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「平成29年３月期第１四半期報告書の提出」および 

「過年度に係る有価証券報告書等の訂正報告書の提出」 

ならびに「過年度に係る決算短信等の訂正」に関するお知らせ 

 

 

 

当社は、平成28年９月14日に公表しました「社内調査委員会の調査報告書受領等に関す

るお知らせ」のとおり、平成25年度および平成26年度において、本来請負案件の原価に計

上すべき費用を、客観的には実態のない投資案件のソフトウエア仮勘定に計上することに

より、原価を不当に繰り延べることの他、工事進行基準における計画原価を不当に低減さ

せ利益を前倒し計上する等の不適切な会計処理が行われていたことが判明しました。 

当社はこの調査結果に基づき、下記の訂正報告書を本日付で関東財務局に提出するとと

もに、決算短信を訂正いたしましたのでお知らせいたします。 

また、発表を延期させていただいておりました平成29年３月期第１四半期決算短信を発

表するとともに、平成29年３月期第１四半期報告書につきましても延長後の提出期限であ

る本日付で関東財務局に提出いたします。 

株主、投資家の皆様をはじめとする関係者の皆様には、多大なご迷惑をおかけすること

をお詫び申し上げます。 

 

 

 

 

 



 

 

                   記 

 

１．本日付で提出する四半期報告書および過年度の有価証券報告書等の訂正報告書 

（１） 本日提出する四半期報告書 

第69期（平成29年３月期） 

  第１四半期報告書（自 平成28 年４月１日 至 平成28 年６月30日） 

（２） 本日提出する過年度の有価証券報告書等の訂正分 

第66期（平成26年３月期） 

   第１四半期報告書（自 平成25 年４月１日 至 平成25 年６月30日） 

第２四半期報告書（自 平成25 年４月１日 至 平成25 年９月30日） 

第３四半期報告書（自 平成25 年４月１日 至 平成25 年12月31日） 

有価証券報告書 （自 平成25 年４月１日 至 平成26 年３月31日） 

第67期（平成27年３月期） 

   第１四半期報告書（自 平成26 年４月１日 至 平成26 年６月30日） 

第２四半期報告書（自 平成26 年４月１日 至 平成26 年９月30日） 

第３四半期報告書（自 平成26 年４月１日 至 平成26 年12月31日） 

有価証券報告書 （自 平成26 年４月１日 至 平成27 年３月31日） 

第68期（平成28年３月期） 

   第１四半期報告書（自 平成27 年４月１日 至 平成27 年６月30日） 

第２四半期報告書（自 平成27 年４月１日 至 平成27 年９月30日） 

第３四半期報告書（自 平成27 年４月１日 至 平成27 年12月31日） 

有価証券報告書 （自 平成27 年４月１日 至 平成28 年３月31日） 

 

２．本日付で発表した決算短信および過年度の決算短信等の訂正 

（１） 本日発表した決算短信 

第69期（平成29年３月期） 

   第１四半期決算短信（自 平成28 年４月１日 至 平成28 年６月30日） 

（２）本日訂正した過年度の決算短信等 

  第66期（平成26年３月期） 

   第１四半期決算短信（自 平成25 年４月１日 至 平成25 年６月30日） 

第２四半期決算短信（自 平成25 年４月１日 至 平成25 年９月30日） 

第３四半期決算短信（自 平成25 年４月１日 至 平成25 年12月31日） 

決算短信     （自 平成25 年４月１日 至 平成26 年３月31日） 

 



 

第67期（平成27年３月期） 

   第１四半期決算短信（自 平成26 年４月１日 至 平成26 年６月30日） 

第２四半期決算短信（自 平成26 年４月１日 至 平成26 年９月30日） 

第３四半期決算短信（自 平成26 年４月１日 至 平成26 年12月31日） 

決算短信     （自 平成26 年４月１日 至 平成27 年３月31日） 

第68期（平成28年３月期） 

   第１四半期決算短信（自 平成27 年４月１日 至 平成27 年６月30日） 

第２四半期決算短信（自 平成27 年４月１日 至 平成27 年９月30日） 

第３四半期決算短信（自 平成27 年４月１日 至 平成27 年12月31日） 

決算短信     （自 平成27 年４月１日 至 平成28 年３月31日） 

 

３．訂正による過年度業績等への影響 

今回の訂正に伴う過年度における連結会計上および当社単体の業績への影響の概要は、

別紙に記載のとおりです。なお、訂正する過年度決算における費用の帰属期間の誤謬等に

ついても併せて訂正を行っております。 

 

４．今後の対応方針等 

 当社は、上記調査報告書に記載されている再発防止策の提言を踏まえ、以下のような是

正措置を実施するための再発防止策を検討することとし、可能な限り早期に具体的な再発

防止策を講じてまいります。なお、再発防止策は、平成28年９月末に公表する予定です。 

 

（１）企業風土の改革・コンプライアンス遵守意識の徹底 

（２）稼働時間計上の適正性の指導および教育 

（３）投資評価体制の構築 

（４）工事進行基準の適正性を担保するための社内体制の整備 

                                    以上 



(別紙）不適切な会計処理の訂正および誤謬等の訂正による過年度業績への影響額

【連結財務諸表】 　　（単位：百万円）

期間 項目 訂正前（A） 訂正後（B） 影響額（B－A）

売上高 10,496 10,427 △ 69 

営業利益 △ 105 △ 203 △ 97 

平成26年３月期 経常利益 △ 4 △ 102 △ 97 

第１四半期 四半期純利益 △ 71 △ 92 △ 21 

純資産 13,388 13,367 △ 21 

総資産 49,869 49,970 100 

売上高 23,800 23,440 △ 360 

営業利益 1,093 635 △ 457 

平成26年３月期 経常利益 1,080 622 △ 457 

第２四半期 四半期純利益 479 240 △ 238 

純資産 14,224 13,985 △ 238 

総資産 56,542 56,468 △ 74 

売上高 37,254 36,809 △ 444 

営業利益 1,863 797 △ 1,066 

平成26年３月期 経常利益 1,882 816 △ 1,066 

第３四半期 四半期純利益 886 280 △ 606 

純資産 14,627 14,021 △ 606 

総資産 63,392 63,356 △ 35 

売上高 54,815 54,249 △ 566 

営業利益 4,242 2,962 △ 1,279 

平成26年３月期 経常利益 3,828 2,548 △ 1,279 

通期 当期純利益 1,867 1,112 △ 755 

純資産 16,052 15,201 △ 851 

総資産 70,149 69,850 △ 299 

売上高 10,513 10,370 △ 142 

営業利益 △ 250 △ 406 △ 156 

平成27年３月期 経常利益 △ 298 △ 455 △ 156 

第１四半期 四半期純利益 △ 215 △ 368 △ 152 

純資産 14,939 14,030 △ 908 

総資産 49,816 49,419 △ 397 

売上高 23,663 23,522 △ 140 

営業利益 428 232 △ 195 

平成27年３月期 経常利益 464 268 △ 196 

第２四半期 四半期純利益 184 3 △ 180 

純資産 15,314 14,376 △ 937 

総資産 55,880 55,416 △ 464 

売上高 35,761 36,132 370 

営業利益 △ 249 △ 106 143 

平成27年３月期 経常利益 △ 50 89 140 

第３四半期 四半期純利益 △ 240 △ 196 43 

純資産 15,244 14,531 △ 712 

総資産 61,326 60,995 △ 331 

売上高 52,964 53,499 534 

営業利益 2,254 2,525 270 

平成27年３月期 経常利益 2,336 2,602 265 

通期 当期純利益 1,141 1,263 122 

純資産 17,190 16,557 △ 632 

総資産 68,783 68,375 △ 407 



　　（単位：百万円）

期間 項目 訂正前（A） 訂正後（B） 影響額（B－A）

売上高 9,934 9,949 14 

営業利益 △ 886 △ 876 9 

平成28年３月期 経常利益 △ 821 △ 813 8 

第１四半期
親会社株主に帰属
する四半期純利益

△ 604 △ 599 5 

純資産 15,838 15,211 △ 626 

総資産 49,499 49,138 △ 360 

売上高 22,958 23,008 49 

営業利益 △ 675 △ 623 52 

平成28年３月期 経常利益 △ 675 △ 619 56 

第２四半期
親会社株主に帰属
する四半期純利益

△ 551 △ 513 37 

純資産 15,870 15,275 △ 594 

総資産 53,856 53,440 △ 415 

売上高 36,688 36,719 31 

営業利益 △ 244 △ 61 183 

平成28年３月期 経常利益 △ 277 △ 89 187 

第３四半期
親会社株主に帰属
する四半期純利益

△ 339 △ 214 125 

純資産 16,039 15,532 △ 507 

総資産 62,223 61,738 △ 485 

売上高 52,735 52,767 31 

営業利益 842 1,017 175 

平成28年３月期 経常利益 619 800 180 

通期
親会社株主に帰属
する当期純利益

△ 492 160 652 

純資産 15,073 15,093 20 

総資産 65,902 65,945 43 

売上高 － 

累計 営業利益 △ 833 

平成26年３月期 経常利益 △ 833 

～
親会社株主に帰属
する当期純利益

19 

平成28年３月期 純資産 20 

総資産 43 

【個別財務諸表】 　　（単位：百万円）

期間 項目 訂正前（A） 訂正後（B） 影響額（B－A）

売上高 46,161 45,595 △ 566 

営業利益 4,007 2,633 △ 1,373 

平成26年３月期 経常利益 3,689 2,315 △ 1,373 

通期 当期純利益 1,654 791 △ 862 

純資産 14,187 13,325 △ 862 

総資産 64,595 64,282 △ 312 

売上高 44,958 45,493 534 

営業利益 1,760 2,121 361 

平成27年３月期 経常利益 1,969 2,326 356 

通期 当期純利益 341 569 227 

純資産 14,094 13,459 △ 634 

総資産 62,761 62,351 △ 409 

売上高 43,683 43,715 31 

営業利益 518 637 119 

平成28年３月期 経常利益 283 407 124 

通期 当期純利益 △ 819 △ 203 616 

純資産 12,376 12,357 △ 18 

総資産 59,922 59,983 60 

売上高 － 

累計 営業利益 △ 892 

平成26年３月期 経常利益 △ 892 

～ 当期純利益 △ 18 

平成28年３月期 純資産 △ 18 

総資産 60 


