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2022年12月26日 

各 位 

会 社 名 株式会社バリューゴルフ 

代表者名 代表取締役 社長執行役員 水口 通夫 

（コード：3931 東証グロース） 

問合せ先 取締役 専務執行役員 渡辺 和昭 

(TEL 03-6435-1535) 

 

 

過年度の有価証券報告書等の訂正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、2022年10月21日付「当社連結子会社における不適切な取引に係る調査に関するお知らせ」

において公表いたしましたとおり、当社連結子会社である株式会社産経旅行において、不適切な取引

行為が行われていた可能性に関する調査を実施いたしました。2022年12月９日に受領した外部調査チ

ームからの調査報告書の内容を踏まえ、以下の期間における有価証券報告書等及び決算短信等につき

修正することといたしましたので、ご報告いたします。 

 

記 

 

１．訂正する有価証券報告書等 

 2020年１月期 有価証券報告書 （自 2019年２月１日 至 2020年１月31日） 

 2021年１月期 第１四半期報告書 （自 2020年２月１日 至 2020年４月30日） 

   第２四半期報告書 （自 2020年５月１日 至 2020年７月31日） 

   第３四半期報告書 （自 2020年８月１日 至 2020年10月31日） 

   有価証券報告書 （自 2020年２月１日 至 2021年１月31日） 

 2022年１月期 第１四半期報告書 （自 2021年２月１日 至 2021年４月30日） 

   第２四半期報告書 （自 2021年５月１日 至 2021年７月31日） 

   第３四半期報告書 （自 2021年８月１日 至 2021年10月31日） 

   有価証券報告書 （自 2021年２月１日 至 2022年１月31日） 

 2023年１月期 第１四半期報告書 （自 2022年２月１日 至 2022年４月30日） 

   第２四半期報告書 （自 2022年５月１日 至 2022年７月31日） 

 2020年１月期 内部統制報告書 

 2021年１月期 内部統制報告書 

 2022年１月期 内部統制報告書 
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２．訂正する決算短信等 

 2020年１月期 決算短信  （自 2019年２月１日 至 2020年１月31日） 

 2021年１月期 第１四半期決算短信 （自 2020年２月１日 至 2020年４月30日） 

   第２四半期決算短信 （自 2020年５月１日 至 2020年７月31日） 

   第３四半期決算短信 （自 2020年８月１日 至 2020年10月31日） 

   決算短信  （自 2020年２月１日 至 2021年１月31日） 

 2022年１月期 第１四半期決算短信 （自 2021年２月１日 至 2021年４月30日） 

   第２四半期決算短信 （自 2021年５月１日 至 2021年７月31日） 

   第３四半期決算短信 （自 2021年８月１日 至 2021年10月31日） 

   決算短信  （自 2021年２月１日 至 2022年１月31日） 

 2023年１月期 第１四半期決算短信 （自 2022年２月１日 至 2022年４月30日） 

   第２四半期決算短信 （自 2022年５月１日 至 2022年７月31日） 

 

３．訂正の経緯 

  訂正の経緯につきましては、2022年12月９日公表の「当社連結子会社における不適切な取引に係

る調査報告書受領のお知らせ」をご参照ください。 

 

４．訂正による過年度連結業績への影響 

  今回の訂正に伴う過年度の連結業績への影響額は下記の通りです。なお、訂正に際しては、過年

度において重要性の観点から訂正を行っていなかった事項の訂正を合わせて行っております。 

（単位：千円） 

会計年度 項目 
訂正前 

（Ａ） 

訂正後 

（Ｂ） 

影響額 

（Ｂ－Ａ） 

増減率 

（％） 

第16期 

（2020年１月期） 

通期 

売上高 5,763,195 5,647,075 △116,119 △2.0 

営業利益 64,438 72,679 8,240 12.8 

経常利益 54,210 47,792 △6,418 △11.8 

親会社株主に帰属

する当期純利益 
65,003 61,775 △3,227 △5.0 

純資産 1,050,637 1,047,409 △3,227 △0.3 

総資産 2,229,532 2,218,771 △10,760 △0.5 

第17期 

（2021年１月期） 

第１四半期 

売上高 1,175,761 1,134,213 △41,547 △3.5 

営業利益 △5,534 △6,437 △902 － 

経常利益 △5,136 △7,204 △2,068 － 

親会社株主に帰属

する四半期純利益 
△18,860 △24,119 △5,258 － 

純資産 1,013,466 1,004,980 △8,486 △0.8 

総資産 2,245,024 2,237,604 △7,419 △0.3 
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（単位：千円） 

会計年度 項目 
訂正前 

（Ａ） 

訂正後 

（Ｂ） 

影響額 

（Ｂ－Ａ） 

増減率 

（％） 

第17期 

（2021年１月期） 

第２四半期 

売上高 2,257,660 2,170,296 △87,364 △3.9 

営業利益 20,295 18,569 △1,725 △8.5 

経常利益 26,257 21,851 △4,405 △16.8 

親会社株主に帰属

する四半期純利益 
△7,785 △15,381 △7,596 － 

純資産 1,024,383 1,013,559 △10,823 △1.1 

総資産 2,257,660 2,170,296 △87,364 △3.9 

第17期 

（2021年１月期） 

第３四半期 

売上高 3,326,522 3,186,641 △139,880 △4.2 

営業利益 46,572 43,077 △3,495 △7.5 

経常利益 50,295 43,512 △6,783 △13.5 

親会社株主に帰属

する四半期純利益 
△7,342 △17,316 △9,973 － 

純資産 1,025,127 1,011,925 △13,201 △1.3 

総資産 2,102,968 2,094,482 △8,485 △0.4 

第17期 

（2021年１月期） 

通期 

売上高 4,470,118 4,271,320 △198,798 △4.4 

営業利益 91,601 87,658 △3,943 △4.3 

経常利益 99,149 87,582 △11,567 △11.7 

親会社株主に帰属

する当期純利益 
△32,165 △48,110 △15,945 － 

純資産 1,000,608 981,435 △19,173 △1.9 

総資産 2,076,970 2,059,684 △17,286 △0.8 

第18期 

（2022年１月期） 

第１四半期 

売上高 1,104,283 1,021,610 △82,672 △7.5 

営業利益 51,607 50,493 △1,114 △2.2 

経常利益 46,112 41,361 △4,750 △10.3 

親会社株主に帰属

する四半期純利益 
24,091 19,340 △4,750 △19.7 

純資産 1,014,141 990,218 △23,923 △2.4 

総資産 2,362,879 2,343,701 △19,177 △0.8 

第18期 

（2022年１月期） 

第２四半期 

売上高 2,296,991 2,118,434 △178,556 △7.8 

営業利益 107,019 103,955 △3,063 △2.9 

経常利益 99,470 91,113 △8,356 △8.4 

親会社株主に帰属

する四半期純利益 
47,655 39,299 △8,356 △17.5 

純資産 1,037,808 1,010,278 △27,529 △2.7 

総資産 2,351,245 2,328,526 △22,719 △1.0 
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（単位：千円） 

会計年度 項目 
訂正前 

（Ａ） 

訂正後 

（Ｂ） 

影響額 

（Ｂ－Ａ） 

増減率 

（％） 

第18期 

（2022年１月期） 

第３四半期 

売上高 3,446,618 3,183,880 △262,737 △7.6 

営業利益 170,031 164,326 △5,705 △3.4 

経常利益 159,551 144,211 △15,340 △9.6 

親会社株主に帰属

する四半期純利益 
94,384 79,044 △15,340 △16.3 

純資産 1,084,647 1,050,134 △34,513 △3.2 

総資産 2,540,122 2,496,486 △43,635 △1.7 

第18期 

（2022年１月期） 

通期 

売上高 4,685,115 4,283,527 △401,588 △8.6 

営業利益 226,136 215,073 △11,062 △4.9 

経常利益 213,662 189,041 △24,620 △11.5 

親会社株主に帰属

する当期純利益 
147,539 123,853 △23,685 △16.1 

純資産 1,138,192 1,095,333 △42,858 △3.8 

総資産 2,436,746 2,369,452 △67,293 △2.8 

第19期 

（2023年１月期） 

第１四半期 

売上高 1,097,276 1,092,188 △5,088 △0.5 

営業利益 93,045 87,957 △5,088 △5.5 

経常利益 80,733 69,342 △11,391 △14.1 

親会社株主に帰属

する四半期純利益 
55,142 42,816 △12,326 △22.4 

純資産 1,158,594 1,103,661 △54,933 △4.7 

総資産 2,945,363 2,789,226 △156,137 △5.3 

第19期 

（2023年１月期） 

第２四半期 

売上高 2,315,941 2,305,851 △10,090 △0.4 

営業利益 163,152 153,062 △10,090 △6.2 

経常利益 143,037 127,828 △15,209 △10.6 

親会社株主に帰属

する四半期純利益 
100,213 84,068 △16,144 △16.1 

純資産 1,203,352 1,144,601 △58,751 △4.9 

総資産 3,108,505 2,841,736 △266,769 △8.6 

 

以上 

 


