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訂正有価証券報告書等の提出及び過年度決算短信等の訂正に関するお知らせ 
 

 当社は、平成 22 年８月 13 日付「不適切な会計処理等に関する調査結果等のご報告」においてお知

らせしましたとおり、当社及び当社の連結子会社である株式会社 AMS において、一部不適切と思われ

る過去の会計処理について外部調査委員より調査結果の報告を受けました。これを受け、下記の過年度

の有価証券報告書及び四半期報告書等の訂正を行い、本日、関東財務局に提出いたしましたのでご報告

いたします。 

 また、同様に、過年度の決算短信等につきましても併せて訂正し開示いたしました。 

 この度は、株主の皆様をはじめ関係者の皆様に対して、多大なるご迷惑とご心配をおかけし、心より

お詫び申し上げます。 

 
記 

 
１．８月 27 日に提出した訂正報告書 

   (1)平成 20 年３月期 有価証券報告書 

   (2)平成 21 年８月期 第１四半期報告書 

   (3)平成 21 年８月期 第２四半期報告書 

   (4)平成 21 年８月期 第３四半期報告書 

     (5)平成 21 年８月期 第４四半期報告書 

   (6)平成 21 年８月期 第５四半期報告書 

    (7)平成 21 年８月期 有価証券報告書 

   (8)平成 22 年８月期 第１四半期報告書 

    (9)平成 22 年８月期 第２四半期報告書 

   (10)平成 22 年８月期 第３四半期報告書（注）前期との差異にかかる部分の訂正になります。 

 
２．８月 27 日に公表した訂正短信 

      (1)平成 20 年３月期 第 3 四半期財務・業績の概況 

   (2)平成 20 年３月期 決算短信 



 

   (3)平成 21 年８月期 第１四半期決算短信 

   (4)平成 21 年８月期 第２四半期決算短信 

   (5)平成 21 年８月期 第３四半期決算短信 

     (6)平成 21 年８月期 第４四半期決算短信 

   (7)平成 21 年８月期 第５四半期決算短信 

    (8)平成 21 年８月期 決算短信 

   (9)平成 22 年８月期 第１四半期決算短信 

    (10)平成 22 年８月期 第２四半期決算短信 

    (11)平成 22 年８月期 第３四半期決算短信（注）前期との差異にかかる部分の訂正になります。 

 
３．訂正短信の概要 

 （１）連結（累計）                              （百万円） 

 区分 項目 訂正前(A) 訂正後(B) 影響額(B-A)

平成 20 年３月期 

第３四半期財務・ 
業績の概況 

損益計算書 

売上高 1,765 1,685 △80

営業損益 86 6 △80

経常損益 69 △10 △80

当期純損益 △6 △86 △80

貸借対照表 
純資産 2,223 2,143 △80

総資産 2,768 2,600 △168

平成 20 年３月期 

決算短信 

損益計算書 

売上高 3,118 2,813 △305

営業損益 620 315 △304

経常損益 571 267 △304

当期純損益 278 △170 △448

貸借対照表 
純資産 4,354 3,905 △448

総資産 5,234 4,535 △698

平成 21 年 8月期 

第１四半期決算短信

損益計算書 

売上高 536 536 -

営業損益 △167 △165 2

経常損益 △168 △166 2

四半期純損益 △113 △126 △12

貸借対照表 
純資産 4,266 3,805 △460

総資産 5,064 4,603 △460

平成 21 年 8月期 

第２四半期決算短信

損益計算書 

売上高 1,385 1,180 △205

営業損益 △146 △294 △147

経常損益 △158 △305 △147

四半期純損益 △156 △322 △166

貸借対照表 
純資産 4,249 3,633 △615

総資産 5,093 4,425 △667

平成 21 年 8月期 

第３四半期決算短信

損益計算書 

売上高 2,134 1,929 △205

営業損益 △422 △547 △124

経常損益 △476 △601 △124

四半期純損益 △471 △817 △346

貸借対照表 純資産 3,958 3,163 △795



 

総資産 5,522 4,727 △795

平成 21 年 8月期 

第４四半期決算短信

損益計算書 

売上高 3,155 2,950 △205

営業損益 △597 △699 △101

経常損益 △598 △700 △101

四半期純損益 △1,015 △1,347 △332

貸借対照表 
純資産 3,380 2,598 △781

総資産 5,971 5,190 △781

平成 21 年 8月期 

第５四半期決算短信

損益計算書 

売上高 3,994 3,789 △205

営業損益 △792 △850 △57

経常損益 △793 △850 △57

四半期純損益 △1,222 △1,510 △287

貸借対照表 
純資産 3,177 2,440 △736

総資産 5,348 4,612 △736

平成 21 年８月期 

決算短信 

損益計算書 

売上高 4,706 4,501 △205

営業損益 △864 △888 △24

経常損益 △889 △913 △24

当期純損益 △1,389 △1,644 △254

貸借対照表 
純資産 3,476 2,772 △703

総資産 5,042 4,338 △703

平成 22 年 8月期 

第１四半期決算短信

損益計算書 

売上高 1,335 1,335 -

営業損益 92 138 46

経常損益 77 123 46

四半期純損益 96 142 46

貸借対照表 
純資産 3,570 2,912 △657

総資産 5,093 4,436 △657

平成 22 年 8月期 

第２四半期決算短信

損益計算書 

売上高 1,952 1,952 -

営業損益 △213 △121 92

経常損益 △244 △151 92

四半期純損益 △222 △129 92

貸借対照表 
純資産 3,253 2,642 △611

総資産 4,626 4,015 △611

（２）個別（累計）                               （百万円） 

 区分 項目 訂正前(A) 訂正後(B) 影響額(B-A)

平成 20 年３月期 

第３四半期財務・ 
業績の概況 

損益計算書 

売上高 1,533 1,493 △40

営業損益 △89 △129 △40

経常損益 △102 △142 △40

当期純損益 △93 △133 △40

貸借対照表 
純資産 2,137 2,097 △40

総資産 2,458 2,418 △40

平成 20 年３月期 

決算短信 
損益計算書 

売上高 2,743 2,573 △170

営業損益 334 164 △170

経常損益 297 127 △170

当期純損益 136 △33 △170



 

貸借対照表 
純資産 4,220 4,050 △170

総資産 4,682 4,512 △170

平成 21 年８月期 

決算短信  

損益計算書 

売上高 4,046 3,966 △80

営業損益 △221 △287 △66

経常損益 △203 △270 △66

当期純損益 △837 △974 △137

貸借対照表 
純資産 3,912 3,604 △307

総資産 4,824 4,517 △307

 
 なお、平成 22 年 8 月 13 日付「不適切な会計処理等に関する調査結果等のご報告」にて公表した個別

数値は、本社の売上の修正として、一旦債務計上する予定であったものを、債権の相殺として処理した

ため、個別の総資産残高が減少しました。当該訂正は本日公表いたしました上記の個別数値に反映して

おります。訂正箇所は、下線を付して表示しております。なお、本件による連結財務諸表への影響はあ

りません。 

 
（ご参考） 

平成 22 年 8 月 13 日公表数値 

 個別（累計）                                 （百万円） 

 区分 項目 訂正前(A) 訂正後(B) 影響額(B-A)

平成 20 年３月期 

決算短信 

損益計算書 

売上高 2,743 2,573 △170

営業損益 334 164 △170

経常損益 297 127 △170

当期純損益 136 △33 △170

貸借対照表 
純資産 4,220 4,050 △170

総資産 4,682 4,552 △130

平成 21 年８月期 

決算短信  

損益計算書 

売上高 4,046 3,966 △80

営業損益 △221 △287 △66

経常損益 △203 △270 △66

当期純損益 △837 △974 △137

貸借対照表 
純資産 3,912 3,604 △307

総資産 4,824 4,767 △57

 
以上 


