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過年度の決算短信等の訂正に関するお知らせ 

 
 
 
 
 当社は、過年度に公表した下記の決算短信等を訂正するとともに、これらに係る有価証券報告書等の訂正報告書を東
海財務局に提出することになりましたので、お知らせ致します。 
当社では、平成30年６月13日に各期末の決算短信を訂正して開示しておりますが、今般の開示では各事業年度に掛か

る四半期決算短信の訂正を行うものであります。 
なお、今回の訂正による影響額については、別紙に記載のとおりであります。 
株主・投資家の皆様をはじめ関係各位におかれましては、多大なご迷惑とご心配をお掛け致しますことを、心よりお

詫び申し上げます。 
 
 

記 
 
１．訂正の経緯及び理由 
 当社の平成30年４月期決算の作業過程におきまして、営業職社員に支払われる報奨金に係る会計処理に一部誤謬があ
り、当社の過去の決算において、販売費及び一般管理費が過少に計上される等、報奨金の期間帰属に誤りが生じている
ことが判明致しました。当社では従来、報奨金の支給時期に費用を計上しておりましたが、監査法人との協議の結果、
これを受注契約時に計上するべきものと判断致しました。当該誤謬には金額的な重要性が認められるため、過年度に公
表した決算短信等を訂正するものです。 
 
 
２．訂正を行う四半期決算短信 
   訂正日：平成30年６月22日 
    ・平成28年４月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 
    ・平成28年４月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 
    ・平成28年４月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 
    ・平成29年４月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 
    ・平成29年４月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 
    ・平成29年４月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 
    ・平成30年４月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 
    ・平成30年４月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 
    ・平成30年４月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 
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３．訂正を行う有価証券報告書 
   訂正日：平成30年６月29日（予定） 
    ・第37期（自 平成24年５月１日 至 平成25年４月30日） 
    ・第38期（自 平成25年５月１日 至 平成26年４月30日） 
    ・第39期（自 平成26年５月１日 至 平成27年４月30日） 
    ・第40期（自 平成27年５月１日 至 平成28年４月30日） 
    ・第41期（自 平成28年５月１日 至 平成29年４月30日） 
 
４．訂正を行う四半期報告書 
   訂正日：平成30年６月29日（予定） 
    ・第40期 第１四半期（自 平成27年５月１日 至 平成27年７月31日） 
    ・第40期 第２四半期（自 平成27年８月１日 至 平成27年10月31日） 
    ・第40期 第３四半期（自 平成27年11月１日 至 平成28年１月31日） 
    ・第41期 第１四半期（自 平成28年５月１日 至 平成28年７月31日） 
    ・第41期 第２四半期（自 平成28年８月１日 至 平成28年10月31日） 
    ・第41期 第３四半期（自 平成28年11月１日 至 平成29年１月31日） 
    ・第42期 第１四半期（自 平成29年５月１日 至 平成29年７月31日） 
    ・第42期 第２四半期（自 平成29年８月１日 至 平成29年10月31日） 
    ・第42期 第３四半期（自 平成29年11月１日 至 平成30年１月31日） 
 
 
 
 

以 上 
 
 



（別紙）訂正による過年度業績への影響 
 
 

（単位：百万円） 

会計年度 項目 訂正前 訂正後 影響額 

 

 

平成28年４月期 

第１四半期 

売上高 67,513 67,513 －

営業利益 3,234 3,126 △107

経常利益 3,360 3,252 △107

親会社株主に帰属する当期純利益 2,128 2,025 △103

資産合計 129,454 130,758 1,303

資本合計 59,541 56,779 △2,762

 

 

平成28年４月期 

第２四半期 

売上高 135,146 135,146 －

営業利益 5,918 5,660 △257

経常利益 6,160 5,902 △257

親会社株主に帰属する当期純利益 3,882 3,676 △205

資産合計 138,737 140,089 1,351

資本合計 61,230 58,366 △2,863

 

 

平成28年４月期 

第３四半期 

売上高 207,481 207,481 －

営業利益 9,973 9,536 △436

経常利益 10,321 9,885 △436

親会社株主に帰属する当期純利益 6,581 6,254 △327

資産合計 139,304 140,713 1,408

資本合計 63,853 60,868 △2,985

 

 

平成28年４月期 

通 期 

売上高 283,731 283,731 －

営業利益 13,181 12,616 △564

経常利益 13,607 13,043 △564

親会社株主に帰属する当期純利益 8,634 8,159 △475

資産合計 149,674 151,062 1,388

資本合計 65,141 62,007 △3,133
 

（単位：百万円） 

会計年度 項目 訂正前 訂正後 影響額 

 

 

平成29年４月期 

第１四半期 

売上高 68,650 68,650 －

営業利益 2,792 2,378 △413

経常利益 2,894 2,480 △413

親会社株主に帰属する当期純利益 1,914 1,627 △286

資産合計 141,111 142,626 1,515

資本合計 65,793 62,373 △3,420

 

 

平成29年４月期 

第２四半期 

売上高 142,560 142,560 －

営業利益 7,037 6,246 △790

経常利益 7,218 6,428 △790

親会社株主に帰属する当期純利益 4,785 4,237 △547

資産合計 146,589 148,219 1,630

資本合計 68,728 65,047 △3,681

 

 

平成29年４月期 

第３四半期 

売上高 222,414 222,414 －

営業利益 13,072 12,054 △1,017

経常利益 13,355 12,337 △1,017

親会社株主に帰属する当期純利益 8,889 8,184 △705

資産合計 151,128 152,829 1,700

資本合計 72,920 69,081 △3,838

 

 

平成29年４月期 

通 期 

売上高 305,312 305,312 －

営業利益 18,500 17,480 △1,020

経常利益 19,038 18,017 △1,020

親会社株主に帰属する当期純利益 13,038 12,331 △707

資産合計 168,565 170,267 1,701

資本合計 77,057 73,217 △3,840
 
 
 



 
（単位：百万円） 

会計年度 項目 訂正前 訂正後 影響額 

 

 

平成30年４月期 

第１四半期 

売上高 76,291 76,291 －

営業利益 3,750 3,590 △159

経常利益 3,853 3,693 △159

親会社株主に帰属する当期純利益 2,553 2,442 △110

資産合計 156,924 158,675 1,750

資本合計 77,964 74,013 △3,951

 

 

平成30年４月期 

第２四半期 

売上高 157,109 157,109 －

営業利益 8,755 8,354 △401

経常利益 9,112 8,711 △401

親会社株主に帰属する当期純利益 6,095 5,817 △277

資産合計 166,087 167,912 1,824

資本合計 81,521 77,402 △4,118

 

 

平成30年４月期 

第３四半期 

売上高 242,537 242,537 －

営業利益 14,864 14,502 △361

経常利益 15,350 14,988 △361

親会社株主に帰属する当期純利益 10,253 10,002 △250

資産合計 168,651 170,464 1,812

資本合計 85,752 81,661 △4,091
 


