
 

 

 

平成 27 年３月 16 日 

各 位 

会 社 名     株式会社かわでん 

代表者名     代表取締役社長 西谷 賢 

（コード：6648  ＪＡＳＤＡＱ） 

問合せ先     取締役経営管理本部長 光藤 淳一 
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過年度有価証券報告書等の訂正報告書ならびに平成 27 年３月期第３四半期報告書の提出に関するお知らせ 

 

 当社は、平成 27 年３月 13 日発表の「第三者委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」のとおり、

過年度にかかる有価証券報告書等の訂正作業を進めておりましたが、本日下記のとおり過年度の有価証

券報告書等の訂正報告書ならびに、提出期限延長申請に係る承認を受けておりました平成 27 年３月期

第３四半期報告書を東北財務局に提出いたしましたので、お知らせいたします。 

 株主、投資家をはじめ取引先および市場関係者の皆様には、多大なご迷惑とご心配をおかけいたしま

したことを改めまして深くお詫び申し上げます。 

 

記 

 
１．本日提出した訂正報告書 
（１）有価証券報告書 
有価証券報告書  第 89 期（自 平成 21 年４月１日 至 平成 22 年３月 31 日） 
有価証券報告書  第 90 期（自 平成 22 年４月１日 至 平成 23 年３月 31 日） 
有価証券報告書  第 91 期（自 平成 23 年４月１日 至 平成 24 年３月 31 日） 
有価証券報告書  第 92 期（自 平成 24 年４月１日 至 平成 25 年３月 31 日） 
有価証券報告書  第 93 期（自 平成 25 年４月１日 至 平成 26 年３月 31 日） 
 
（２）四半期報告書 
四半期報告書   第 92 期第１四半期（自 平成 24 年４月１日 至 平成 24 年６月 30 日） 
四半期報告書   第 92 期第２四半期（自 平成 24 年７月１日 至 平成 24 年９月 30 日） 
四半期報告書   第 92 期第３四半期（自 平成 24 年 10 月１日 至 平成 24 年 12 月 31 日） 
四半期報告書   第 93 期第１四半期（自 平成 25 年４月１日 至 平成 25 年６月 30 日） 
四半期報告書   第 93 期第２四半期（自 平成 25 年７月１日 至 平成 25 年９月 30 日） 
四半期報告書   第 93 期第３四半期（自 平成 25 年 10 月１日 至 平成 25 年 12 月 31 日） 
四半期報告書   第 94 期第１四半期（自 平成 26 年４月１日 至 平成 26 年６月 30 日） 
四半期報告書   第 94 期第２四半期（自 平成 26 年７月１日 至 平成 26 年９月 30 日） 
 
（３）内部統制報告書 
内部統制報告書  第 89 期（自 平成 21 年４月１日 至 平成 22 年３月 31 日） 
内部統制報告書  第 90 期（自 平成 22 年４月１日 至 平成 23 年３月 31 日） 
内部統制報告書  第 91 期（自 平成 23 年４月１日 至 平成 24 年３月 31 日） 
内部統制報告書  第 92 期（自 平成 24 年４月１日 至 平成 25 年３月 31 日） 
内部統制報告書  第 93 期（自 平成 25 年４月１日 至 平成 26 年３月 31 日） 
 
２．訂正報告書の提出の経緯 
 訂正の経緯につきましては、平成 27 年３月 13 日発表「第三者委員会の調査報告書受領に関するお知
らせ」をご参照ください。 
 
３．本日提出した四半期報告書 
四半期報告書   第 94 期第３四半期（自 平成 26 年 10 月１日 至 平成 26 年 12 月 31 日） 
 

以上 


