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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決算短信等の訂正に関するお知らせ 

本日付「社内調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」に記載のとおり、社内調査委員会による調査

が終了し、同委員会より調査報告書が取締役会に提出されました。 

当社は、この調査結果を踏まえ、下記のとおり、過年度決算短信等を本日訂正するとともに、過年度の有価

証券報告書等の訂正報告書を６月４日付で関東財務局へ提出いたします。 

記 

１． 過年度訂正を行った理由 

当社は、平成 30 年４月 27 日付「当社持分法適用関連会社における不適切な会計処理に関する調査

について」にて公表いたしましたとおり、当社の持分法適用関連会社である BELCHIM CROP 

PROTECTION N.V.において、不適切な会計処理が行われていた疑義が判明したため、平成 30 年３月９

日に社内調査委員会を設置し、事態の全容把握とその根本的な原因の解明に努めてまいりました。 

当社は、本日、同委員会による調査結果を踏まえ、当社の過年度の連結財務諸表における持分法仕訳

及び未実現損益の消去に関する修正等を行うことを決定し、過年度の決算を訂正するとともに、下記３記

載の過年度決算短信等を訂正いたします。また、下記２記載の有価証券報告書（第 90 期から第 94 期）及

び四半期報告書（第 93 期から第 95 期）の訂正報告書を６月４日付で関東財務局へ提出いたします。 

２． 訂正報告書を提出する有価証券報告書及び四半期報告書 

（１） 有価証券報告書 

・第 90 期 （自 平成 24 年４月１日 至 平成 25 年３月 31日） 

・第 91 期 （自 平成 25 年４月１日 至 平成 26 年３月 31日） 

・第 92 期 （自 平成 26 年４月１日 至 平成 27 年３月 31日） 

・第 93 期 （自 平成 27 年４月１日 至 平成 28 年３月 31日） 

・第 94 期 （自 平成 28 年４月１日 至 平成 29 年３月 31日） 

（２） 四半期報告書 

・第 93 期 第１四半期 （自 平成 27 年４月１日 至 平成 27 年６月 30日） 

・第 93 期 第２四半期 （自 平成 27 年７月１日 至 平成 27 年９月 30日） 

・第 93 期 第３四半期 （自 平成 27 年 10 月１日 至 平成 27 年 12月 31 日） 



・第 94 期 第１四半期 （自 平成 28 年４月１日 至 平成 28 年６月 30日） 

・第 94 期 第２四半期 （自 平成 28 年７月１日 至 平成 28 年９月 30日） 

・第 94 期 第３四半期 （自 平成 28 年 10 月１日 至 平成 28 年 12月 31 日） 

・第 95 期 第１四半期 （自 平成 29 年４月１日 至 平成 29 年６月 30日） 

・第 95 期 第２四半期 （自 平成 29 年７月１日 至 平成 29 年９月 30日） 

・第 95 期 第３四半期 （自 平成 29 年 10 月１日 至 平成 29 年 12月 31 日） 

３． 訂正を行う決算短信及び四半期決算短信 

（１） 決算短信 

・平成 25 年３月期 決算短信 〔日本基準〕 （連結） 

・平成 26 年３月期 決算短信 〔日本基準〕 （連結） 

・平成 27 年３月期 決算短信 〔日本基準〕 （連結） 

・平成 28 年３月期 決算短信 〔日本基準〕 （連結） 

・平成 29 年３月期 決算短信 〔日本基準〕 （連結） 

（２） 四半期決算短信 

・平成 28 年３月期 第１四半期決算短信 〔日本基準〕 （連結） 

・平成 28 年３月期 第２四半期決算短信 〔日本基準〕 （連結） 

・平成 28 年３月期 第３四半期決算短信 〔日本基準〕 （連結） 

・平成 29 年３月期 第１四半期決算短信 〔日本基準〕 （連結） 

・平成 29 年３月期 第２四半期決算短信 〔日本基準〕 （連結） 

・平成 29 年３月期 第３四半期決算短信 〔日本基準〕 （連結） 

・平成 30 年３月期 第１四半期決算短信 〔日本基準〕 （連結） 

・平成 30 年３月期 第２四半期決算短信 〔日本基準〕 （連結） 

・平成 30 年３月期 第３四半期決算短信 〔日本基準〕 （連結） 



４． 訂正による過年度連結業績への影響 

（１） 有価証券報告書・決算短信 

（単位：百万円）

会計年度 項目
訂正前
（A)

訂正後
（B)

影響額
(B-A)

売上高 100,441 100,441 -
営業利益 2,792 2,792 -
経常利益 3,541 3,333 △ 208
親会社株主に帰属する当期純利益 925 719 △ 206
総資産 177,316 176,459 △ 856
純資産 53,064 51,842 △ 1,222

売上高 105,293 105,293 -
営業利益 3,038 3,038 -
経常利益 2,966 2,594 △ 371
親会社株主に帰属する当期純利益 △ 7,836 △ 8,207 △ 370
総資産 165,987 164,532 △ 1,454
純資産 46,710 44,699 △ 2,011

売上高 103,330 103,330 -
営業利益 11,104 11,104 -
経常利益 11,764 11,435 △ 328
親会社株主に帰属する当期純利益 6,983 6,661 △ 321
総資産 169,414 167,662 △ 1,752
純資産 53,215 50,779 △ 2,435

売上高 102,903 102,903 -
営業利益 8,314 8,314 -
経常利益 7,318 7,009 △ 308
親会社株主に帰属する当期純利益 9,462 9,151 △ 310
総資産 165,050 163,056 △ 1,994
純資産 61,597 58,933 △ 2,663

売上高 101,601 101,601 -
営業利益 8,415 8,415 -
経常利益 7,283 5,948 △ 1,335
親会社株主に帰属する当期純利益 5,125 3,804 △ 1,321
総資産 159,856 156,871 △ 2,984
純資産 66,571 62,981 △ 3,589

第90期
（平成25年３月期）

第91期
（平成26年３月期）

第92期
（平成27年３月期）

第93期
（平成28年３月期）

第94期
（平成29年３月期）



 （２） 四半期報告書・四半期決算短信 

（単位：百万円）

会計年度 項目
訂正前
（A)

訂正後
（B)

影響額
(B-A)

売上高 28,761 28,761 -
営業利益 1,271 1,271 -
経常利益 883 978 95
親会社株主に帰属する四半期純利益 430 541 111
総資産 162,319 160,706 △ 1,612
純資産 53,307 50,868 △ 2,439

売上高 52,834 52,834 -
営業利益 3,486 3,486 -
経常利益 2,360 2,214 △ 146
親会社株主に帰属する四半期純利益 1,553 1,416 △ 136
総資産 166,022 164,709 △ 1,313
純資産 54,375 51,961 △ 2,413

売上高 77,395 77,395 -
営業利益 2,445 2,445 -
経常利益 603 323 △ 280
親会社株主に帰属する四半期純利益 3,671 3,400 △ 271
総資産 162,934 161,313 △ 1,621
純資産 56,845 54,172 △ 2,672

第93期
（平成28年３月期）
第１四半期

第93期
（平成28年３月期）
第２四半期

第93期
（平成28年３月期）
第３四半期

（単位：百万円）

会計年度 項目
訂正前
（A)

訂正後
（B)

影響額
(B-A)

売上高 27,490 27,490 -
営業利益 815 815 -
経常利益 △ 711 △ 497 214
親会社株主に帰属する四半期純利益 △ 880 △ 656 224
総資産 160,067 158,440 △ 1,627
純資産 60,149 57,772 △ 2,377

売上高 51,211 51,211 -
営業利益 1,831 1,831 -
経常利益 3 △ 1,314 △ 1,317
親会社株主に帰属する四半期純利益 △ 794 △ 2,090 △ 1,296
総資産 158,226 155,503 △ 2,722
純資産 59,216 55,506 △ 3,709

売上高 74,535 74,535 -
営業利益 2,930 2,930 -
経常利益 1,786 488 △ 1,297
親会社株主に帰属する四半期純利益 997 △ 278 △ 1,276
総資産 159,281 156,611 △ 2,669
純資産 60,940 57,503 △ 3,436

第94期
（平成29年３月期）
第１四半期

第94期
（平成29年３月期）
第２四半期

第94期
（平成29年３月期）
第３四半期



（単位：百万円）

会計年度 項目
訂正前
（A)

訂正後
（B)

影響額
(B-A)

売上高 26,164 26,164 -
営業利益 1,269 1,269 -
経常利益 906 1,287 381
親会社株主に帰属する四半期純利益 555 930 374
総資産 154,645 152,199 △ 2,446
純資産 67,081 63,752 △ 3,329

売上高 52,904 52,904 -
営業利益 3,858 3,858 -
経常利益 3,380 3,409 28
親会社株主に帰属する四半期純利益 2,446 2,508 61
総資産 164,047 161,386 △ 2,661
純資産 69,471 65,781 △ 3,690

売上高 78,289 78,289 -
営業利益 5,331 5,331 -
経常利益 4,104 4,117 13
親会社株主に帰属する四半期純利益 2,648 2,710 62
総資産 163,083 160,575 △ 2,508
純資産 70,165 66,272 △ 3,892

第95期
（平成30年３月期）
第１四半期

第95期
（平成30年３月期）
第２四半期

第95期
（平成30年３月期）
第３四半期

      以 上 


