
 

2019年８月30日 

各 位 

会 社 名 株 式 会 社 梅 の 花 

代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 兼 Ｃ Ｏ Ｏ 本 多 裕 二 

（コード番号 ７６０４ 東証第二部） 

問 合 せ 先 取締役執行役 管理本部長 

上 村 正 幸 

（ＴＥＬ ０９４２－３８－３４４０） 

 

 

過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出及び 

過年度の決算短信等の訂正に関するお知らせ 
 

 

当社は、本日、過年度に提出した有価証券報告書、四半期報告書及び有価証券届出書の訂正報

告書を関東財務局及び福岡財務支局に提出するとともに、過年度に係る決算短信及び四半期決算

短信を訂正いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．訂正の理由 

2019年８月28日付「第三者委員会の調査報告書の受領及び今後の当社の対応に関するお知ら

せ」及び2019年８月29日付「第三者委員会の調査報告書全文開示に関するお知らせ」において

公表いたしましたとおり、当社及び当社の連結子会社の店舗に係る固定資産の減損処理方法に

関する本社費等の会計処理について第三者委員会の調査が完了いたしました。同調査の結果、

過年度の有価証券報告書等及び決算短信等の訂正が必要であると判断し、今回の訂正を行うこ

とといたしました。 

 

２．訂正の対象 

（１）訂正する有価証券報告書等 

① 有価証券報告書 

第31期 平成22年９月期 （自 平成21年10月１日 至 平成22年９月30日）（※） 

第32期 平成23年９月期 （自 平成22年10月１日 至 平成23年９月30日）（※） 

第33期 平成24年９月期 （自 平成23年10月１日 至 平成24年９月30日）（※） 

第34期 平成25年９月期 （自 平成24年10月１日 至 平成25年９月30日）（※） 

第35期 平成26年９月期 （自 平成25年10月１日 至 平成26年９月30日） 

第36期 平成27年９月期 （自 平成26年10月１日 至 平成27年９月30日） 

第37期 平成28年９月期 （自 平成27年10月１日 至 平成28年９月30日） 

第38期 平成29年９月期 （自 平成28年10月１日 至 平成29年９月30日） 

第39期 平成30年９月期 （自 平成29年10月１日 至 平成30年９月30日） 

（※）縦覧期間が終了している有価証券報告書であり、訂正報告書を速やかに福岡財務支局

へ提出いたします。 

 

② 四半期報告書 

第38期 第１四半期 （自 平成28年10月１日 至 平成28年12月31日） 

第38期 第２四半期 （自 平成29年１月１日 至 平成29年３月31日） 



第38期 第３四半期 （自 平成29年４月１日 至 平成29年６月30日） 

第39期 第１四半期 （自 平成29年10月１日 至 平成29年12月31日） 

第39期 第２四半期 （自 平成30年１月１日 至 平成30年３月31日） 

第39期 第３四半期 （自 平成30年４月１日 至 平成30年６月30日） 

第40期 第１四半期 （自 平成30年10月１日 至 平成30年12月31日） 

 

（２）本日開示した訂正決算短信等 

① 決算短信 

平成22年９月期 決算短信 

平成23年９月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成24年９月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成25年９月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成26年９月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成27年９月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成28年９月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成29年９月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成30年９月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 

2019年４月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 

 

② 四半期決算短信 

平成29年９月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成29年９月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成29年９月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成30年９月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成30年９月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成30年９月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成31年４月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

 

３．決算訂正の影響額 

今回の決算訂正に伴う業績への影響額の概要は、以下のとおりであります。 

 

【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） 

第31期 

（平成22年９月期） 

通期 

売上高 28,734 28,734 － 

営業利益 577 577 － 

経常利益 365 365 － 

当期純利益 177 △177 △355 

総資産 18,329 17,974 △355 

純資産 3,454 3,099 △355 

第32期 

（平成23年９月期） 

通期 

売上高 29,736 29,736 － 

営業利益 702 765 62 

経常利益 461 523 62 

当期純利益 △155 △239 △84 

総資産 19,181 18,741 △439 

純資産 6,011 5,571 △439 

 

  



（単位：百万円） 

期間 項目 訂正前 

（Ａ） 

訂正後 

（Ｂ） 

影響額 

（Ｂ－Ａ） 

第33期 

（平成24年９月期） 

通期 

売上高 30,029 30,029 － 

営業利益 510 581 70 

経常利益 558 629 70 

当期純利益 256 295 38 

総資産 18,157 17,756 △401 

純資産 5,989 5,587 △401 

第34期 

（平成25年９月期） 

通期 

売上高 29,780 29,780 － 

営業利益 377 449 72 

経常利益 207 279 72 

当期純利益 41 9 △31 

総資産 19,002 18,571 △431 

純資産 6,648 6,215 △432 

第35期 

（平成26年９月期） 

通期 

売上高 29,680 29,680 － 

営業利益 697 770 72 

経常利益 623 696 72 

当期純利益 229 308 78 

総資産 19,883 19,515 △368 

純資産 6,878 6,510 △368 

第36期 

（平成27年９月期） 

通期 

売上高 29,410 29,410 － 

営業利益 184 268 84 

経常利益 119 203 84 

当期純利益 △52 △84 △32 

総資産 21,159 20,747 △412 

純資産 6,930 6,530 △400 

第37期 

（平成28年９月期） 

通期 

売上高 29,398 29,398 － 

営業利益 161 246 84 

経常利益 60 145 84 

親会社株主に帰属する当期純利益 96 △75 △172 

総資産 26,818 26,230 △588 

純資産 5,724 5,151 △573 

第38期 

（平成29年９月期） 

第１四半期 

売上高 8,462 8,462 － 

営業利益 275 296 21 

経常利益 250 271 21 

親会社株主に帰属する四半期純利益 148 151 3 

総資産 28,060 27,468 △591 

純資産 5,831 5,261 △570 

第38期 

（平成29年９月期） 

第２四半期 

売上高 16,068 16,068 － 

営業利益 453 495 42 

経常利益 447 490 42 

親会社株主に帰属する四半期純利益 214 272 58 

総資産 27,541 27,005 △535 

純資産 5,914 5,399 △514 

 

  



（単位：百万円） 

期間 項目 訂正前 

（Ａ） 

訂正後 

（Ｂ） 

影響額 

（Ｂ－Ａ） 

第38期 

（平成29年９月期） 

第３四半期 

売上高 23,646 23,646 － 

営業利益 430 495 64 

経常利益 400 464 64 

親会社株主に帰属する四半期純利益 179 255 75 

総資産 27,596 27,078 △517 

純資産 6,026 5,529 △497 

第38期 

（平成29年９月期） 

通期 

売上高 31,394 31,394 － 

営業利益 313 399 85 

経常利益 267 353 85 

親会社株主に帰属する当期純利益 △414 △500 △85 

総資産 28,421 27,741 △680 

純資産 5,495 4,836 △658 

第39期 

（平成30年９月期） 

第１四半期 

売上高 9,035 9,035 － 

営業利益 320 342 21 

経常利益 286 308 21 

親会社株主に帰属する四半期純利益 173 190 16 

総資産 29,578 28,914 △664 

純資産 5,761 5,119 △642 

第39期 

（平成30年９月期） 

第２四半期 

売上高 17,245 17,245 － 

営業利益 547 590 43 

経常利益 503 547 43 

親会社株主に帰属する四半期純利益 295 330 35 

総資産 29,810 29,166 △644 

純資産 5,857 5,233 △623 

第39期 

（平成30年９月期） 

第３四半期 

売上高 24,858 24,858 － 

営業利益 579 645 65 

経常利益 495 561 65 

親会社株主に帰属する四半期純利益 281 314 32 

総資産 32,337 31,691 △646 

純資産 8,496 7,869 △626 

第39期 

（平成30年９月期） 

通期 

売上高 32,647 32,647 － 

営業利益 390 478 87 

経常利益 270 358 87 

親会社株主に帰属する当期純利益 10 44 33 

総資産 30,637 29,996 △640 

純資産 8,671 8,045 △625 

第40期 

（平成31年４月期） 

第１四半期 

売上高 8,891 8,891 － 

営業利益 247 267 20 

経常利益 219 240 20 

親会社株主に帰属する四半期純利益 159 162 3 

総資産 30,827 30,187 △639 

純資産 8,657 8,035 △622 

 

  



（単位：百万円） 

期間 項目 訂正前 

（Ａ） 

訂正後 

（Ｂ） 

影響額 

（Ｂ－Ａ） 

第40期 

（2019年４月期） 

通期 

売上高 19,499 19,499 － 

営業利益 356 425 68 

経常利益 300 369 68 

親会社株主に帰属する当期純利益 184 △981 △1,166 

総資産 30,477 28,737 △1,740 

純資産 9,183 7,391 △1,791 

 

【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） 

第31期 

（平成22年９月期） 

通期 

売上高 11,442 11,442 － 

営業利益 123 123 － 

経常利益 101 △209 △311 

当期純利益 79 △425 △504 

総資産 19,147 18,642 △504 

純資産 4,461 3,956 △504 

第32期 

（平成23年９月期） 

通期 

売上高 11,387 11,387 － 

営業利益 249 269 19 

経常利益 264 △177 △442 

当期純利益 279 △174 △454 

総資産 16,435 15,476 △958 

純資産 7,453 6,494 △958 

第33期 

（平成24年９月期） 

通期 

売上高 11,355 11,355 － 

営業利益 59 76 16 

経常利益 51 151 99 

当期純利益 11 104 93 

総資産 15,377 14,512 △865 

純資産 7,186 6,321 △865 

第34期 

（平成25年９月期） 

通期 

売上高 11,433 11,433 － 

営業利益 82 98 15 

経常利益 16 12 △3 

当期純利益 △1 △15 △14 

総資産 16,868 15,990 △878 

純資産 7,795 6,915 △879 

第35期 

（平成26年９月期） 

通期 

売上高 11,283 11,283 － 

営業利益 55 61 6 

経常利益 83 217 133 

当期純利益 41 171 129 

総資産 17,545 16,795 △749 

純資産 7,802 7,052 △749 

 

  



（単位：百万円） 

期間 項目 訂正前 

（Ａ） 

訂正後 

（Ｂ） 

影響額 

（Ｂ－Ａ） 

第36期 

（平成27年９月期） 

通期 

売上高 11,485 11,485 － 

営業利益 △18 3 21 

経常利益 30 △124 △155 

当期純利益 △35 △191 △155 

総資産 19,393 18,488 △905 

純資産 7,933 7,027 △905 

第37期 

（平成28年９月期） 

通期 

売上高 11,625 11,625 － 

営業利益 15 28 13 

経常利益 48 △175 △224 

当期純利益 183 △50 △233 

総資産 25,144 24,005 △1,138 

純資産 6,828 5,690 △1,138 

第38期 

（平成29年９月期） 

通期 

売上高 11,982 11,982 － 

営業利益 21 28 7 

経常利益 90 △287 △377 

当期純利益 △76 △499 △423 

総資産 26,783 25,221 △1,561 

純資産 6,930 5,368 △1,561 

第39期 

（平成30年９月期） 

通期 

売上高 12,584 12,584 － 

営業利益 △80 △73 7 

経常利益 △47 251 298 

当期純利益 △167 98 266 

総資産 29,364 28,099 △1,264 

純資産 9,945 8,649 △1,295 

第40期 

（2019年４月期） 

通期 

売上高 7,695 7,695 － 

営業利益 △100 △88 12 

経常利益 △76 △652 △575 

当期純利益 77 △789 △866 

総資産 29,264 27,156 △2,108 

純資産 10,380 8,217 △2,162 

（注）第40期（2019年４月期）に「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28

号 平成30年２月16日）等を適用しておりますが、第31期（平成22年９月期）から第39期

（平成30年９月期）は遡及適用前の数値を記載しております。 

 

株主、投資家の皆様をはじめ関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をお掛けいたしてお

りますことを改めて深くお詫び申し上げます。 

 

以 上 


