響 
（１）連結業績への影響 

（単位：百万円） 
期間 項目 訂正前 

(A) 
訂正後 

(B) 
影響額 
（A-B） 

影響率 
(%) 

第11期から 
第16期までの 

累計 

売上高 28,530 28,501 △29 △0.1% 
営業利益 1,606 1,611 +4 0.3% 
経常利益 1,583 1,575 △8 △0.5% 
当期純利益 840 820 △20 △2.4% 

 
 

期間 項目 訂正前 
(A) 

訂正後 
(B) 

影響額 
（A-B） 

影響率 
(%) 

第11期 
(2015年４月期) 

通期 

売上高 2,686 2,669 △17 △0.6% 
営業利益 93 85 △8 △9.1% 
経常利益 98 89 △9 △9.4% 
当期純利益 47 38 △9 △19.5% 
総資産 985 981 △3 △0.3% 
純資産 314 305 △9 △3.0% 

第12期 
(2016年４月期) 

通期 

売上高 3,191 3,189 △2 △0.1% 
営業利益 243 251 +8 3.4% 
経常利益 228 231 +3 1.4% 
当期純利益 143 153 +9 6.7% 
総資産 1,537 1,543 +5 0.4% 
純資産 912 912 +0 0.0% 
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期間 項目 訂正前 
(A) 

訂正後 
(B) 

影響額 
（A-B） 

影響率 
(%) 

第13期 
(2017年４月期) 
第１四半期 

売上高 867 864 △2 △0.3% 
営業利益 △4 △18 △13 － 
経常利益 △4 △24 △20 － 
四半期純利益 △2 △17 △14 － 
総資産 1,546 1,542 △4 △0.3% 
純資産 940 926 △13 △1.5% 

第13期 
(2017年４月期) 
第２四半期 

売上高 1,933 1,913 △20 △1.0% 
営業利益 117 96 △20 △17.5% 
経常利益 118 90 △27 △23.3% 
四半期純利益 77 58 △19 △24.9% 
総資産 1,844 1,842 △1 △0.1% 
純資産 1,025 1,006 △19 △1.9% 

第13期 
(2017年４月期) 
第３四半期 

売上高 2,906 2,903 △2 △0.1% 
営業利益 194 185 △9 △4.7% 
経常利益 195 179 △16 △8.3% 
四半期純利益 119 107 △11 △9.4% 
総資産 1,717 1,718 +1 0.1% 
純資産 1,087 1,076 △10 △1.0% 

第13期 
(2017年４月期) 

通期 

売上高 3,971 3,968 △3 △0.1% 
営業利益 301 297 △3 △1.1% 
経常利益 303 292 △10 △3.5% 
当期純利益 185 176 △8 △4.9% 
総資産 1,905 1,905 △0 △0.0% 
純資産 1,163 1,155 △8 △0.7% 

第14期 
(2018年４月期) 
第１四半期 

売上高 1,112 1,112 △0 △0.0% 
営業利益 101 100 △0 △0.3% 
経常利益 102 101 △0 △0.3% 
四半期純利益 64 59 △5 △8.0% 
総資産 1,964 1,959 △5 △0.3% 
純資産 1,237 1,223 △13 △1.1% 

第14期 
(2018年４月期) 
第２四半期 

売上高 2,216 2,219 +2 0.1% 
営業利益 146 151 +4 3.4% 
経常利益 143 148 +4 3.5% 
四半期純利益 78 75 △2 △3.1% 
総資産 2,075 2,070 △4 △0.2% 
純資産 1,262 1,251 △10 △0.8% 
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期間 項目 訂正前 
(A) 

訂正後 
(B) 

影響額 
（A-B） 

影響率 
(%) 

第14期 
(2018年４月期) 
第３四半期 

売上高 3,323 3,322 △1 △0.0% 
営業利益 181 183 +1 1.0% 
経常利益 179 181 +1 1.0% 
四半期純利益 90 87 △3 △4.1% 
総資産 2,008 2,002 △5 △0.3% 
純資産 1,254 1,242 △12 △1.0% 

第14期 
(2018年４月期) 

通期 

売上高 4,659 4,660 +1 0.0% 
営業利益 358 365 +7 2.1% 
経常利益 355 363 +7 2.2% 
当期純利益 200 200 +0 0.2% 
総資産 2,542 2,540 △2 △0.1% 
純資産 1,039 1,031 △8 △0.8% 

第15期 
(2019年４月期) 
第１四半期 

売上高 1,261 1,262 +0 0.0% 
営業利益 12 14 +1 13.8% 
経常利益 13 15 +1 12.4% 
四半期純利益 △4 △3 +1 － 
総資産 2,777 2,777 +0 0.0% 
純資産 1,021 1,014 △7 △0.7% 

第15期 
(2019年４月期) 
第２四半期 

売上高 2,755 2,751 △3 △0.1% 
営業利益 132 134 +1 1.4% 
経常利益 132 134 +1 1.4% 
四半期純利益 64 65 +1 1.9% 
総資産 3,317 3,314 △2 △0.1% 
純資産 1,151 1,143 △7 △0.6% 

第15期 
(2019年４月期) 
第３四半期 

売上高 4,182 4,182 +0 0.0% 
営業利益 131 138 +7 5.8% 
経常利益 129 137 +7 5.9% 
四半期純利益 37 42 +5 14.4% 
総資産 3,190 3,188 △2 △0.1% 
純資産 1,152 1,149 △3 △0.3% 

第15期 
(2019年４月期) 

通期 

売上高 6,099 6,099 +0 0.0% 
営業利益 416 426 +9 2.4% 
経常利益 414 424 +9 2.4% 
当期純利益 240 234 △6 △2.5% 
総資産 3,876 3,864 △12 △0.3% 
純資産 1,360 1,347 △12 △0.9% 
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期間 項目 訂正前 
(A) 

訂正後 
(B) 

影響額 
（A-B） 

影響率 
(%) 

第16期 
(2020年４月期) 
第１四半期 

売上高 1,843 1,843 － － 
営業利益 △18 △17 +0 － 
経常利益 △19 △19 +0 － 
四半期純利益 △31 △31 +0 － 
総資産 3,793 3,777 △15 △0.4% 
純資産 1,303 1,282 △20 △1.6% 

第16期 
(2020年４月期) 
第２四半期 

売上高 4,007 4,007 － － 
営業利益 126 127 +1 1.3% 
経常利益 123 124 +1 1.4% 
四半期純利益 45 47 +1 2.5% 
総資産 4,103 4,096 △6 △0.2% 
純資産 1,380 1,364 △15 △1.1% 

第16期 
(2020年４月期) 
第３四半期 

売上高 5,972 5,969 △3 △0.1% 
営業利益 165 158 △6 △3.8% 
経常利益 160 154 △6 △3.9% 
四半期純利益 46 42 △4 △9.3% 
総資産 4,002 3,983 △19 △0.5% 
純資産 1,340 1,319 △21 △1.6% 

第16期 
(2020年４月期) 

通期 

売上高 7,921 7,913 △7 △0.1% 
営業利益 193 184 △9 △4.8% 
経常利益 183 174 △9 △5.0% 
当期純利益 23 17 △6 △26.2% 
総資産 3,917 3,898 △18 △0.5% 
純資産 1,311 1,291 △20 △1.5% 

 
（２）単体業績への影響 

（単位：百万円） 
期間 項目 訂正前 

(A) 
訂正後 

(B) 
影響額 
（A-B） 

影響率 
(%) 

第11期から 
第16期までの 

累計 

売上高 24,698 24,674 △24 △0.1% 
営業利益 1,385 1,395 +9 0.7% 
経常利益 1,445 1,442 △3 △0.2% 
当期純利益 896 880 △16 △1.8% 
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期間 項目 訂正前 
(A) 

訂正後 
(B) 

影響額 
（A-B） 

影響率 
(%) 

第11期 
(2015年４月期) 

通期 

売上高 2,645 2,628 △17 △0.7% 
営業利益 81 72 △8 △10.6% 
経常利益 88 78 △9 △10.5% 
当期純利益 37 27 △9 △25.0% 
総資産 1,006 1,003 △3 △0.3% 
純資産 351 342 △9 △2.6% 

第12期 
(2016年４月期) 

通期 

売上高 3,106 3,104 △2 △0.1% 
営業利益 240 247 +7 3.0% 
経常利益 224 226 +2 1.0% 
当期純利益 141 142 +1 1.1% 
総資産 1,550 1,549 △1 △0.1% 
純資産 947 939 △7 △0.8% 

第13期 
(2017年４月期) 

通期 

売上高 3,838 3,835 △2 △0.1% 
営業利益 276 273 △2 △0.8% 
経常利益 283 273 △9 △3.4% 
当期純利益 166 159 △6 △4.0% 
総資産 1,818 1,811 △6 △0.4% 
純資産 1,147 1,133 △14 △1.3% 

第14期 
(2018年４月期) 

通期 

売上高 4,341 4,342 +1 0.0% 
営業利益 317 325 +8 2.7% 
経常利益 317 326 +8 2.7% 
当期純利益 216 223 +6 2.8% 
総資産 2,421 2,419 △2 △0.1% 
純資産 1,052 1,044 △8 △0.8% 

第15期 
(2019年４月期) 

通期 

売上高 5,239 5,239 +0 0.0% 
営業利益 398 408 +9 2.5% 
経常利益 403 413 +9 2.4% 
当期純利益 279 275 △4 △1.5% 
総資産 3,556 3,544 △12 △0.3% 
純資産 1,400 1,387 △12 △0.9% 

第16期 
(2020年４月期) 

通期 

売上高 5,526 5,523 △3 △0.1% 
営業利益 72 67 △5 △7.1% 
経常利益 127 122 △5 △4.0% 
当期純利益 55 51 △3 △6.5% 
総資産 3,422 3,416 △6 △0.2% 
純資産 1,372 1,356 △16 △1.2% 

以上 


