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2021年５月 14日 

各  位 

会 社 名 ハイアス・アンド・カンパニー株式会社 

代表者名 代 表 取 締 役 福島 宏人 

 (コード番号：6192 東証マザーズ) 

問 合 せ 

責 任 者 
執行役員 経営管理本部長 西田 祐 

 (TEL.03-5747-9800) 

 

過年度の有価証券報告書等、決算短信等の訂正に関するお知らせ 

 
当社は、この度、下記のとおり過年度の有価証券報告書及び四半期報告書並びに決算短信及

び四半期決算短信の訂正を行いますことをお知らせいたします。 

株主、お取引先を始めとする関係者の皆様には、多大なるご心配とご迷惑をおかけしますこ

とを、心より深くお詫び申し上げます。 

記 

 

１. 訂正の経緯及び理由 

当社は、第17期（自 2020年５月１日 至 2021年４月30日）の会計監査の過程におきまし

て、2021年３月中旬に、第16期（自 2019年５月１日 至 2020年４月30日）の関連当事者に

関する注記漏れの可能性の指摘を受けました。３月中旬以降、過去の関連当事者取引及び監

査状況を確認したところ、関連当事者との取引について個人グループとするべきところを法

人グループと区分しており、注記が漏れていたことが判明いたしました。注記が漏れていた

ことを受けて、第10期（自 2013年５月１日 至 2014年４月30日）以降の当社グループの役

員から関連当事者取引の調査票を回収し、関連当事者取引の有無及び金額の確認を行いまし

た。グループ会社について例外なく調査対象とし、また、過去に当社グループ会社役員であ

った者も対象としたことで、今回実施した再確認の対象範囲は十分性、網羅性を備えている

と考えております。 
調査の結果、第11期（自 2014年５月１日 至 2015年４月30日）から第16期までの間で、

合計９社との注記対象の取引が新たに判明し、また、監査法人とも協議を行った結果、関連

当事者情報の注記を追加する訂正を行います。 
なお、当社は、2021年４月14日付「株式会社くふうカンパニーによる当社株券に対する公

開買付けに関する意見表明、同社との資本業務提携、及び同社を割当予定先とする第三者割

当による新株式発行に関するお知らせ」のとおり、2021年４月14日に有価証券届出書を提出

しておりますが、この提出日時点では、関連当事者取引の事実を確認中で、監査法人との協

議中でありました。その後、調査が完了し、監査法人とも協議を行った結果、有価証券報告

書及び有価証券届出書等の訂正が必要となりました。 
本件は、関連当事者取引の管理において、当社グループ会社の役員が関与する企業の把

握、取引状況の把握に加え、その取引の合理性について、当社として主体的、定期的な確認
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をできていなかったことに起因いたします。関連当事者のリストの作成と、そのリストに基

づく取引の確認が徹底できておりませんでした。今後、関連当事者管理の改善施策を、内部

管理体制強化に向けた改善計画の中に織り込み、公表いたします。 
 
また上記の関連当事者情報の訂正と合わせて、重要性の観点から訂正を行わなかった事項

として、第16期末の連結貸借対照表の訂正を行うことといたしました。この訂正は、ソフト

ウェアに関する請求書の受領遅れに伴う計上時期の訂正であり、第17期第１四半期の会計監

査において判明いたしました。第17期への影響はありませんが、第17期の期首残高が変更に

なるため、第17期の四半期報告書及び四半期決算短信を訂正いたします。 
 

２. 各年度の関連当事者取引に係る訂正の概要 

各年度における関連当事者の訂正前と訂正後の会社等の名称又は氏名、取引の内容及び取

引金額は以下のとおりになります。 
（１）第11期（自 2014年５月１日 至 2015年４月30日） 
  （訂正前） 
    該当事項はありません。 
  （訂正後） 
    連結財務諸表提出会社の重要な子会社の役員及びその近親者等 
    ・グラウンド・ワークス㈱：サービスの提供（18,836千円）、業務委託（297千円） 
    ・アルタークス㈱：サービスの提供（305千円）、収益の分配・業務委託（11,442千 

円） 
 
（２）第12期（自 2015年５月１日 至 2016年４月30日） 
  （訂正前） 
    該当事項はありません。 
  （訂正後） 
    連結財務諸表提出会社の重要な子会社の役員及びその近親者等 
    ・グラウンド・ワークス㈱：サービスの提供（24,437千円）、業務委託（870千円） 
    ・アルタークス㈱：サービスの提供（611千円）、収益の分配・業務委託（10,440千 

円） 
 
（３）第13期（自 2016年５月１日 至 2017年４月30日） 
  （訂正前） 
    該当事項はありません。 
  （訂正後） 
    連結財務諸表提出会社の重要な子会社の役員及びその近親者等 
    ・グラウンド・ワークス㈱：サービスの提供（28,550千円）、業務委託（1,551千円） 
    ・㈱アンビエントホールディングス：サービスの提供（1,629千円）、収益の分配 

（290,779千円） 
    ・アルタークス㈱：サービスの提供（490千円）、収益の分配・業務委託（16,106千 
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円） 
 
（４）第14期（自 2017年５月１日 至 2018年４月30日） 
  （訂正前） 
    該当事項はありません。 
  （訂正後） 
    連結財務諸表提出会社の重要な子会社の役員及びその近親者等 
    ・グラウンド・ワークス㈱：サービスの提供（29,646千円）、業務委託（3,014千円） 
    ・㈱ハウス・イン・ハウス：サービスの提供（2,236千円）、収益の分配（13,483千 

円）、事業譲受（50,000千円） 
    ・㈱アンビエントホールディングス：サービスの提供（8,717千円）、収益の分配 

（755,678千円）、事業譲受（480,000千円） 
    ・アルタークス㈱：収益の分配・業務委託（32,264千円） 
    ・㈱CRM：収益の分配・システム保守（15,954千円） 
    ・㈱MKスタイル：仕入（14,554千円） 
 
（５）第15期（自 2018年５月１日 至 2019年４月30日） 
  （訂正前） 
    連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等 
    ・濵村 聖一：新株予約権の行使（11,944千円） 
  （訂正後） 
    連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等 
    ・濵村 聖一：新株予約権の行使（11,944千円） 
    連結財務諸表提出会社の重要な子会社の役員及びその近親者等 
    ・グラウンド・ワークス㈱：サービスの提供（48,263千円）、業務委託（1,826千円） 
    ・アルタークス㈱：収益の分配・業務委託（34,289千円） 
    ・㈱ロジック：サービスの提供（90,597千円）、モデルハウス建築（10,553千円）、 

事業譲受（49,221千円）、立替金（7,487千円）、業務委託他（4,183千円） 
    ・㈲グラスハウス：収益の分配（10,083千円） 
 
（６）第16期（自 2019年５月１日 至 2020年４月30日） 
  （訂正前） 
    該当事項はありません。 
  （訂正後） 
    連結財務諸表提出会社の重要な子会社の役員及びその近親者等 
    ・グラウンド・ワークス㈱：サービスの提供（44,231千円）、業務委託（1,099千円） 
    ・アルタークス㈱：収益の分配・業務委託（44,343千円） 
    ・㈱ロジック：サービスの提供（90,843千円）、立替金（7,487千円）、業務委託他

（6,045千円） 
    ・㈲グラスハウス：収益の分配（21,586千円） 



4 
 

    ・環境機器㈱：業務委託（3,528千円）、システム開発（9,976千円） 
 
３. 今回提出する有価証券報告書等の訂正報告書 
（１）有価証券届出書 

2016年３月２日提出に係る有価証券届出書 
2021年４月14日提出に係る有価証券届出書 

 
（２）有価証券報告書 

第12期（自 2015年５月１日 至 2016年４月30日） 
第13期（自 2016年５月１日 至 2017年４月30日） 
第14期（自 2017年５月１日 至 2018年４月30日） 
第15期（自 2018年５月１日 至 2019年４月30日） 
第16期（自 2019年５月１日 至 2020年４月30日） 

 
（３）四半期報告書 

第17期第１四半期（自 2020年５月１日 至 2020年７月31日） 
第17期第２四半期（自 2020年８月１日 至 2020年10月31日） 
第17期第３四半期（自 2020年11月１日 至 2021年１月31日） 

 
４. 本日付で開示する訂正決算短信 
（１）決算短信 

2020年４月期 決算短信［日本基準］（連結） 
 
（２）四半期決算短信 

2021年４月期第１四半期 決算短信［日本基準］（連結） 
2021年４月期第２四半期 決算短信［日本基準］（連結） 
2021年４月期第３四半期 決算短信［日本基準］（連結） 

 
５. 訂正による連結業績への影響 
（１）連結業績への影響                       （単位：百万円） 

期間 項目 訂正前 
(A) 

訂正後 
(B) 

影響額 
（B-A） 

影響率 
(%) 

第16期 
(2020年４月期) 

通期 

売上高 7,913 7,913 - - 
営業利益 184 184 - - 
経常利益 174 174 - - 
当期純利益 17 17 - - 
総資産 3,898 3,960 61 1.6% 
純資産 1,291 1,291 - - 
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（２）単体業績への影響                       （単位：百万円） 

期間 項目 訂正前 
(A) 

訂正後 
(B) 

影響額 
（B-A） 

影響率 
(%) 

第16期 
(2020年４月期) 

通期 

売上高 5,523 5,523 - - 
営業利益 67 67 - - 
経常利益 122 122 - - 
当期純利益 51 51 - - 
総資産 3,416 3,478 61 1.8% 
純資産 1,356 1,356 - - 

 
 

以上 


