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過年度決算短信等の一部訂正等に関するお知らせ 

 

 当社は、本日付で、下記の通り過年度の決算短信及び四半期決算短信を訂正し、開示しましたので、お

知らせいたします。訂正による過年度業績への影響は別紙をご参照ください。 

なお、本日付「過年度有価証券報告書等の訂正報告書の提出に関するお知らせ」で開示しました通り、 

過年度の有価証券報告書等の訂正報告書を関東財務局に提出することとしました（一部は平成26年3月

18日付提出予定）ので、お知らせいたします。 

 株主、投資家の皆様をはじめとする関係各位の皆様には、多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしてい

ますことを深くお詫び申し上げます。 

 

記 
 
１．訂正の理由及び経緯 

当社は、昨年の平成25年4月1日付「適切な会計処理が行われていなかった可能性についてのお知らせ」

に記載しました通り、適正な会計処理が行われていなかった可能性があることを受け、第三者委員会を設

置し、同年6月10日付「第三者委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」で公表しました通り、第三者

委員会からの調査報告書を踏まえて、同日付で訂正四半期報告書及び訂正有価証券報告書を関東財務局に

提出しました。 

 

今回、前述の過年度の当該訂正報告書等について、平成25年10月から、証券取引等監視委員会による

検査を受けていた中で、過年度の仕掛品勘定、ソフトウェア仮勘定の資産性等について疑義を呈され、平

成25年11月15日付「不適切な会計処理が行われていた可能性についてのお知らせ」で公表しました通り、

社内確認により、過年度の仕掛品の一部に資産性のないものが計上されていたことが発覚したことから、

過年度の不適切な会計処理を徹底調査するため、第三者委員会を改めて設置し、平成 21 年 1 月から平成

25年9月までの範囲を対象範囲とし、子会社3社も含めた全取引について調査を実施いたしました。 

今回の第三者委員会による調査の結果、平成26年3月7日付「第三者委員会の調査報告書受領に関する

お知らせ」で公表しましたとおり、①締め後売上、②工事進行基準売上、③ソフトウェア仮勘定及び④仕

掛品の会計処理について不適切な会計処理があったことが判明いたしました。 

平成25年4月から6月に実施した、前回の調査は、不適切な会計処理を行った担当者へのヒアリングを

行い、当該不適切な会計処理の調査対象期間の特定を行いましたが、今回、過年度に前述の不適切な会計

処理があったことが判明しており、調査対象期間と調査対象範囲が十分でなかったことが明らかとなりま

した。当時の調査が不十分で、これまでの認識不足を反省しますとともに、利害関係者の皆様には深くお

詫びいたします。 

 

今回の調査で判明した不適切な会計処理の概要は、以下のとおりです。 

 ①締め後売上 

   締め後売上について、実際に締め後売上に係る作業に従事していない人員の作業時間を 

  勤務表上で手書き等により修正し、締め後売上に係る作業時間に付替えて、実際作業時間 

  以上の作業時間を計上し、締め後売上の金額を過大計上していたことが判明しました。 

m-miyata
新規スタンプ

m-miyata
新規スタンプ



 
 ②工事進行基準売上 

   工事進行基準売上について、実際には作業に従事していない人員の作業時間を、勤務表上 

  で手書き等により修正し、当該作業時間に相当する工事原価を増額することにより、工事進 

  捗度を実際よりも高く計算することによって売上を過大計上していたことが判明しました。 

 ③ソフトウェア仮勘定 

   ソフトウェア仮勘定（市場販売目的のソフトウェア）について、平成23年7月に当社で作 

  成した試作機は、「研究開発費等に係る会計基準」における「 初に製品化された製品マスター」 

  の完成とは認識できない状況であり、研究開発費として処理すべきものであったと判明しまし 

  た。 

 ④仕掛品 

  仕掛品について、将来回収見込みのない発生原価を、当該期に直ちに費用処理せずに仕掛品 

 勘定に残留させ、また、実際には作業に従事していない人員の作業時間を勤務表上の手書き等 

 により修正し、仕掛品の原価に付替え、仕掛品の過大計上を行っていたことが判明しました。 

 

 当社は、平成26年3月7日に受領した第三者委員会の調査報告書における上記のご指摘を踏まえ、過年

度の決算短信及び四半期決算短信を訂正し、開示しましたので、お知らせいたします。 

 

  

２.本日開示した訂正決算短信等 

  平成21年3月期   決算短信 

  平成22年3月期   第1四半期決算短信 

  平成22年3月期   第2四半期決算短信 

平成22年3月期   第3四半期決算短信 

平成22年3月期   決算短信 

平成23年3月期   第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成23年3月期   第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成23年3月期   第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成23年3月期   決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成24年3月期   第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

  平成24年3月期   第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成24年3月期   第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成24年3月期   決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成25年3月期   第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成25年3月期   第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成25年3月期   第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成25年3月期   決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成26年3月期   第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成26年3月期   第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

 

３．過年度業績への影響額 

 今回の訂正による過年度の業績等への影響につきましては、別紙をご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 



 
（別紙）訂正等による過年度業績への影響（連結業績） 

 

 第67期（平成21年3月期）への影響額                     （単位：千円） 

期間 項目 訂正前 訂正後 影響額 

 

 

平成21年3月期 

通期 

売上高 7,367,304 7,365,204 △2,100

営業利益 360,723 358,012 △2,711

経常利益 316,269 313,557 △2,712

当期純利益 1,069,916 1,067,204 △2,712

総資産 2,395,308 2,392,596 △2,712

純資産 321,988 319,276 △2,712

 

 

 第68期（平成22年3月期）への影響額                     （単位：千円） 

期間 項目 訂正前 訂正後 影響額 

 

 

平成22年3月期 

第1四半期 

売上高 1,113,101 1,109,678 △3,423

営業利益 △107,194 △105,218 1,976

経常利益 △108,816 △106,840 1,976

当期純利益 2,821 4,797 1,976

総資産 2,248,210 2,242,411 △5,799

純資産 359,621 358,885 735

 

 

平成22年3月期 

第2四半期 

売上高 2,054,347 2,056,447 2,100

営業利益 △123,102 △123,628 △526

経常利益 △126,132 △126,659 △526

当期純利益 △20,311 △20,837 △526

総資産 2,032,316 2,029,077 △3,238

純資産 313,759 310,520 △3,238

 

 

平成22年3月期 

第3四半期 

売上高 3,070,131 3,071,258 1,127

営業利益 △134,843 △133,489 1,353

経常利益 △132,851 △131,497 1,353

当期純利益 △26,327 △24,973 1,353

総資産 1,788,284 1,786,926 △1,358

純資産 292,545 291,187 △1,358

 

 

平成22年3月期 

通期 

売上高 4,063,810 4,058,057 △5,752

営業利益 11,688 △2,720 △14,409

経常利益 11,732 △2,677 △14,409

当期純利益 113,546 99,137 △14,409

総資産 1,815,826 1,795,145 △20,511

純資産 461,576 444,455 △17,122

 

 

第69期（平成23年3月期）への影響額                     （単位：千円） 

期間 項目 訂正前 訂正後 影響額 

 

 

平成23年3月期 

第1四半期 

売上高 892,813 892,261 △551

営業利益 52,705 47,415 △5,289

経常利益 53,489 48,199 △5,289

当期純利益 34,224 28,934 △5,289

総資産 1,711,524 1,686,311 △25,213

純資産 485,762 463,351 △22,411



 
期間 項目 訂正前 訂正後 影響額 

 

 

平成23年3月期 

第2四半期 

売上高 1,808,349 1,785,953 △22,396

営業利益 135,405 127,512 △7,892

経常利益 137,672 129,779 △7,892

当期純利益 96,011 88,118 △7,892

総資産 544,528 1,668,301 1,123,772

純資産 1,708,628 519,515 1,189,113

 

 

平成23年3月期 

第3四半期 

売上高 2,716,700 2,710,853 △5,846

営業利益 200,307 185,126 △15,180

経常利益 205,914 190,733 △15,180

当期純利益 148,687 133,506 △15,180

総資産 1,688,208 1,654,107 △34,101

純資産 615,295 582,992 △32,302

 

 

平成23年3月期 

通期 

売上高 3,644,198 3,639,855 △4,343

営業利益 302,004 293,787 △8,217

経常利益 309,379 301,163 △8,217

当期純利益 24,909 16,692 △8,217

総資産 1,498,140 1,468,592 △28,938

純資産 491,312 465,974 △25,339

 

 

第70期（平成24年3月期）への影響額                     （単位：千円） 

期間 項目 訂正前 訂正後 影響額 

 

 

平成24年3月期 

第1四半期 

売上高 825,220 831,801 6,581

営業利益 61,645 52,274 △9,371

経常利益 64,969 55,597 △9,371

当期純利益 47,895 38,524 △9,371

総資産 1,450,619 1,411,672 △38,946

純資産 541,044 506,294 △34,709

 

 

平成24年3月期 

第2四半期 

売上高 1,730,033 1,719,851 △10,181

営業利益 168,367 132,317 △36,050

経常利益 172,996 136,946 △36,050

当期純利益 121,970 85,920 △36,050

総資産 1,469,511 1,396,813 △72,737

純資産 619,543 558,154 △61,388

 

 

平成24年3月期 

第3四半期 

売上高 2,601,392 2,612,936 11,543

営業利益 201,227 161,849 39,378

経常利益 208,140 168,762 39,378

当期純利益 142,287 102,909 39,378

総資産 1,461,586 1,384,897 △76,689

純資産 638,334 573,617 △64,716

 

 

平成24年3月期 

通期 

売上高 3,488,331 3,490,211 1,881

営業利益 265,332 203,432 △61,900

経常利益 273,191 211,291 △61,900

当期純利益 186,133 124,233 △61,900

総資産 1,502,688 1,414,934 △87,238

純資産 707,137 619,899 △87,238

 



 
第71期（平成25年3月期）への影響額                     （単位：千円） 

期間 項目 訂正前 訂正後 影響額 

 

 

平成25年3月期 

第1四半期 

売上高 824,705 778,500 △46,204

営業利益 39,336 7,139 △32,196

経常利益 42,221 10,024 △32,196

当期純利益 17,402 △14,794 △32,196

総資産 1,429,904 1,289,455 △140,448

純資産 712,701 593,266 △119,435

 

 

平成25年3月期 

第2四半期 

売上高 1,656,180 1,577,939 △78,240

営業利益 64,851 △27,551 △92,402

経常利益 68,739 △23,662 △92,402

当期純利益 13,996 △78,406 △92,402

総資産 1,492,812 1,289,865 △202,946

純資産 715,235 535,593 △179,641

 

 

平成25年3月期 

第3四半期 

売上高 2,478,751 2,487,029 8,277

営業利益 △20,931 △22,594 △1,680

経常利益 △14,339 △16,001 △1,662

当期純利益 △73,635 △75,297 △1,662

総資産 1,397,233 1,308,332 △88,900

純資産 640,300 551,399 △88,900

 

 

平成25年3月期 

通期 

売上高 3,485,295 3,495,610 10,316

営業利益 34,584 70,431 35,847

経常利益 45,045 80,892 35,847

当期純利益 △116,723 △29,485 87,238

総資産 1,483,748 1,483,748 -

純資産 481,660 481,660 -

 

 

第72期（平成26年3月期）への影響額                     （単位：千円） 

期間 項目 訂正前 訂正後 影響額 

 

 

平成26年3月期 

第1四半期 

売上高 896,142 896,142 -

営業利益 △1,988 △1,988 -

経常利益 794 794 -

当期純利益 △16,373 △16,373 -

総資産 1,485,423 1,485,423 -

純資産 462,486 462,486 -

 

 

平成26年3月期 

第2四半期 

売上高 1,852,727 1,852,727 -

営業利益 29,045 29,045 -

経常利益 32,496 32,496 -

当期純利益 7,740 7,740 -

総資産 1,442,963 1,442,963 -

純資産 501,161 501,161 -

 

 

 

以 上 


