
  

2019年７月22日 

各   位 

会 社 名 藤倉コンポジット株式会社 

代表者名 代表取締役社長  森田 健司 

（コード番号５１２１ 東証第１部） 

問合せ先 常務取締役管理本部長  植松 克夫 

（TEL ０３－３５２７－８１１１） 

 

過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出遅延及び 

過年度の決算短信等の訂正の公表延期に関するお知らせ 

 

当社は、2019年６月28日付「（再々掲載）特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」（同年６月

26日原掲載）にて公表しましたとおり、本日、過年度の有価証券報告書等の訂正報告書及び過年度の決算短信

等の訂正について、提出、公表を予定しておりましたが、当初の想定よりも過年度決算の訂正作業に時間を要

しているため、過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出延期及び過年度の決算短信等の訂正について公

表延期することを決めましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

株主及び投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様に多大なご迷惑とご心配をお掛けいたしますこと、深くお詫

び申し上げます。 

記 

１． 提出の遅延及び発表延期に至った経緯 

当社は、2019年６月28日付「（再々掲載）特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」（同年

６月26日原掲載）にて公表しましたとおり、当社連結子会社である杭州藤倉橡膠有限公司及び安吉藤倉橡

膠有限公司（ともに中国・浙江省。）における不適切な会計処理について、特別調査委員会から調査報告

書を受領いたしました。その結果、次項２．及び３．にあります過年度の有価証券報告書等及び過年度の

決算短信等について訂正が必要と判断いたしましたが、当初想定よりも過年度決算の訂正作業に時間を要

しているため、本日現在において提出、公表ができない見込みです。 

 

２． 訂正を行う有価証券報告書等 

第 135 期  

 有価証券報告書 （自 2013 年４月１日  至 2014 年３月 31 日） 

   

第 136 期  

 有価証券報告書 （自 2014 年４月１日  至 2015 年３月 31 日） 

   

第 137 期  

 有価証券報告書 （自 2015 年４月１日  至 2016 年３月 31 日） 

   



 

第 138 期  

 第１四半期報告書 （自 2016 年４月１日  至 2016 年６月 30 日） 

 第２四半期報告書 （自 2016 年７月１日  至 2016 年９月 30 日） 

 第３四半期報告書 （自 2016 年 10 月１日  至 2016 年 12 月 31 日） 

 有価証券報告書 （自 2016 年４月１日  至 2017 年３月 31 日） 

   

第 139 期  

 第１四半期報告書 （自 2017 年４月１日  至 2017 年６月 30 日） 

 第２四半期報告書 （自 2017 年７月１日  至 2017 年９月 30 日） 

 第３四半期報告書 （自 2017 年 10 月１日  至 2017 年 12 月 31 日） 

 有価証券報告書 （自 2017 年４月１日  至 2018 年３月 31 日） 

   

第 140 期  

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

 第２四半期報告書 （自 2018 年７月１日  至 2018 年９月 30 日） 

 第３四半期報告書 （自 2018 年 10 月１日  至 2018 年 12 月 31 日） 

 

３． 訂正を行う決算短信等 

2014 年３月期  

 決算短信 （自 2013 年４月１日  至 2014 年３月 31 日） 

   

2015 年３月期  

 決算短信 （自 2014 年４月１日  至 2015 年３月 31 日） 

   

2016 年３月期  

 決算短信 （自 2015 年４月１日  至 2016 年３月 31 日） 

   

2017 年３月期  

 第１四半期決算短信 （自 2016 年４月１日  至 2016 年６月 30 日） 

 第２四半期決算短信 （自 2016 年４月１日  至 2016 年９月 30 日） 

 第３四半期決算短信 （自 2016 年４月１日  至 2016 年 12 月 31 日） 

 決算短信 （自 2016 年４月１日  至 2017 年３月 31 日） 

   

2018 年３月期  

 第１四半期決算短信 （自 2017 年４月１日  至 2017 年６月 30 日） 

 第２四半期決算短信 （自 2017 年４月１日  至 2017 年９月 30 日） 

 第３四半期決算短信 （自 2017 年４月１日  至 2017 年 12 月 31 日） 

 決算短信 （自 2017 年４月１日  至 2018 年３月 31 日） 

   



 

2019 年３月期  

 第１四半期決算短信 （自 2018 年４月１日  至 2018 年６月 30 日） 

 第２四半期決算短信 （自 2018 年４月１日  至 2018 年９月 30 日） 

 第３四半期決算短信 （自 2018 年４月１日  至 2018 年 12 月 31 日） 

 決算短信 （自 2018 年４月１日  至 2019 年３月 31 日） 

 

４． 今後の見通し 

当社は、2019年６月28日付「第140期有価証券報告書の提出期限延長申請に係る承認のお知らせ」にて

公表いたしました「第140期（自2018年４月１日 至2019年３月31日）有価証券報告書」の提出期限であ

ります2019年７月29日に、前項２．及び３．を併せて提出及び公表いたします。 

 

以 上 


