
                                          

平成 26年２月６日 

各  位 

会 社 名 株式会社エル・シー・エーホールディングス 

代表者名 代表取締役社長 笹部 高廣 

 （コード：4798 東証第二部） 

問合せ先 取締役 田中 英男 

   （ＴＥＬ（ＩＲ専用）：03-3539-2587） 

 

過年度に係る有価証券報告書等の訂正報告書等の提出 

および平成 26年５月期第２四半期報告書の提出について 

 

当社は、平成 25年 12月 27 日付「関東財務局長命令による訂正報告書等の提出についてのお知らせ」 

でお知らせしましたとおり、過去に公表いたしました有価証券報告書等の訂正作業を進めてまいりまし

たが、本日、下記のとおり過年度の有価証券報告書および四半期報告書の訂正報告書ならびに有価証券

届出書の訂正届出書を再提出いたしましたので、お知らせいたします。 

 なお、訂正後の有価証券報告書等につきましては、監査法人アリアによる監査を受けており、改めて

監査報告書等を添付しております。 

 本訂正に係る過年度の決算短信等の訂正については、今後、速やかに開示してまいります。 

 

 また、本日が上場廃止基準における上場維持のための提出期限でありました、平成 26 年５月期第２四

半期の四半期報告書の提出も完了いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．本日提出した訂正報告書等 

 

 有価証券報告書 第 45期（自 平成 20年５月 21日 至 平成 21年５月 20日） 

         第 46期（自 平成 21年５月 21日 至 平成 22年５月 20日） 

         第 47期（自 平成 22年５月 21日 至 平成 23年５月 20日） 

         第 48期（自 平成 23年５月 21日 至 平成 24年５月 20日） 

         第 49期（自 平成 24年５月 21日 至 平成 25年５月 20日） 

 

 四半期報告書  第 47期第３四半期（自 平成 22年 11月 21日 至 平成 23年 ２月 20日） 

         第 48期第１四半期（自 平成 23年 ５月 21日 至 平成 23年 ８月 20日） 

         第 48期第２四半期（自 平成 23年 ８月 21日 至 平成 23年 11月 20日） 

         第 48期第３四半期（自 平成 23年 11月 21日 至 平成 24年 ２月 20日） 

         第 49期第１四半期（自 平成 24年 ５月 21日 至 平成 24年 ８月 20日） 

         第 49期第２四半期（自 平成 24年 ８月 21日 至 平成 24年 11月 20日） 

         第 49期第３四半期（自 平成 24年 11月 21日 至 平成 25年 ２月 20日） 

         第 50期第１四半期（自 平成 25年 ５月 21日 至 平成 25年 ８月 20日） 

 

 

 



                                          

          なお、平成 25年 12月 19日付の関東財務局からの訂正命令には、上記の他、 

第 47期第２四半期（自 平成 22年８月 20日 至 平成 22年 11月 20日）の 

四半期報告書も含まれておりますが、既に縦覧期間が終了しており、システム上 

の問題から、本日は提出しておりません。本件については、システム上の問題で 

あり、本日の未提出については問題ない旨、関東財務局に確認済みです。 

 

また、訂正命令はでていない、 

         第 46期第１四半期（自 平成 21年 ５月 21日 至 平成 21年 ８月 20日） 

         第 46期第２四半期（自 平成 21年 ８月 21日 至 平成 21年 11月 20日） 

         第 46期第３四半期（自 平成 21年 11月 21日 至 平成 22年 ２月 20日） 

         第 47期第１四半期（自 平成 22年 ５月 21日 至 平成 22年 ８月 20日） 

の四半期報告書の訂正報告書も提出予定ですが、いずれも同じく縦覧期間が終了

しており、システム上の問題から、本日は提出しておりません。 

これらにつきましては、今後、速やかに提出する予定です。 

 

有価証券届出書 平成 21年４月 28日付 有価証券届出書（組込方式）（様式） 

平成 21年７月 15日付 有価証券届出書（組込方式）（様式） 

平成 21年７月 15日付 有価証券届出書（組込方式）（新株予約権） 

平成 22年３月 19日付 有価証券届出書（組込方式）（株式） 

平成 23年 11月７日付 有価証券届出書（組込方式）（株式） 

平成 23年 11月７日付 有価証券届出書（組込方式）（新株予約権） 

平成 23年 11月７日付 有価証券届出書（組込方式）（ストックオプション） 

平成 24年６月 18日付 有価証券届出書（組込方式）（株式） 

平成 24年６月 18日付 有価証券届出書（組込方式）（新株予約権） 

 

２．訂正の経緯及び理由 

 当社は、平成 25年 12 月 19 日付で関東財務局より金融商品取引法第 10条第１項、第 24条の２第１項

及び第 24条の４の７第４項に基づき、平成 25年 12月 26 日を期限として、当社第 45期（平成 21年５

月期）から第 50期（平成 26年５月期）第１四半期までの有価証券報告書、四半期報告書及び上記の期

間に提出した有価証券届出書について、虚偽記載の内容を訂正した訂正報告書等を提出する命令を受け、

平成 25年 12 月 26日付で訂正報告書等を提出いたしました。 

しかしながら、訂正報告書等の監査について、平成 25年 10月 28日付けで一時会計監査人に選任した

監査法人アリアに依頼いたしましたところ、『今回の訂正を監査するには、監査法人に課せられている指

針として、「監査基準委員会報告書」記載の通り、訂正対象となる有価証券報告書等に意見を付している

当時の監査法人（アクティブ監査法人、清翔監査法人）より引継を受け、当社と新たな契約を締結しな

いと事実上監査行為を行えない。あるいは、引継が行われない場合は、基本事項の遵守の阻害要因の重

要性の程度を許容可能な水準まで軽減しないといけなく、更に十分な証拠が入手出来ない場合は、本件

のような期限に縛られてはいけないというルールがある』とのことでした。 

このルールに則った場合、過去の訂正を要する４期間を担当した当時の監査法人は２つとも既に解散

しており、当時の監査調書等の引継もできない状況であり、現在の一時会計監査人に新たに監査しても

らうためには、相当の時間を要し、訂正命令より 1週間の提出期限である 12月 26 日までに過去 4期分

の監査を終了して監査報告書を提出頂くことは実質的に困難であり、平成 25年 12 月 26日付で上記命令

に対して提出した訂正報告書等には、監査報告書及び四半期レビュー報告書を添付することができませ



                                          

んでした。その後、監査法人アリアによる連結財務諸表及び財務諸表に関する監査は終了し、この度、

監査報告書及び四半期レビュー報告書を添付することが可能となりました。 

 

３.訂正による影響額の概要 

 本訂正における影響額の概要は以下の通りとなります。 

（単位:百万円） 

 項目 訂正前 訂正後 影響額 影響率 

 

平成 21年５月期 

通      期 

売上高 4,714 4,714 - - 

営業利益 △1,543 △1,543 - - 

経常利益 △2,133 △2,132 1 - 

当期純利益 △3,021 △3,020 1 - 

総資産 4,835 4,492 △343 △7.11％ 

純資産 325 △18 △343 - 

 

 項目 訂正前 訂正後 影響額 影響率 

 

平成 22年５月期 

通      期 

売上高 3,788 3,788 - - 

営業利益 △329 △329 - - 

経常利益 △502 △538 △35 - 

当期純利益 △928 △963 △35 - 

総資産 4,584 4,211 △372 △8.13％ 

純資産 △229 △608 △379 - 

 

 項目 訂正前 訂正後 影響額 影響率 

 

平成 23年５月期 

第３四半期累計 

売上高 2,684 2,684 - - 

営業利益 41 41 - - 

経常利益 △51 △77 △25 - 

四半期純利益 △219 △245 △25 - 

総資産 4,625 4,223 △401 △8.69％ 

純資産 △271 △675 △404 - 

      

 項目 訂正前 訂正後 影響額 影響率 

 

平成 23年５月期 

通      期 

売上高 3,290 3,290 - - 

営業利益 87 87 - - 

経常利益 △58 △93 △34 - 

当期純利益 360 326 △34 △9.46％ 

総資産 2,959 2,546 △413 △13.96％ 

純資産 330 △82 △413 - 

    

 

 

 

  



                                          

 項目 訂正前 訂正後 影響額 影響率 

 

平成 24年５月期 

第１四半期累計 

売上高 258 258 - - 

営業利益 △44 △44 - - 

経常利益 △183 △191 △8 - 

四半期純利益 △178 △186 △8 - 

総資産 2,946 2,521 △424 △14.42％ 

純資産 144 △277 △421 - 

 

 項目 訂正前 訂正後 影響額 影響率 

 

平成 24年５月期 

第２四半期累計 

売上高 571 571 - - 

営業利益 △41 △41 - - 

経常利益 △243 △260 △17 - 

四半期純利益 △285 △302 △17 - 

総資産 3,042 2,607 △435 △14.30％ 

純資産 60 △369 △430 - 

      

 項目 訂正前 訂正後 影響額 影響率 

 

平成 24年５月期 

第３四半期累計 

売上高 866 866 - - 

営業利益 △75 △75 - - 

経常利益 △324 △350 △25 - 

四半期純利益 △366 △392 △25 - 

総資産 3,289 2,845 △444 △13.50％ 

純資産 530 91 △439 △82.82％ 

      

 項目 訂正前 訂正後 影響額 影響率 

 

平成 24年５月期 

通      期 

売上高 1,280 1,280 - - 

営業利益 19 19 - - 

経常利益 △115 △149 △34 - 

当期純利益 △239 △274 △34 - 

総資産 3,340 2,886 △453 △13.57％ 

純資産 683 235 △447 △65.50％ 

 

 項目 訂正前 訂正後 影響額 影響率 

 

平成 25年５月期 

第１四半期累計 

売上高 299 299 - - 

営業利益 △52 △52 - - 

経常利益 △110 △119 △8 - 

四半期純利益 79 70 △8 △11.06％ 

総資産 3,231 2,769 △462 △14.31％ 

純資産 984 527 △456 △46.38％ 

 

 

     



                                          

 項目 訂正前 訂正後 影響額 影響率 

 

平成 25年５月期 

第２四半期累計 

売上高 670 670 - - 

営業利益 △91 △91 - - 

経常利益 △163 △181 △17 - 

四半期純利益 18 1 △17 △92.94％ 

総資産 3,201 2,729 △471  △14.73％ 

純資産 963 498 △465 △48.29％ 

 

 項目 訂正前 訂正後 影響額 影響率 

 

平成 25年５月期 

第３四半期累計 

売上高 946 946 - - 

営業利益 △130 △130 - - 

経常利益 △220 △247 △26 - 

四半期純利益 △61 △87 △26 - 

総資産 3,162 2,681 △480 △15.20％ 

純資産 876 402 △473 △54.05％ 

      

 項目 訂正前 訂正後 影響額 影響率 

 

平成 25年５月期 

通      期 

売上高 1,107 1,107 - - 

営業利益 △192 △192 - - 

経常利益 △383 △357 25 - 

当期純利益 △272 △246 25 - 

総資産 2,932 2,503 △429 △14.64％ 

純資産 664 242 △421 △63.49％ 

      

 項目 訂正前 訂正後 影響額 影響率 

 

平成 26年５月期 

第１四半期累計 

売上高 74 74 - - 

営業利益 △80 △80 - - 

経常利益 △132 △132 △0.3 - 

四半期純利益 △95 △95 △0.3 - 

総資産 2,822 2,392 △430 △15.24％ 

純資産 568 146 △422 △74.24％ 

 

 

４．再発防止について 

 この度の関東財務局長による訂正報告書等の提出命令を深く真摯に受け止め、以下の視点を中心に再

発防止策を検討してまいります。 

１）取締役会、監査役会の機能強化  

２）内部管理体制、内部統制の強化 

３）稟議制度・社内規程などの制度改善 

 具体的な施策等につきましては、今後、社内で検討し、弁護士等とも協議した上で、随時進めてまい

ります。決定内容等につきましては、必要に応じてお知らせいたします。 

 



                                          

５．当社株式の監理銘柄（確認中）への指定の解除について 

 当社株式は現在、監理銘柄（確認中）に指定されておりますが、本日、平成 26年５月期第２四半期の四半

期報告書の提出を完了いたしましたので、平成 26年２月７日付で、監理銘柄（確認中）の指定は解除され

る見通しです。 

 

以上 


