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過年度の決算短信等の一部訂正に関するお知らせ 

 

 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の訂正を行いました

のでお知らせいたします。 

なお、当社は、本日付で同期間における過年度の有価証券報告書、四半期報告書及び内部

統制報告書の訂正、ならびに第 28期（2019年 12月期）有価証券報告書の提出を行なって

おります。 

 

記 

 

1．訂正の理由及び経緯 

当社は、外部からの指摘を契機として、当社の連結子会社である株式会社シナジー・コン

サルティング（以下、「シナジー社」といいます。）が行った不動産取引の一部に係る売上の

計上について不適切な会計処理が実施された疑義があることを認識いたしました。 

この事実を受け、当社は 2020 年 1 月 17 日付で当社とは利害関係を有しない独立した外

部専門家である弁護士及び公認会計士で構成される第三者委員会を設置し、事実関係の究明

と再発防止策の提言を目的とした調査を依頼いたしました。 

その後、2020年 4月 28日付の第三者委員会調査報告書において、シナジー社が 2017年

5 月から 2018 年 9 月の期間で行った不動産取引の一部について売上の架空計上等による不

適切な会計処理の事実が判明したとする調査報告を受領するに至り、当社は 2017 年 12 月

期第 2 四半期以降の売上高、及び段階損益の修正等の必要な訂正を行うことといたしまし

た。 

これらに伴い、本日付で決算短信及び四半期決算短信の訂正を行っております。 

 

2．本日訂正した決算短信等 

 2017年 12月期 第 2四半期決算短信 〔日本基準〕（連結） 

 2017年 12月期 第 3四半期決算短信 〔日本基準〕（連結） 



 2017年 12月期 決算短信 〔日本基準〕（連結） 

 

 2018年 12月期 第 1四半期決算短信 〔日本基準〕（連結） 

 2018年 12月期 第 2四半期決算短信 〔日本基準〕（連結） 

 2018年 12月期 第 3四半期決算短信 〔日本基準〕（連結） 

 2018年 12月期 決算短信 〔日本基準〕（連結） 

 

 2019年 12月期 第 1四半期決算短信 〔日本基準〕（連結） 

 2019年 12月期 第 2四半期決算短信 〔日本基準〕（連結） 

 2019年 12月期 第 3四半期決算短信 〔日本基準〕（連結） 

 

3．各連結会計年度及び事業年度の訂正の概要  

 【連結】               (単位：百万円） 

期間 項目 訂正前 訂正後 影響額 

 

 

2017年     

12月期 

第 2四半期 

 

売上高 1,983 1,879 △103 

営業利益 61 △40 △102 

経常利益 60 △41 △102 

親会社株主に帰属する 

四半期純利益 

73 △48 △121 

純資産 172 51 △121 

総資産 314 251 △63 

 

 

2017年     

12月期 

第 3四半期 

 

売上高 2,744 2,619 △125 

営業利益 90 △31 △121 

経常利益 89 △31 △121 

親会社株主に帰属する 

四半期純利益 

93 △39 △132 

純資産 227 94 △132 

総資産 385 316 △69 

 

 

2017年     

12月期 

 

売上高 3,864 3,711 △152 

営業利益 109 △40 △150 

経常利益 109 △41 △150 

親会社株主に帰属する 

当期純利益 

110 △88 △199 

純資産 244 45 △199 

総資産 358 265 △92 

 

 



 （単位： 百万円） 

期間 項目 訂正前 訂正後 影響額 

 

 

2018年     

12月期 

第 1四半期 

 

売上高 386 323 △62 

営業利益 4 △57 △62 

経常利益 4 △58 △62 

親会社株主に帰属する 

四半期純利益 

6 △58 △65 

純資産 253 △11 △264 

総資産 347 221 △126 

 

 

2018年     

12月期 

第 2四半期 

 

売上高 969 782 △186 

営業利益 96 △88 △184 

経常利益 95 △88 △184 

親会社株主に帰属する 

四半期純利益 

85 △90 

 

△175 

純資産 460 84 △375 

総資産 762 549 △213 

 

 

2018年     

12月期 

第 3四半期 

 

売上高 1,330 1,073 △257 

営業利益 105 △147 △252 

経常利益 102 △150 △252 

親会社株主に帰属する 

四半期純利益 

90 △152 △242 

純資産 465 23 △441 

総資産 660 416 △244 

 

 

2018年     

12月期 

 

売上高 1,613 1,362 △251 

営業利益 29 △242 △271 

経常利益 25 △246 △271 

親会社株主に帰属する 

当期純利益 

0 △253 △253 

純資産 561 107 △453 

総資産 712 510 △202 

 

 

 

 

 

 

 



（単位： 百万円） 

期間 項目 訂正前 訂正後 影響額 

 

 

2019年     

12月期 

第 1四半期 

 

売上高 276 276 － 

営業利益 △85 △83 1 

経常利益 △86 △84 1 

親会社株主に帰属する 

四半期純利益 

△86 △85 0 

純資産 475 22 △452 

総資産 576 480 △95 

  

 

2019年     

12月期 

第 2四半期 

 

売上高 523 523 － 

営業利益 △178 △177 1 

経常利益 △182 △181 1 

親会社株主に帰属する 

四半期純利益 

△183 △185 △2 

純資産 377 △77 △455 

総資産 706 588 △118 

  

 

2019年     

12月期 

第 3四半期 

 

売上高 1,083 1,083 － 

営業利益 △233 △237 △3 

経常利益 △243 △247 △3 

親会社株主に帰属する 

四半期純利益 

△245 △252 △6 

純資産 316 △144 △460 

総資産 1,213 1,012 △200 

 

 以 上 


