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2020年 10月 28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「特別調査委員会の調査報告書の受領に関するお知らせ」お

よび 2020年９月 30日に公表しました「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」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）」（以下、青島福生食品）のエビの加工販売の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、取引の実在性を確認するには至らなかったとする調査報告書を受領したことを踏まえ、2019

年３月期以降の有価証券報告書、四半期報告書、決算短信等において、売上高および売上原価の取り消

し、特別損失の計上等の必要な訂正を行い、いずれも９月 30日に開示いたしました。 

しかしながら 2020 年 10月７日に公表しました「特別調査委員会の設置に関するお知らせ」のとお

り、その後新たに青島福生食品の棚卸資産の評価に関する不適切な会計処理の疑義（以下、本件）が発

生したことを受け、迅速に調査を行うため７月 27日から９月 23 日まで設置した特別調査委員会に改め

て調査を委嘱しました。特別調査委員会の調査は現在も続いておりますが、10月上旬に実施した実地

棚卸、また棚卸資産についての書類および青島福生食品からの事実関係の説明を確認した結果などか

ら、当社としては過年度において連結貸借対照表上の棚卸資産の評価が適切に行われていなかったと判

断しました。 

これに伴い、当社は過年度の決算について必要な訂正を行い、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す。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。また、延長承認された提出期限である

2020年 10月 16 日に提出できず遅延しておりました 2021 年３月期第１四半期報告書につきましても、

過年度の有価証券報告書の訂正報告書等の提出後に提出いたします。 

株主や投資家をはじめとする関係者の皆さまには、多大なるご迷惑、ご心配をおかけしましたことを

深くお詫び申し上げます。 

  



 

2 

 

２． 本日提出する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 80 期（自 平成 27 年４月１日  至 平成 28年３月 31日） 

   第 81 期（自 平成 28 年４月 1日  至 平成 29年３月 31日） 

   第 82 期（自 平成 29 年４月 1日  至 平成 30年３月 31日） 

   第 83 期（自 2018 年４月 1 日  至 2019年３月 31日） 

   第 84 期（自 2019 年４月 1 日  至 2020年３月 31日）   

四半期報告書 第 82 期第２四半期（自 平成 29年７月１日  至 平成 29年 9月 30日） 

   第 82 期第３四半期（自 平成 29年 10月１日  至 平成 29年 12 月 31日） 

   第 83 期第１四半期（自 2018年４月１日 至 2018 年６月 30 日） 

    第 83 期第２四半期（自 2018年７月１日 至 2018 年９月 30 日） 

   第 83 期第３四半期（自 2018年 10 月１日 至 2018年 12月 31日） 

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

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

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

 

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 

決算短信  平成 28年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 

    平成 29年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 

    2018年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 

    2019年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 

    2020年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 

四半期決算短信 平成 30年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

    平成 30年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

    2019年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

    2019年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

    2019年３月期 第３四半期決算短信〔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 

（１） 有価証券報告書、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 80 期 

平成 28年３月期 

通期 

売上高 88,072 88,072 - - 

営業利益 6,029 6,007 △22 △0.4％ 

経常利益 5,343 5,321 △22 △0.4％ 

親会社株主に帰属

する当期純利益 
4,129 4,107 △22 △0.5％ 

総資産 109,094 109,030 △64 △0.1％ 

純資産 74,406 74,341 △64 △0.1％ 
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第 81 期 

平成 29年３月期 

通期 

売上高 87,181 87,181 - - 

営業利益 7,061 6,820 △241 △3.4％ 

経常利益 6,489 6,248 △241 △3.7％ 

親会社株主に帰属

する当期純利益 
4,330 4,089 △241 △5.6％ 

総資産 109,648 109,342 △305 △0.3％ 

純資産 53,916 53,611 △305 △0.6％ 

第 82 期 

2018年３月期 
（平成 30年３月期） 

通期 

売上高 89,515 89,515 - - 

営業利益 6,264 5,424 △840 △13.4％ 

経常利益 5,427 4,587 △840 △15.5％ 

親会社株主に帰属

する当期純利益 
5,640 4,800 △840 △14.9％ 

総資産 112,192 110,994 △1,198 △1.1％ 

純資産 60,109 58,919 △1,189 △2.0％ 

第 83 期 

2019年３月期 

通期 

売上高 89,024 89,024 - - 

営業利益 5,042 4,580 △461 △9.2％ 

経常利益 4,850 4,388 △461 △9.5％ 

親会社株主に帰属

する当期純利益 
3,085 2,623 △461 △15.0％ 

総資産 111,280 109,706 △1,574 △1.4％ 

純資産 60,786 59,229 △1,556 △2.6％ 

第 84 期 

2020年３月期 

通期 

売上高 82,974 82,974 - - 

営業利益 6,389 5,307 △1,081 △16.9％ 

経常利益 6,127 5,045 △1,081 △17.7％ 

親会社株主に帰属

する当期純利益 
△7,851 △8,933 △1,081 - 

総資産 104,452 101,853 △2,599 △2.5％ 

純資産 49,373 46,789 △2,584 △5.2％ 

 

（２） 四半期報告書、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 82 期 

平成 30年３月期 

第２四半期 

売上高 43,328 43,328 - - 

営業利益 3,378 3,341 △36 △1.1％ 

経常利益 2,942 2,905 △36 △1.3％ 

親会社株主に帰属

する四半期純利益 
2,039 2,002 △36 △1.8％ 

総資産 114,992 114,655 △337 △0.3％ 

純資産 58,487 58,150 △337 △0.6％ 

第 82 期 

平成 30年３月期 

第３四半期 

売上高 66,498 66,498 - - 

営業利益 5,556 4,748 △808 △14.5％ 

経常利益 5,021 4,213 △808 △16.1％ 

親会社株主に帰属

する四半期純利益 
3,522 2,714 △808 △22.9％ 

総資産 113,747 112,606 △1,141 △1.0％ 

純資産 60,988 59,846 △1,141 △1.9％ 

第 83 期 

2019年３月期 

第１四半期 

売上高 22,108 22,108 - - 

営業利益 1,364 1,295 △69 △5.1％ 

経常利益 1,363 1,294 △69 △5.1％ 

親会社株主に帰属

する四半期純利益 
880 810 △69 △7.9％ 

総資産 112,786 111,545 △1,240 △1.1％ 

純資産 61,472 60,240 △1,232 △2.0％ 
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第 83 期 

2019年３月期 

第２四半期 

売上高 43,801 43,801 - - 

営業利益 2,306 2,237 △69 △3.0％ 

経常利益 2,150 2,081 △69 △3.2％ 

親会社株主に帰属

する四半期純利益 
1,555 1,486 △69 △4.5％ 

総資産 114,545 113,322 △1,222 △1.1％ 

純資産 63,104 61,890 △1,213 △1.9％ 

第 83 期 

2019年３月期 

第３四半期 

売上高 67,237 67,237 - - 

営業利益 4,554 4,096 △458 △10.1％ 

経常利益 4,486 4,028 △458 △10.2％ 

親会社株主に帰属

する四半期純利益 
3,217 2,759 △458 △14.2％ 

総資産 110,776 109,183 △1,593 △1.4％ 

純資産 61,931 60,346 △1,584 △2.6％ 

第 84 期 

2020年３月期 

第１四半期 

売上高 20,493 20,493 - - 

営業利益 1,573 1,455 △117 △7.5％ 

経常利益 1,506 1,388 △117 △7.8％ 

親会社株主に帰属

する四半期純利益 
△1,334 △1,451 △117 ‐ 

総資産 107,707 105,981 △1,725 △1.6％ 

純資産 58,033 56,326 △1,707 △2.9％ 

第 84 期 

2020年３月期 

第２四半期 

売上高 41,531 41,531 - - 

営業利益 3,240 3,032 △207 △6.4％ 

経常利益 2,936 2,728 △207 △7.1％ 

親会社株主に帰属

する四半期純利益 
△5,271 △5,479 △207 ‐ 

総資産 105,610 103,880 △1,730 △1.6％ 

純資産 54,440 52,727 △1,712 △3.1％ 

第 84 期 

2020年３月期 

第３四半期 

売上高 63,102 63,102 - - 

営業利益 5,482 5,249 △232 △4.2％ 

経常利益 5,451 5,218 △232 △4.3％ 

親会社株主に帰属

する四半期純利益 
△5,319 △5,551 △232 ‐ 

総資産 108,348 106,650 △1,697 △1.6％ 

純資産 54,532 52,851 △1,680 △3.1％ 

 

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 80 期 

平成 28年３月期 

通期 

売上高 61,510 61,510 - - 
営業利益 4,404 4,404 - - 
経常利益 5,244 5,244 - - 
当期純利益 3,789 3,789 - - 
総資産 82,530 82,530 - - 
純資産 64,683 64,683 - - 

第 81 期 

平成 29年３月期 

通期 

売上高 62,771 62,771 - - 
営業利益 5,698 5,698 - - 
経常利益 6,415 6,415 - - 
当期純利益 4,861 3,552 △1,309 △26.9％ 

総資産 85,563 84,254 △1,309 △1.5％ 

純資産 45,982 44,672 △1,309 △2.8％ 
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第 82 期 

2018年３月期 
（平成 30年３月期） 

通期 

売上高 63,363 63,363 - - 

営業利益 5,637 5,646 8 0.2％ 

経常利益 5,801 5,809 8 0.1％ 

当期純利益 4,129 4,271 142 3.4％ 

総資産 90,913 89,737 △1,175 △1.3％ 

純資産 50,168 49,001 △1,167 △2.3％ 

第 83 期 

2019年３月期 

通期 

売上高 62,732 62,732 - - 

営業利益 5,074 5,082 8 0.2％ 

経常利益 5,414 5,423 8 0.2％ 

当期純利益 2,327 1,904 △422 △18.2％ 

総資産 88,356 86,749 △1,607 △1.8％ 

純資産 50,921 49,331 △1,589 △3.1％ 

第 84 期 

2020年３月期 

通期 

売上高 61,562 61,562 - - 

営業利益 4,407 4,405 △2 △0.1％ 

経常利益 4,757 4,754 △2 △0.0％ 

当期純利益 △8,499 △9,430 △931 - 

総資産 77,276 77,276 - - 

純資産 39,096 36,575 △2,521 △6.4％ 

個別決算につきましては、連結決算での棚卸資産の評価の修正などの理由により青島福生食品が債務

超過となったことに伴い、過年度において貸倒引当金等を計上し、関連する損失を特別損失として計上

しております。 

 

６． 今後の見通し 

本件についての調査結果、原因分析および再発防止策の提言を含む調査報告書の受領は 11月中旬を

予定しております。こちらにつきましては受領後速やかに公表いたします。 

 

以 上 


