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2020 年９月 30 日 

各 位 

会 社 名 理研ビタミン株式会社 

代表者名 代 表 取 締 役 社 長 山木 一彦 

（コード番号４５２６ 東証第一部）

問合せ先 
経営企画部長 
兼 広報・ＩＲ室長 

 
池田 航 

（ＴＥＬ  0 3－5 3 6 2－1 3 1 5）

 

過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出および 

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するとともに、過年度

の決算短信等についても訂正を行いましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．訂正の経緯および理由 

当社は 2020 年９月 23 日に公表しました「特別損失の発生および 2020 年３月期連結業績予想の修正

に関するお知らせ」のとおり、当社連結子会社「青島福生食品有限公司（中国山東省）」のエビの加工

販売の取引（以下、本件取引）に係る事実関係の調査を目的とした特別調査委員会から、本件取引の実

在性を確認するに至らなかったとする調査報告書を受領いたしました。当社としてはこの調査報告を踏

まえ監査法人と協議し、2020 年 3 月期決算において、取引の全容および実在性が確認できなかった特

定の顧客向けの売上高および売上原価を取り消すとともに、当該売上原価相当分を営業損益以外の項目

とみなし、特別損失として計上いたしました。 

また、本件取引は 2018 年 12 月から発生していることから、当社は 2019 年３月期決算についても必

要な訂正を行いました。 

これに伴い、当社は下記のとおり、過年度の有価証券報告書および四半期報告書の訂正報告書を提出

いたしました。あわせて、過年度の決算短信および四半期決算短信についても訂正いたしましたのでお

知らせいたします。 

※ 当社は連結財務諸表の作成にあたり、連結子会社の決算日現在の財務諸表を使用しております。

青島福生食品有限公司は 12 月決算会社のため、2018 年 12 月の実績は 2019 年３月期第４四半期

に含まれます。 

 

２． 本日提出した過年度の有価証券報告書および四半期報告書等の訂正報告書 

有価証券報告書  第 83 期（自 2018 年４月 1日 至 2019 年３月 31 日） 

四半期報告書 第 84 期第１四半期（自 2019 年４月１日 至 2019 年６月 30 日） 

四半期報告書 第 84 期第２四半期（自 2019 年７月１日 至 2019 年９月 30 日） 

四半期報告書 第 84 期第３四半期（自 2019 年 10 月１日 至 2019 年 12 月 31 日） 
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３．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 

2019 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 

2020 年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

2020 年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

2020 年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

 

４．訂正による連結業績への影響額 

（単位：百万円） 

期間 項目 訂正前 訂正後 影響額 増減率 

第 83 期 

2019 年３月期 

通期 

売上高 89,888 89,024 △863 △1.0％

営業利益 5,052 5,042 △10 △0.2％

経常利益 4,860 4,850 △10 △0.2％

親会社株主に帰属す

る当期純利益 
3,949 3,085 △863 △21.9％

総資産 111,392 111,280 △111 △0.1％

純資産 61,624 60,786 △837 △1.4％

第 84 期 

2020 年３月期 

第１四半期 

売上高 22,864 20,493 △2,371 △10.4％

営業利益 1,640 1,573 △66 △4.1％

経常利益 1,575 1,506 △69 △4.4％

親会社株主に帰属す

る四半期純利益 
1,040 △1,334 △2,374 △228.3％

総資産 108,249 107,707 △541 △0.5％

純資産 61,269 58,033 △3,235 △5.3％

第 84 期 

2020 年３月期 

第２四半期 

売上高 48,336 41,531 △6,805 △14.1％

営業利益 3,375 3,240 △134 △4.0％

経常利益 3,078 2,936 △142 △4.6％

親会社株主に帰属す

る四半期純利益 
2,105 △5,271 △7,376 △350.4％

総資産 107,492 105,610 △1,881 △1.8％

純資産 62,380 54,440 △7,940 △12.7％

第 84 期 

2020 年３月期 

第３四半期 

売上高 72,557 63,102 △9,455 △13.0％

営業利益 5,680 5,482 △198 △3.5％

経常利益 5,662 5,451 △211 △3.7％

親会社株主に帰属す

る四半期純利益 
4,149 △5,319 △9,468 △228.2％

総資産 109,639 108,348 △1,290 △1.2％

純資産 64,327 54,532 △9,795 △15.2％

 

５．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 83 期 

2019 年３月期 

通期 

売上高 62,732 62,732 - -

営業利益 5,074 5,074 - -

経常利益 4,360 5,414 1,054 24.2％

当期純利益 3,182 2,327 △855 △26.9％

総資産 89,212 88,356 △855 △1.0％

純資産 51,776 50,921 △855 △1.7％
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個別決算につきましては、2019 年３月期連結決算での特別損失の計上を踏まえ、青島福生食品の業

績、財政状態から判定した結果、関係会社貸倒引当金繰入額が 1,054 百万円から 1,909 百万円に増加し、

当期純利益が 855 百万円減少しております。 

 

株主や投資家をはじめとする皆さまには、多大なるご迷惑をおかけいたしましたことを、深くお詫び

申し上げます。 

以 上 


