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2021年３月 12日 

各   位 

会 社 名  シ ャ ー プ 株 式 会 社 

代 表 者 名  代 表 取 締 役  戴 正 呉    

  （コード番号 ６７５３） 

問 合 せ 先  会長室広報担当   吉 田  敦  

TEL   ( 0 5 0 ) 5 2 1 3 - 6 7 9 5 

   

 

2021年３月期第３四半期決算短信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、発表を延期しておりました2021年３月期第３四半期決算短信を提出するとともに、過年度

の決算短信等について訂正開示を行いましたので、お知らせいたします。 

 

 

１．訂正の経緯および理由 

 当社は、当社連結子会社であるカンタツ株式会社（以下、「カンタツ社」という。）において不適切な会

計処理が存在するとの認識に至り、外部の弁護士・公認会計士を含む調査委員会を設置して事実の確認等

を行ってまいりましたが、本日付「調査委員会の調査報告書の受領に関するお知らせ」のとおり、調査委

員会からの調査報告書の提出を受けました。 

これを受けて、主として過年度においてカンタツ社における売上計上要件を満たさない売上取消や棚卸

資産評価損の計上、固定資産の減損の計上を行い、その他の当社連結決算における未修正事項と併せて、

過年度決算の訂正を行います。 

 

２．本日公表した過年度の決算短信および四半期決算短信の訂正 

 決算短信     2020年３月期 決算短信〔日本基準〕 （連結） 

 

 四半期決算短信  2021年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕 （連結） 

          2021年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕 （連結） 

 

３．訂正による連結業績への影響額 

 （１）決算短信 

                                        （単位：百万円） 

期間 項目 訂正前 訂正後 影響額 増減率 

第125期 

2019年３月期 

通期 

売上高 2,400,072 2,394,767 △5,304 △0.2% 

営業利益 84,140 77,388 △6,751 △8.0% 

経常利益 69,011 62,849 △6,162 △8.9% 

親会社株主に帰属

する当期純利益 
74,226 64,012 △10,214 △13.8% 

総資産 1,866,349 1,848,551 △17,797 △1.0% 

純資産 372,471 357,331 △15,140 △4.1% 

第126期 

2020年３月期 

通期 

売上高 2,271,248 2,262,284 △8,963 △0.4% 

営業利益 52,773 51,464 △1,309 △2.5% 

経常利益 55,541 50,175 △5,365 △9.7% 

親会社株主に帰属

する当期純利益 
20,958 13,726 △7,232 △34.5% 

総資産 1,832,349 1,811,907 △20,441 △1.1% 

純資産 295,138 270,959 △24,179 △8.2% 
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（２）四半期決算短信 

                                        （単位：百万円） 

期間 項目 訂正前 訂正後 影響額 増減率 

第125期 

2019年３月期 

第２四半期 

売上高 1,129,035 1,125,243 △3,792 △0.3% 

営業利益 47,002 42,029 △4,973 △10.6% 

経常利益 43,212 38,239 △4,973 △11.5% 

親会社株主に帰属

する当期純利益 
40,930 36,266 △4,664 △11.4% 

総資産 1,878,179 1,874,287 △3,891 △0.2% 

純資産 431,702 427,909 △3,793 △0.9% 

第125期 

2019年３月期 

第３四半期 

売上高 1,771,537 1,770,170 △1,367 △0.1% 

営業利益 68,247 66,390 △1,857 △2.7% 

経常利益 62,016 60,159 △1,857 △3.0% 

親会社株主に帰属

する当期純利益 
63,079 61,931 △1,148 △1.8% 

総資産 1,962,699 1,962,968 269 0.0% 

純資産 444,673 444,547 △126 △0.0% 

第126期 

2020年３月期 

第１四半期 

売上高 514,992 514,634 △357 △0.1% 

営業利益 14,613 13,213 △1,400 △9.6% 

経常利益 13,938 11,980 △1,957 △14.0% 

親会社株主に帰属

する当期純利益 
12,543 8,767 △3,776 △30.1% 

総資産 1,846,463 1,829,778 △16,684 △0.9% 

純資産 267,378 250,612 △16,766 △6.3% 

第126期 

2020年３月期 

第２四半期 

売上高 1,120,665 1,117,101 △3,564 △0.3% 

営業利益 36,957 35,114 △1,842 △5.0% 

経常利益 33,107 29,425 △3,681 △11.1% 

親会社株主に帰属

する当期純利益 
27,397 21,874 △5,523 △20.2% 

総資産 1,865,294 1,847,872 △17,421 △0.9% 

純資産 293,129 272,373 △20,756 △7.1% 

第126期 

2020年３月期 

第３四半期 

売上高 1,755,574 1,750,437 △5,137 △0.3% 

営業利益 66,377 61,791 △4,586 △6.9% 

経常利益 64,119 59,777 △4,342 △6.8% 

親会社株主に帰属

する当期純利益 
52,441 46,107 △6,333 △12.1% 

総資産 1,930,485 1,913,072 △17,413 △0.9% 

純資産 335,722 313,728 △21,993 △6.6% 

第127期 

2021年３月期 

第１四半期 

売上高 517,290 514,468 △2,821 △0.5% 

営業利益 9,083 9,858 775 8.5% 

経常利益 7,794 11,284 3,489 44.8% 

親会社株主に帰属

する当期純利益 
7,950 8,196 246 3.1% 

総資産 1,837,991 1,823,247 △14,743 △0.8% 

純資産 297,930 276,509 △21,420 △7.2% 
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（単位：百万円） 

期間 項目 訂正前 訂正後 影響額 増減率 

第127期 

2021年３月期

第２四半期 

売上高 1,142,165 1,143,453 1,288 0.1% 

営業利益 27,599 29,645 2,046 7.4% 

経常利益 24,213 29,882 5,669 23.4% 

親会社株主に帰属

する当期純利益 
22,519 23,765 1,245 5.5% 

総資産 1,844,796 1,831,173 △13,623 △0.7% 

純資産 309,246 289,471 △19,775 △6.4% 

 

 

４．訂正による個別業績への影響額 

                                        （単位：百万円） 

期間 項目 訂正前 訂正後 影響額 増減率 

第125期 

2019年３月期 

通期 

売上高 1,592,005 1,585,576 △6,429 △0.4% 

営業利益 49,376 45,870 △3,506 △7.1% 

経常利益 61,201 56,851 △4,349 △7.1% 

当期純利益 66,018 47,309 △18,709 △28.3% 

総資産 1,450,749 1,439,993 △10,756 △0.7% 

純資産 319,979 301,269 △18,709 △5.8% 

第126期 

2020年３月期 

通期 

売上高 1,348,738 1,352,996 4,258 0.3% 

営業利益 21,908 23,053 1,145 5.2% 

経常利益 39,716 38,388 △1,328 △3.3% 

当期純利益 31,350 29,090 △2,260 △7.2% 

総資産 1,506,260 1,494,654 △11,606 △0.8% 

純資産 221,112 197,823 △23,289 △10.5% 

  

 

 

以 上 


