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2022年５月11日 

各 位  

 

会  社  名 アジャイルメディア・ネットワーク株式会社 

代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長  荒 木  哲 也 

 （コード番号 6573 グロース） 

問 合 せ 先 管 理 部  部 長  寺 本 直 樹 

 （TEL 03-6435-7130（代表）） 

 

 

過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出及び 

決算訂正の概要に関するお知らせ 

 

 当社は、本日付で過年度の有価証券報告書等の訂正報告書を関東財務局に提出いたしましたこと、

ならびに決算の訂正の概要について、下記のとおりお知らせ致します。  

 

1. 訂正の経緯及び理由 

当社は 2022 年２月１日付「第三者委員会の設置及び 2021 年 12 月期決算発表の延期に関するお

知らせにて公表致しましたとおり、当社台湾子会社や当社における過去の取引において、不適切な

会計処理がなされた疑義が生じたため、外部の専門家により構成された第三者委員会を設置し全容

解明に向けて調査を進めておりました。調査結果については、2022 年４月 11 日付「第三者委員会

の調査報告書の公表について」にて公表しておりますが、当社は調査報告書の内容を踏まえて、不

適切な会計処理の影響のある過年度の決算を訂正するとともに、過年度の有価証券報告書等の訂正

報告書を提出しました。 

 

２．訂正の対象 

(1) 訂正を行う有価証券報告書等 

第 11期（自 2017年１月１日 至 2017年 12月 31日）有価証券報告書 

第 12期（自 2018年１月１日 至 2018年 12月 31日）有価証券報告書 

第 13期 第１四半期（自 2019年１月１日 至 2019年３月 31日）四半期報告書  

第 13期 第２四半期（自 2019年４月１日 至 2019年６月 30日）四半期報告書 

第 13期 第３四半期（自 2019年７月１日 至 2019年９月 30日）四半期報告書 

第 13期（自 2019年１月１日 至 2019年 12月 31日）有価証券報告書 

第 14期 第１四半期（自 2020年１月１日 至 2020年３月 31日）四半期報告書  

第 14期 第２四半期（自 2020年４月１日 至 2020年６月 30日）四半期報告書 

第 14期 第３四半期（自 2020年７月１日 至 2020年９月 30日）四半期報告書 
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第 14期（自 2020年１月１日 至 2020年 12月 31日）有価証券報告書 

第 15期 第１四半期（自 2021年１月１日 至 2021年３月 31日）四半期報告書  

第 15期 第２四半期（自 2021年４月１日 至 2021年６月 30日）四半期報告書 

第 15期 第３四半期（自 2021年７月１日 至 2021年９月 30日）四半期報告書 

※上記の訂正期と関連する過年度の有価証券届出書については、別途、訂正のうえ提出いたしま

す。 

 

(2) 訂正を行う決算短信等 

新規上場申請のための有価証券報告書（Iの部） 

2018年 12月期決算短信[日本基準]（非連結） 

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） 

2020年 12月期決算短信[日本基準]（連結） 

2020年 12月期第１四半期決算短信[日本基準]（連結） 

2020年 12月期第２四半期決算短信[日本基準]（連結） 

2020年 12月期第３四半期決算短信[日本基準]（連結） 

2020年 12月期第決算短信[日本基準]（連結） 

2021年 12月期第１四半期決算短信[日本基準]（連結） 

2021年 12月期第２四半期決算短信[日本基準]（連結） 

2021年 12月期第３四半期決算短信[日本基準]（連結） 

 

３． 決算訂正の概要 

各連結会計年度及び事業年度の決算訂正の概要については以下の通りです。 

                            （単位：百万円） 

期間 項目 訂正前 訂正後 影響額 

11期 

(2017年 12 月期) 

通期 

 

売上高 734 735 － 

営業利益 66 78 ＋12 

経常利益 67 82 ＋14 

親会社株主に帰属

する当期純利益 

63 70 ＋7 

純資産 346 354 ＋7 

総資産 416 425 ＋8 
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12期 

(2018年 12 月期) 

通期  

 

売上高 910 845 △64 

営業利益 75 29 △45 

経常利益 64 16 △47 

親会社株主に帰属

する当期純利益 

26 △64 △91 

純資産 648 565 △83 

総資産 715 628 △86 

13期 

(2019年 12 月期) 

第 1四半期 

売上高 215 215 － 

営業利益 △17 △9 ＋7 

経常利益 △16 △8 ＋7 

親会社株主に帰属

する四半期純利益 

△73 △64 ＋9 

純資産 573 499 △74 

総資産 652 575 △76 

13期 

(2019年 12月期)

第 2四半期 

売上高 413 407 △5 

営業利益 △61 △49 ＋11 

経常利益 △69 △57 ＋11 

親会社株主に帰属

する四半期純利益 

△162 △153 ＋9 

純資産 499 425 △74 

総資産 634 554 △80 

13期 

(2019年 12 月期)

第 3四半期 

売上高 644 632 △12 

営業利益 △73 △53   ＋17 

経常利益 △81 △61 ＋17 

親会社株主に帰属

する四半期純利益 

△236 △206 ＋28 

純資産 427 374 △54 

総資産 574 522 △53 

13期 

(2019年 12 月期)

通期 

売上高 847 834 △12 

営業利益 △108 △75 ＋33 

経常利益 △114 △80 ＋33 

親会社株主に帰属

する当期純利益 

△355 △374 △18 

純資産 311 209 △102 

総資産 510 409 △100 
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14期 

(2020年 12 月期)

第 1四半期 

売上高 175 177 ＋1 

営業利益 △42 △29 ＋13 

経常利益 △42 △30 ＋13 

親会社株主に帰属

する四半期純利益 

△66 △64 ＋2 

純資産 246 145 △100 

総資産 440 343 △97 

14期 

(2020年 12 月期)

第 2四半期 

売上高 330 326 △4 

営業利益 △102 △85 ＋17 

経常利益 △101 △84 ＋17 

親会社株主に帰属

する四半期純利益 

△131 △131   ― 

純資産 182 80 △102 

総資産 484 385 △100 

14期 

(2020年 12 月期)

第 3四半期 

売上高 507 482 △24 

営業利益 △163 △139 ＋25 

経常利益 △156 △131 ＋25 

親会社株主に帰属

する四半期純利益 

△269 △271 △1 

純資産 346 243 △103 

総資産 853 752 △101 

14期 

(2020年 12 月期) 

通期 

売上高 667 641 △25 

営業利益 △237 △198 ＋39 

経常利益 △225 △185 ＋39 

親会社株主に帰属

する当期純利益 

△347 △345 ＋2 

純資産 268 168 △99 

総資産 764 668 △97 

15期 

(2021年 12 月期) 

第 1四半期 

売上高 166 157 △8 

営業利益 △42 △37 ＋4 

経常利益 △35 △30 ＋4 

親会社株主に帰属

する四半期純利益 

△166 △74 ＋92 

純資産 100 92 △7 

総資産 547 541 △5 
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15期 

(2021年 12月期) 

第 2四半期 

売上高 310 304 △5 

営業利益 △80 △73 ＋7 

経常利益 △71 △64 ＋7 

親会社株主に帰属

する四半期純利益 

△276 △181 ＋94 

純資産 △9 △14 △4 

総資産 453 451 △2 

15期 

(2021年 12 月期) 

第 3四半期 

売上高 481 468 △12 

営業利益 △85 △79 ＋5 

経常利益 △76 △71 ＋5 

親会社株主に帰属

する四半期純利益 

△300 △207 ＋92 

純資産 △33 △40 △6 

総資産 359 355 △4 

※上記概要にて記載した「訂正前」の数値のうち、以下の決算期については、2021 年７月 14 日

付で提出した訂正有価証券報告書または訂正四半期報告書の数値を「訂正前」として掲載していま

す。 

 

第 12期 第２四半期（自 2018年４月１日 至 2018年６月 30日）四半期報告書 

第 12期 第３四半期（自 2018年７月１日 至 2018年９月 30日）四半期報告書 

第 12期（自 2018年１月１日 至 2018年 12月 31日）有価証券報告書 

第 13期 第１四半期（自 2019年１月１日 至 2019年３月 31日）四半期報告書  

第 13期 第２四半期（自 2019年４月１日 至 2019年６月 30日）四半期報告書 

第 13期 第３四半期（自 2019年７月１日 至 2019年９月 30日）四半期報告書 

第 13期（自 2019年１月１日 至 2019年 12月 31日）有価証券報告書 

第 14期 第１四半期（自 2020年１月１日 至 2020年３月 31日）四半期報告書  

第 14期 第２四半期（自 2020年４月１日 至 2020年６月 30日）四半期報告書 

第 14期 第３四半期（自 2020年７月１日 至 2020年９月 30日）四半期報告書 

第 14期（自 2020年１月１日 至 2020年 12月 31日）有価証券報告書 

 

以上 


