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I．訂正四半期報告書の開示分析 

1. 使用検索ソフト 

EDINET  

2. 検索条件 

期   間：平成 20 年 8 月 1日から平成 20 年 11 月 14 日まで 

提出者種別：内国法人・組合 

書 類 種 別：訂正四半期報告書（ただし、第 1四半期訂正報告書以外は対象外とした） 

3. 検索結果 

11 月 14 日までの訂正四半期報告書件数は、349 件（212 社）となった。 

訂正件数の最も多い 11 月（1日～14 日）分の訂正事例の内容分析を実施した。 

訂正件数 訂正件数（11 月） 

訂正箇所 ① 

～9月

② 

10 月

③ 

11 月

①～③

計 

④ 

1～12

⑤ 

13 日 

⑥ 

14 日

④～⑥

計 

表紙 1 0 0 1 0 0 0 0

第一部 企業情報 69 42 199 310 81 38 80 199

第 1 企業の概況 9 5 19 33 10 2 7 19

第 2 事業の状況 11 6 41 58 18 6 17 41

第 3 設備の状況 0 0 1 1 1 0 0 1

第 4 提出会社の状況 16 11 11 38 4 4 3 11

第 5 経理の状況 33 20 127 180 48 26 53 127

第二部 提出会社の保証

会社等の情報 
1 0 0 1 0 0 0 0

四半期レビュー報告書 18 2 8 28 3 1 4 8

その他 1 0 8 9 4 3 1 8

訂正件数 90 44 215 349 88 42 85 215

会 社 数 64 30 118 212 48 29 41 118
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4. 11 月訂正件数内訳表 

訂正件数（11 月） 
訂正箇所 

1～12 13 日 14 日 合 計 
表紙 0 0 0 0
第一部 企業情報 81 38 80 199
第 1 企業の概況 10 2 7 19
1 主要な経営指標等の推移 9 1 6 16
2 事業の内容 0 0 0 0
3 関係会社の状況 0 0 1 1
4 従業員の状況 1 1 0 2

第 2 事業の状況 18 6 17 41
1 生産、受注及び販売の状況 4 1 7 12
2 経営上の重要な契約等 0 0 0 0
3 財政状態及び経営成績の分析 14 5 10 29

第 3 設備の状況 1 0 0 1
第 4 提出会社の状況 4 4 3 11
1 株式等の状況    0
(1) 株式の総数等 0 0 0 0
(2) 新株予約権等の状況 1 0 1 2
(3) ライツプランの内容 0 0 0 0
(4) 発行済株式総数、資本金等の推移 1 3 0 4
(5) 大株主の状況 2 1 1 4
(6) 議決権の状況 0 0 1 1

2 株価の推移 0 0 0 0
3 役員の状況 0 0 0 0
4 業務の状況 0 0 0 0

第 5 経理の状況 48 26 53 127
冒頭記載 2 1 4 7
1 四半期連結財務諸表    0
(1) 四半期連結貸借対照表 9 8 10 27
(2) 四半期連結損益計算書 4 1 6 11
(3) 四半期連結ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ計算書 13 3 8 24

継続企業の前提に重要な疑義を抱
かせる事象又は状況 

0 0 0 0

四半期連結財務諸表作成のための
基本となる重要な事項等の変更 

1 2 2 5

簡便な会計処理 0 0 0 0
四半期連結財務諸表の作成に特有
の会計処理 

0 0 0 0

追加情報 1 1 1 3
重要な後発事象 0 0 0 0
注記事項    0
・四半期連結貸借対照表関係 5 2 2 9
・四半期連結損益計算書関係 4 2 6 12
・株主資本等関係 0 1 1 2
・セグメント情報 5 5 8 18
・デリバティブ取引関係 0 0 0 0
・1 株あたり情報 4 0 4 8

2 その他 0 0 1 1
第二部 提出会社の保証会社等の情報 0 0 0 0
四半期レビュー報告書 3 1 4 8
その他 4 3 1 8

訂正件数 88 42 85 215
会 社 数 48 29 41 118
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5. 分析結果（対象：11 月 1 日～14 日分） 

(1) 財政状態及び経営成績の分析（14 ページ参照） 

金額訂正 24 件 

（うち P/L 又は C/F の金額訂正に伴う訂正） （13 件）

（うちセグメント情報の金額訂正に伴う訂正） （8件）

記載事項の追加 4 件 

（うち提出日現在で判断している旨の追加）＜＊1＞ （2件）

（うち支配する者の在り方に関する基本方針等を追加）＜＊2＞ （2件）

文言訂正＜＊3＞ 2 件 

その他 1 件 

総訂正件数 29 件 

＜＊1＞ 

（第四号の三様式 記載上の注意） 

将来に関する事項を記載する場合には、当該事項は報告書提出日現在において判断

したものである旨を記載すること。 

（訂正事例） 

文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社が判断したも

のであります。 

＜＊2＞ 

（第四号の三様式 記載上の注意） 

財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針を定めている会

社については、会社法施行規則第 127 条各号に掲げる事項を記載すること。 

（訂正事例） 

当社は会社の支配に関する基本方針を定めており、その内容等（会社法施行規則第

127 条各号に掲げる事項）は次のとおりです。 

1. 当社における企業価値および株主共同の利益の確保・向上の取り組みについて 

～（詳細は省略）～ 

2. 大規模買付行為に対する考え方 ～（詳細は省略）～ 

3. 買収防衛策導入の目的と基本的な枠組み ～（詳細は省略）～ 

4. 本対応策の合理性について ～（詳細は省略）～ 

＜＊3＞ 

（訂正事例） 

（訂正前）税金等調整前純利益 →（訂正後）税金等調整前四半期純利益 

（訂正前）内部取引消去前   →（訂正後）セグメント間の取引消去前 
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(2) 経理の状況の冒頭記載 

訂正後の四半期連結財務諸表について、監査法人トーマツにより四半

期レビューを受け、改めて四半期レビュー報告書を受領している旨を

追加 

3 件 

改正後の四半期財務諸表規則に基づいて作成している旨を追加 2 件 

「建設業法施行規則」に基づいて作成している旨を追加 2 件 

総訂正件数 7 件 

(3) 四半期貸借対照表（6ページ参照） 

金額訂正 14 件 

（うち P/L 訂正によるもの） （5件）

科目名訂正（建物及び構築物→建物及び構築物（純額）etc） 3 件 

独立掲記（貸倒引当金、有形固定固定資産の内訳 etc） 6 件 

合計欄もれ 2 件 

その他 2 件 

総訂正件数 27 件 

(4) 四半期損益計算書（10 ページ参照） 

金額訂正 9 件 

（上記のうち四半期純利益金額が訂正されている） （5件）

（上記うち更に改めて四半期レビュー報告書を受領しているケース） （3件）

（上記のうち循環取引による重要な虚偽記載の訂正） （2件）

科目名訂正（株式公開費用→上場関連費用、法人税、住民税及び事業

税→法人税等） 
1 件 

独立掲記（投資不動産賃貸料） 1 件 

総訂正件数 11 件 

(5) 四半期キャッシュ・フロー計算書（12 ページ参照） 

金額訂正 20 件 

（うち P/L 金額訂正に伴う訂正） （6件）

（うち段階キャッシュ・フロー金額の訂正） （6件）

科目名訂正 3 件 

単位訂正 1 件 

総訂正件数 24 件 

(6) 四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更 

B/S 又は P/L 金額訂正に伴う影響額訂正 3 件 

受取ロイヤルティ計算方法を変更している旨を追加 1 件 

連結の範囲を拡大している旨を追加 1 件 

総訂正件数 5 件 

 



 

5 

 

(7) 追加情報 

B/S、P/L 金額訂正に伴う影響額訂正 1 件 

（前）減価償却の方法の変更→（後）耐用年数の変更 1 件 

（前）変更により→（後）変更を契機に経済的耐用年数を見直した結果 1 件 

総訂正件数 3 件 

(8) 四半期貸借対照表関係注記（16 ページ参照） 

金額訂正 8 件 

（うち棚卸資産の金額訂正） （3件）

（うち担保提供資産の追加） （2件）

（うち保証債務の金額訂正） （2件）

その他 1 件 

総訂正件数 9 件 

(9) 四半期損益計算書関係注記（17 ページ参照） 

金額訂正 11 件 

（うち給与手当の金額訂正） （6件）

その他 1 件 

総訂正件数 12 件 

(10) セグメント情報注記（19 ページ参照） 

金額訂正 16 件 

（うち連結合計額に変更なく内訳金額のみ訂正） （10 件）

その他 2 件 

総訂正件数 18 件 

(11) 1 株当たり情報注記（22 ページ参照） 

金額訂正 7 件 

（うち P/L 金額訂正に伴う訂正） （5件）

（うち平均株式数訂正） （1件）

単位訂正（百万円→千円） 1 件 

総訂正件数 8 件 

(12) 四半期レビュー報告書（24 ページ参照） 

重要な虚偽記載の訂正のため再発行 3 件 

監査法人名訂正 2 件 

ＧＣに影響を与える金額の訂正 1 件 

業務執行社員名訂正 1 件 

追記情報の追加（会計方針の変更） 1 件 

総訂正件数 8 件 

以 上 



貸借対照表訂正（27件）：色塗りは損益計算書訂正があるもの

№ EDINETコード 提出者名称 所在地 上場市場 監査法人 四報提出日 訂正提出日
訂正
件数

訂正箇所 主な訂正内容 ﾍﾟｰｼﾞ数

7 E05599 ㈱アドウェイズ 東京都新宿区西新宿六丁目８番１号 東マ あずさ監査法人 2008/8/12 2008/11/5 2 第５　経理の状況
１　四半期連結財務諸表
(1）四半期連結貸借対照表
(3）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

「株主資本合計」欄の
追加
キャッシュ・フロー計算
書表示科目「法人税
の還付額」文言訂正

6

8 E00649 中越パルプ工業㈱ 東京都中央区銀座二丁目１０番６号 東一、大一 仰星監査法人 2008/8/14 2008/11/5 7 １　企業の概況
１　主要な経営指標等の推移

第２　事業の状況
３　財政状態及び経営成績の分析
(1)業績の状況
(2)キャッシュ・フローの状況
(6)資本の財源及び資金の流動性についての分析

第５　経理の状況
１　四半期連結財務諸表
(1)四半期連結貸借対照表
(2)四半期連結損益計算書
(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書
追加情報
注記事項
　(１株当たり情報)
　　1　1株当たり純資産額
　　2　１株当たり四半期純利益金額等

退職給付引当金及び
戻入額の金額修正

17

11 E02513 三井物産㈱ 東京都千代田区大手町一丁目２番１
号

東一、大
一、名一、
札上、福上

監査法人トーマツ 2008/8/14 2008/11/5 4 第１　企業の概況
１　主要な経営指標等の推移

第２　事業の状況
３　財政状態及び経営成績の分析
　  (1) 当第１四半期連結会計期間における経営成績、財政状態及びキャッシュ・フローの
概況
  　(3) 財政状態及びキャッシュ・フロー

第５　経理の状況
１　四半期連結財務諸表
(1) 四半期連結貸借対照表
注記事項
　 １. 四半期連結財務諸表の作成基準並びに重要な会計方針の要約
　　(4)新会計基準
　　　　特定契約に関連した金額の相殺

前期末B/S数値　「デ
リバティブ債権」及び
「デリバティブ債務」の
修正（デリバティブ債
権とその他流動負債
及びデリバティブ債務
とその他流動資産の
相殺による訴求修正）

9

19 E02089 ㈱ジーエス・ユアサコーポ
レーション

京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬場町
１番地

東一、大一 監査法人トーマツ 2008/8/8 2008/11/7 9 第1　企業の概況
1　主要な経営指標等の推移

第2　事業の状況
1　生産、受注及び販売の状況
　(3)販売実績
3　財政状態及び経営成績の分析
　(1)業績の概況

第5　経理の状況
1　四半期連結財務諸表
(1)四半期連結貸借対照表
(2)四半期連結損益計算書
(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書
注記事項
　（セグメント情報）
　（1株当たり情報）
四半期レビュー報告書

循環取引による重要
な虚偽記載の訂正
(売上高及び仕入高、
債権及び債務、関係
会社受取配当金等の
訂正)
四半期レビュー報告
書の再発行

23

6



№ EDINETコード 提出者名称 所在地 上場市場 監査法人 四報提出日 訂正提出日
訂正
件数

訂正箇所 主な訂正内容 ﾍﾟｰｼﾞ数

20 E00355 日本甜菜製糖㈱ 東京都港区三田三丁目１２番１４号 東一 あずさ監査法人 2008/8/14 2008/11/7 6 第１　企業の概況
１　主要な経営指標等の推移

第２　事業の状況
２　財政状態および経営成績の分析

第５　経理の状況
１　四半期連結財務諸表
(1)四半期連結貸借対照表
(2)四半期連結損益計算書
(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書
注記事項
　（１株当たり情報）

投資有価証券、持分
法による投資損益の
金額訂正

14

24 E03154 日商エレクトロニクス㈱ 東京都中央区築地７丁目３番１号 東一 あずさ監査法人 2008/8/8 2008/11/7 3 第２　事業の状況
３　財政状態及び経営成績の分析
  (5) 研究開発活動

第５　経理の状況
１　四半期連結財務諸表
(1) 四半期連結貸借対照表
注記事項
　(四半期連結損益計算書関係)

研究開発費の総額の
訂正
有形固定資産表示科
目名の訂正（純額）追
加
販管費の内訳　「給与
諸手当」の金額訂正

6

38 E02173 日本ギア工業㈱ 神奈川県藤沢市桐原町７番地 東二、大二 大有ゼネラル監査
法人

2008/8/12 ######### 4 第１　企業の概況
１　主要な経営指標等の推移

第２　事業の状況
３　財政状態及び経営成績の分析
 ⑴　業績の状況

第５　経理の状況
１　四半期連結財務諸表
⑴　四半期連結貸借対照表
注記事項
　（1株当たり情報）

BS投資その他の資産
「その他」金額訂正、
及びそれによる純資
産額、総資産額の金
額訂正

10

45 E01358 日本橋梁㈱ 大阪市北区西天満６丁目７番２号 東一、大一 あずさ監査法人 2008/8/12 ######### 2 第５ 経理の状況
１　四半期連結財務諸表
⑴　四半期連結貸借対照表
⑵　四半期連結損益計算書

BS科目名変更
ＰＬ営業外収益の内訳
投資不動産賃貸料の
独立掲記

7

46 E03361 ㈱ハードオフコーポレーショ
ン

新潟県新発田市新栄町３丁目１番１３
号

東一 新日本有限責任
監査法人

2008/8/12 ######### 1 第５ 経理の状況
１　四半期連結財務諸表
⑴　四半期連結貸借対照表

有形固定資産　建物、
その他（純額）の金額
修正

4

2 E02385 ネポン㈱ 東京都渋谷区渋谷１丁目４番２号 東二 清明監査法人 2008/8/12 ######### 2 第５　経理の状況
1　四半期財務諸表
⑴　四半期貸借対照表

追加情報

貸倒引当金（流動・固
定）の独立掲記
減価償却費に関する
追記の文言訂正

7

4 E02236 ㈱ユタカ技研 静岡県浜松市東区豊町５０８番地の１ ＪＱ上 新日本有限責任
監査法人

2008/8/8 ######### 1 第５　経理の状況
1　四半期財務諸表
⑴　四半期貸借対照表

棚卸資産の金額修正 3

9 E03267 ㈱Ｇ－７ホールディングス 神戸市須磨区弥栄台３丁目１番地の
６

東一、大一 あずさ監査法人 2008/8/13 ######### 2 第４　提出会社の状況
１　株式等の状況
⑷　発行済株式総数、資本金等の推移

第５　経理の状況
１　四半期連結財務諸表
⑴　四半期連結貸借対照表

発行済株式総数の訂
正
減価償却累計額の記
載場所変更

5

7



№ EDINETコード 提出者名称 所在地 上場市場 監査法人 四報提出日 訂正提出日
訂正
件数

訂正箇所 主な訂正内容 ﾍﾟｰｼﾞ数

10 E02201 ㈱ＴＢＫ 東京都町田市南成瀬四丁目２１番地
１

東一 あずさ監査法人 2008/8/8 ######### 1 第５　経理の状況
1　四半期財務諸表
⑴　四半期貸借対照表

棚卸資産の金額修正 4

16 E03522 ㈱ココカラファイン　ホール
ディングス

東京都大田区山王2丁目1番7号 東一 新日本有限責任
監査法人

2008/8/13 ######### 3 第５　経理の状況
１　四半期連結財務諸表
(1) 四半期連結貸借対照表
⑵　四半期連結損益計算書
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

科目名の修正7か所
（金額修正なし）

5

19 E01359 松尾橋梁㈱ 堺市堺区大浜西町３番地 東一、大一 新日本有限責任
監査法人

2008/8/12 ######### 1 第５　経理の状況
１　四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

建物及び構築物の金
額訂正

2

20 E01161 ㈱ピーエス三菱 東京都中央区晴海二丁目５番２４号 東一 あずさ監査法人 2008/8/13 ######### 1 第５　経理の状況
１　四半期連結財務諸表
（1）四半期連結貸借対照表

資本剰余金・利益剰
余金の金額訂正（合
計金額に変化なし）

2

26 E00766 日本曹達㈱ 東京都千代田区大手町二丁目２番１
号

東一 新日本有限責任
監査法人

2008/8/12 ######### 3 第５　経理の状況
１　四半期連結財務諸表
⑴四半期連結貸借対照表
注記事項
　（四半期連結貸借対照表関係）
　（四半期連結損益計算書関係）

棚卸資産の金額・科
目名訂正
棚卸資産の注記の追
加
販管費（給与諸手当・
賞与引当金繰入額）
の金額訂正

6

2 E01216 ㈱イトーヨーギョー 兵庫県神戸市灘区友田町二丁目５番
２５号

大二 太陽ＡＳＧ有限責
任監査法人

2008/8/12 ######### 1 第５　経理の状況
1　四半期財務諸表
⑴　四半期貸借対照表

投資その他の資産か
ら、貸倒引当金（固
定）を独立掲記

6

4 E02806 横浜魚類㈱ 横浜市神奈川区山内町１番地 ＪＱ上 新日本有限責任
監査法人

2008/8/14 ######### 1 第５　経理の状況
1　四半期財務諸表
⑴　四半期貸借対照表

投資その他の資産か
ら、各項目を独立掲
記、有形固定資産金
額の修正

6

5 E03233 はるやま商事㈱ 岡山県岡山市表町１丁目２番３号 東一 監査法人トーマツ 2008/8/14 ######### 1 第５　経理の状況
1　四半期財務諸表
⑴　四半期貸借対照表

その他から、営業貸
付金を独立掲記

3

6 E00058 鹿島建設㈱ 東京都港区元赤坂一丁目３番１号 東一、大
一、名一

監査法人トーマツ 2008/8/8 ######### 11 第1　企業の概況
1　主要な経営指標等の推移

第2　事業の状況
1　生産、受注及び販売の状況
　⑵　売上高
3　財政状態及び経営成績の分析
　(1)業績の概況
　⑵　キャッシュ・フローの状況

第5　経理の状況
冒頭記載
1　四半期連結財務諸表
(1)四半期連結貸借対照表
(2)四半期連結損益計算書
(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書
注記事項
　（四半期連結貸借対照表関係）
　（セグメント情報）
　（1株当たり情報）
四半期レビュー報告書

循環取引による重要
な虚偽記載の訂正
(売上高及び仕入高、
債権及び債務等の訂
正、循環取引損失の
追加)
四半期レビュー報告
書の再発行

24

7 E00306 ㈱北弘電社 札幌市中央区北１１条西２３丁目２番
１０号

札上 新日本有限責任
監査法人

2008/8/13 ######### 2 第５　経理の状況
冒頭記載
1　四半期財務諸表
⑴　四半期貸借対照表

冒頭文言追加
その他から、賞与引
当金を独立掲記

4

8



№ EDINETコード 提出者名称 所在地 上場市場 監査法人 四報提出日 訂正提出日
訂正
件数

訂正箇所 主な訂正内容 ﾍﾟｰｼﾞ数

28 E03945 スターツコーポレーション㈱ 東京都中央区日本橋三丁目４番１０
号

ＪＱ上 監査法人日本橋
事務所

2008/8/14 ######### 2 第５　経理の状況
１　四半期連結財務諸表
⑴　四半期連結貸借対照表
注記事項
　（四半期連結損益計算書関係）

負債合計の追加
販管費注記の金額修
正（給与手当）

7

32 E04916 ウィルソン・ラーニングワー
ルドワイド㈱

東京都中央区晴海一丁目８番１０号 ＪＱ上 あずさ監査法人 2008/8/14 ######### 10 第1　企業の概況
1　主要な経営指標等の推移

第2　事業の状況
1　生産、受注及び販売の状況
3　財政状態及び経営成績の分析

第5　経理の状況
冒頭記載
1　四半期連結財務諸表
(1)四半期連結貸借対照表
(2)四半期連結損益計算書
(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書
注記事項
　（セグメント情報）
　（1株当たり情報）
四半期レビュー報告書

会計処理誤りによる
重要な記載の訂正
(支払リース料等の売
上原価振替漏れ、外
注費のソフトウエア勘
定への計上誤り、セグ
メント情報における配
賦不能営業費用の負
担漏れ)
四半期レビュー報告
書の再発行

25

35 E00838 リケンテクノス㈱ 東京都中央区日本橋本町三丁目１１
番５号

東一 新日本有限責任
監査法人

2008/8/12 ######### 4 第２　事業の状況
３　財政状態及び経営成績の分析

第５　経理の状況
１　四半期連結財務諸表
⑴　四半期連結貸借対照表
（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更）
注記事項
　（セグメント情報）

B/S　注記番号の追
付
重要事項の変更　文
言追加
セグメント間内部売上
高・振替高、営業利益
の金額訂正（連結合
計金額は不変）

8

37 E03854 三井住友海上グループホー
ルディングス㈱

東京都中央区新川2丁目27番2号 東一、大
一、名一

あずさ監査法人 2008/8/14 ######### 1 第５　経理の状況
１　四半期連結財務諸表
（1）四半期連結貸借対照表

資本剰余金・利益剰
余金の金額訂正（合
計金額に変化なし）

3

8 E01200 日本興業㈱ 香川県さぬき市志度４６１４番地１３ ＪＱ上 監査法人トーマツ 2008/8/8 ######### 5 第２　事業の状況
３　財政状態及び経営成績の分析

第５　経理の状況
１　四半期連結財務諸表
⑴　四半期連結貸借対照表
⑵　四半期連結損益計算書
⑶　四半期連結キャッシュ・フロー計算書
注記事項
　（四半期連結損益計算書関係）

有形固定資産項目の
独立掲記、
未払費用・賞与引当
金の金額内訳修正
（それに伴うＣＦ金額
修正）、
売上原価・販管費・雑
損失の金額内訳修正
（それに伴う販管費注
記の金額修正）

12

9



P/L（11件）

№ 提出者名称 訂正内容 訂正内容　（または訂正前） 訂  正  後 他の変更箇所
8 中越パルプ工業㈱ 金額訂正 退職給付引当金・戻入額の金額修正、税金等調整前金額の計算間違い

　→退職給付引当金戻入額　　120　百万円
　　特別利益合計　　　　　　　　　123
　　税金等調整前四半期純利益　430
　　法人税等調整額　　　　　　　　125
　　法人税等合計　　　　　　　　　　196
　　四半期純利益　　　　　　　　　　229

退職給付引当金戻入額　194　百万円
特別利益合計　　　　　　　　　197
税金等調整前四半期純利益　504
法人税等調整額　　　　　　　　95
法人税等合計　　　　　　　　　167
四半期純利益　　　　　　　　　　333

１　企業の概況
１　主要な経営指標等の推移

第２　事業の状況
３　財政状態及び経営成績の分析

第５　経理の状況
１　四半期連結財務諸表
(1)四半期連結貸借対照表
(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書
追加情報
注記事項
　(１株当たり情報)

19 ㈱ジーエス・ユアサコーポレー
ション

金額訂正 循環取引による虚偽記載の修正
　→売上高　　　　　　71,724　百万円
　　売上原価　　　　　56,945

売上高　　　　　　69,582　百万円
売上原価　　　　　55,001
循環取引損失　　405
それに伴う各種合計金額、税金の修正

第1　企業の概況
1　主要な経営指標等の推移

第2　事業の状況
1　生産、受注及び販売の状況
3　財政状態及び経営成績の分析

第5　経理の状況
1　四半期連結財務諸表
(1)四半期連結貸借対照表
(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書
注記事項
　（セグメント情報）
　（1株当たり情報）
四半期レビュー報告書

20 日本甜菜製糖㈱ 金額訂正 持分法投資利益の修正
　→持分法による投資利益　7　百万円 持分法による投資利益　3　百万円

それに伴う各種合計金額の修正（△4百万円）

第１　企業の概況
１　主要な経営指標等の推移

第２　事業の状況
２　財政状態および経営成績の分析

第５　経理の状況
１　四半期連結財務諸表
(1)四半期連結貸借対照表
(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書
注記事項
　（１株当たり情報）

45 日本橋梁㈱ 独立掲記 営業外収益　　　　　14,527 投資不動産賃貸料　　12,470
その他　　　　　　　　　　　2,057
営業外収益合計　　　　14,527

第５ 経理の状況
１　四半期連結財務諸表
⑴　四半期連結貸借対照表

16 ㈱ココカラファイン　ホールディ
ングス

科目名訂正 株式公開費用
法人税、住民税及び事業税

上場関連費用
法人税等

10



№ 提出者名称 訂正内容 訂正内容　（または訂正前） 訂  正  後 他の変更箇所
6 鹿島建設㈱ 金額訂正 循環取引による虚偽記載の修正

　→開発事業等売上高　　　　　　51,342　百万円
　　開発事業等総利益　　　　　8,261

開発事業等売上高　　　　　　51,307
開発事業等総利益　　　　　8,227
循環取引損失　　2,164
それに伴う各種合計金額、税金の修正

第1　企業の概況
1　主要な経営指標等の推移

第2　事業の状況
1　生産、受注及び販売の状況
3　財政状態及び経営成績の分析

第5　経理の状況
冒頭記載
1　四半期連結財務諸表
(1)四半期連結貸借対照表
(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書
注記事項
　（四半期連結貸借対照表関係）
　（セグメント情報）
　（1株当たり情報）
四半期レビュー報告書

8 日本興業㈱ 金額訂正 売上原価　　　　　2,937,296　千円
賃貸費用　　　　　10,754

売上原価　　　　　2,930,998　千円
賃貸費用　　　　　　2,553

第２　事業の状況
３　財政状態及び経営成績の分析

第５　経理の状況
１　四半期連結財務諸表
注記事項
　（四半期連結損益計算書関係）

12 ブルドックソース㈱ 金額訂正 売上原価　　　　　2,165,880　千円
販売管理費　　　　　2,183,606
たな卸資産廃棄損　　　　7,438

売上原価　　　　　2,175,318
販売管理費　　　　　2,176,167

第２　事業の状況
３　財政状態及び経営成績の分析

第５　経理の状況
１　四半期連結財務諸表
注記事項
　（四半期連結損益計算書関係）

22 ㈱ユーシン精機 金額訂正 受取配当金　17,472　千円
その他　　　　5,017

受取配当金　10446　千円
仕入割引　　7,060
その他　　　4,982

第５　経理の状況
１　四半期連結財務諸表
⑶　四半期連結キャッシュ・フロー計算書

32 ウィルソン・ラーニングワールド
ワイド㈱

金額訂正 会計処理誤りによる重要な記載の修正
　→売上原価　　　　　　502,610　千円
　　販売管理費　　　　　742,288

売上原価　　　　　　521,586
販売管理費　　　　　723,312
それに伴う各種合計金額の修正

第1　企業の概況
1　主要な経営指標等の推移

第2　事業の状況
1　生産、受注及び販売の状況
3　財政状態及び経営成績の分析

第5　経理の状況
冒頭記載
1　四半期連結財務諸表
(1)四半期連結貸借対照表
(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書
注記事項
　（セグメント情報）
　（1株当たり情報）
四半期レビュー報告書

39 ㈱リミックスポイント 金額訂正 売上原価　　　　　156,163　千円
販売管理費　　　　　167,387

売上原価　　　　　168,688
販売管理費　　　　　154,862

11



キャッシュフロー計算書（24件）
Ｐ／Ｌ修正による影響

№ 提出者名称 訂正内容 訂正内容　（または訂正前） 訂  正  後 他の変更箇所
1 アルコニックス株式会社 金額訂正 営業活動ＣＦ

　受取利息及び受取配当金　　41,235　千円
　固定資産売却損益　　　　　　　△867
　固定資産除売却損益　　　　　　546
　利息及び配当金の受取額　△41,370

営業活動ＣＦ
　受取利息及び受取配当金　△41,235
　固定資産売却損益　　　　　　　△320
　利息及び配当金の受取額　　41,099

3 ㈱平賀 金額訂正 営業活動ＣＦ
　その他　　　　　　　　　　204,625　千円
　法人税等の支払額　　　　131

その他　　　　　　　　　　　206,523　千円
法人税等の支払額　　　△1,766

7 ㈱アドウェイズ 金額訂正 法人税等の支払額　469千円 法人税等の還付額 469千円
8 中越パルプ工業㈱ 金額訂正 税金等調整前四半期純利益　　430　百万円

受取利息及び受取配当金　△1,685
税金等調整前四半期純利益　　504
受取利息及び受取配当金　△1,759

15 ㈱クレックス 単位修正 千円 百万円

17 日本電子材料㈱ 金額訂正 　賞与引当金の増減額　　　　　　　　236　百万円
　小計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　371
営業ＣＦ　　　　　　　　　　　　　　　　　102
　有形固定資産の売却による収入　17
投資ＣＦ　　　　　　　　　　　　　　　　　△591

賞与引当金の増減額　　　　　　253
小計　　　　　　　　　　　　　　　387
営業ＣＦ　　　　　　　　　　　　　　118
有形固定資産の売却による収入　0
投資ＣＦ　　　　　　　　　　　　　　△608

第１ 企業の概況
１ 主要な経営指標等の推移

第２　事業の状況
３　財政状態及び経営成績の分析

19 ㈱ジーエス・ユアサコーポレー
ション

金額訂正 税金等調整前四半期純利益　　2,538　百万円
売上債権の増減額　　10,593
仕入債務の増減額　　△5,635

税金等調整前四半期純利益　　1,934
売上債権の増減額　　11,771
仕入債務の増減額　　△6,209

20 日本甜菜製糖㈱ 金額訂正 税金等調整前四半期純利益　　929　百万円
持分法による投資損益　　△7

税金等調整前四半期純利益　　925
持分法による投資損益　　△3

21 リーダー電子㈱ 金額訂正 営業活動ＣＦ
　その他　　　　　　　　　　△68,085　千円
　法人税等の支払額　　　　2,195

その他　　　　　　　　　　　△62,738
法人税等の支払額　　　△3,152

26 センチュリー・リーシング・シス
テム㈱

金額訂正 その他　　　　　　　4　百万円
投資ＣＦ　　　　　△403
現金及同等物の増減額　1331
現金及同等物の期首残高　7,839

その他　　　　　　　△5
投資ＣＦ　　　　　△413
現金及同等物の増減額　1321
現金及同等物の期首残高　7,849

第１ 企業の概況
１ 主要な経営指標等の推移

第２　事業の状況
３　財政状態及び経営成績の分析

29 ㈱栗本鐵工所 金額訂正 その他　　　　　　　　　3,956　百万円 その他　　　　△622
デリバティブ取引による収入　4,579
各種合計金額の修正

第１ 企業の概況
１ 主要な経営指標等の推移

第２　事業の状況
３　財政状態及び経営成績の分析

34 ㈱アイティフォー 金額訂正 有形固定資産取得支出　　46,353　千円
無形固定資産取得支出　△73,271

有形固定資産取得支出　△17,768
無形固定資産取得支出　△9,148

39 東ソー㈱ 金額訂正 投資有価証券取得支出　△12,019　百万円 投資有価証券取得支出　△2,226
子会社株式の取得による支出　△9,793

16 ㈱ココカラファイン　ホールディ
ングス

科目名訂正 負ののれん償却額
店舗閉鎖損失
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

のれん及び負ののれん償却額
店舗閉鎖損失及び賃貸借契約解約損
株式移転による現金及び現金同等物の増加額

18 パラマウントベッド㈱ 金額訂正 投資有価証券売却損益　△126　百万円
その他　　　　　　　　　　　　731

投資有価証券売却損益　△121
その他　　　　　　　　　　　　726

29 日本スピンドル製造㈱ 科目名訂正 有価証券の取得による支出　△190 有形固定資産の取得による支出 △190
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№ 提出者名称 訂正内容 訂正内容　（または訂正前） 訂  正  後 他の変更箇所
3 マミヤ・オーピー㈱ 金額訂正 棚卸資産の増減額　　　△567,182　千円

その他　　　　　　　　　22,980
有形固定資産取得支出　△105,227
無形固定資産取得支出　　△223,324

棚卸資産の増減額　　　△62,651
その他　　　　　　　　　5,980
有形固定資産取得支出　△23,083
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支
出　　△793,000

第１ 企業の概況
１ 主要な経営指標等の推移

第２　事業の状況
３　財政状態及び経営成績の分析

6 鹿島建設㈱ 金額訂正 税金等調整前四半期純利益　　9,621　百万円
開発事業支出金の増減額　71,090
仕入債務の増減額　　△5,338
その他　　　　　　　　△26,655

税金等調整前四半期純利益　　7,421
開発事業支出金の増減額　71,883
仕入債務の増減額　　△5,108
その他　　　　　　　　△25,479

8 日本興業㈱ 金額訂正 賞与引当金の増減額　49,905
その他　　　　　　△146,049

賞与引当金の増減額　26,825
その他　　　　　　△122,969

第２　事業の状況
３　財政状態及び経営成績の分析

20 北陸電気工業㈱ 科目名訂正 有形固定資産の取得による支出
有形固定資産の売却による収入

固定資産の取得による支出
固定資産の売却による収入

22 ㈱ユーシン精機 金額訂正 受取利息及び受取配当金　△19,742　千円
利息及び配当金の受取額　19,742

受取利息及び受取配当金　△12,716
利息及び配当金の受取額　12,716

25 トナミ運輸㈱ 金額訂正 その他　　　　　　　　　　824　百万円
法人税等の支払額　　　　△620
投資有価証券の取得による支出　△36
投資有価証券の売却による収入　501

貸し付けによる支出　　　　　9
自己株式の取得による支出　　5

その他　　　　　　　　　　　　934
法人税等の支払額　　　　△662
投資有価証券の取得による支出　△12
投資有価証券の売却による収入　1
投資有価証券の償還による収入　500
貸し付けによる支出　　　　　△3
自己株式の取得による支出　　△1

第１ 企業の概況
１ 主要な経営指標等の推移

第２　事業の状況
３　財政状態及び経営成績の分析

31 藍澤證券㈱ 金額訂正 その他　　　　　　　　　　235　百万円
利息及び配当金の受取額　545
投資有価証券の取得による支出　△148

その他　　　　　　　　　　　152
利息及び配当金の受取額　539
投資有価証券の取得による支出　△152
投資有価証券の売却による収入　　397

第１ 企業の概況
１ 主要な経営指標等の推移

第２　事業の状況
３　財政状態及び経営成績の分析

32 ウィルソン・ラーニングワールド
ワイド㈱

金額訂正 税金等調整前四半期純利益　　△289,494　千円
減価償却費　　　　　　27,925
棚卸資産の増減額　　△10,192
ソフトウエアの取得による支出　△13,145

税金等調整前四半期純利益　　△294,905
減価償却費　　　　　　27,606
棚卸資産の増減額　　3,525
ソフトウエアの取得による支出　△21,132
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財政状態及び経営成績の分析（29件）
ＣＦ修正による影響

№ 提出者名称 訂正内容 訂正内容　（または訂正前） 訂  正  後 他の変更箇所
8 中越パルプ工業㈱ 金額訂正 ⑴　業績の状況

⑵　キャッシュ・フローの状況
　Ｐ／Ｌ修正による金額修正

⑹　資本の財源及び資金の流動性についての分析

9 丸八証券㈱ 文章追加 ２　財政状態および経営成績の分析
　文言追加

文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出
日現在において当社グループ（当社及び連結子会
社）が判断したものであります。

11 三井物産㈱ 金額訂正 ⑴　第1四半期連結会計期間における経営成績、財政状態およびキャッシュ・フ
ローの概況
⑶　財政状態及びキャッシュ・フロー
　　金額修正

17 日本電子材料㈱ 金額訂正 ⑴　経営成績の分析
⑶　キャッシュ・フローの状況
　ＣＦ修正による金額修正

18 シーキューブ㈱ 文章追加 ⑶　財政状態および経営成績の分析
　文言追加

文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出
日現在において当社グループ（当社及び連結子会
社）が判断したものであります。

19 ㈱ジーエス・ユアサコーポレー
ション

金額訂正 ⑴　業績の状況
　Ｐ／Ｌ修正による金額修正

20 日本甜菜製糖㈱ 金額訂正 ⑴　経営成績の分析
⑵　財政状態の分析
　Ｐ／Ｌ修正による金額修正

24 日商エレクトロニクス㈱ 金額訂正 研究開発費総額 21,385千円 研究開発費総額 14,556千円
26 センチュリー・リーシング・シス

テム㈱
金額訂正 ⑶　キャッシュ・フローの状況

　ＣＦ修正による金額修正

27 ㈱妙徳 金額訂正 ⑴　経営成績の分析
　所在地別セグメント業績

第５　経理の状況
注記事項
（セグメント情報）

29 ㈱栗本鐵工所 金額訂正 ⑶　キャッシュ・フローの状況
　ＣＦ修正による金額修正

35 昭和KDE㈱ 金額訂正 ⑴　業績の状況
　事業の種類別セグメント業績

第５　経理の状況
注記事項
（セグメント情報）

38 日本ギア工業㈱ 金額訂正 ⑵　財政状態の分析
　ＢＳ修正による金額修正

48 ㈱キョウデン 金額訂正 ⑴　業績の状況
　事業の種類別セグメント業績

第５　経理の状況
注記事項
（セグメント情報）

1 三光産業㈱ 金額訂正 ⑴　業績の状況
　所在地別セグメント業績

第５　経理の状況
注記事項
（セグメント情報）

11 東映㈱ 文言追加 ⑷　事業上及び財務上の対処すべき課題
支配に関する基本方針の追加
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№ 提出者名称 訂正内容 訂正内容　（または訂正前） 訂  正  後 他の変更箇所
18 パラマウントベッド㈱ 金額訂正 ⑴　業績の状況

　所在地別セグメント業績
第５　経理の状況
注記事項
（セグメント情報）

27 ㈱四電工 金額・文言訂正 ⑴　経営成績の分析
　事業の種類別セグメント業績

第５　経理の状況
注記事項
（セグメント情報）

28 エス・バイ・エル㈱ 金額訂正 ⑴　業績の状況
　事業の種類別セグメント業績

第５　経理の状況
注記事項
（セグメント情報）

3 マミヤ・オーピー㈱ 金額訂正 ⑵　キャッシュ・フロー
　ＣＦ修正による金額修正

6 鹿島建設㈱ 金額訂正 ⑴　業績の状況
⑵　キャッシュ・フローの状況
　Ｐ／Ｌ修正による金額修正

8 日本興業㈱ 金額訂正 ⑶　経営成績
　Ｐ／Ｌ、Ｃ／Ｆ修正による金額修正

9 アイダエンジニアリング㈱ 文言追加 ⑷　事業上及び財務上の対処すべき課題
支配に関する基本方針の追加

12 ブルドックソース㈱ 金額訂正 ⑶　経営成績
　Ｐ／Ｌ修正による金額修正

20 北陸電気工業㈱ 文言訂正 税金等調整前純利益 税金等調整前四半期純利益
25 トナミ運輸㈱ 金額訂正 ⑴　業績の状況

　事業の所在地別セグメント業績

⑵　キャッシュ・フローの状況
　Ｐ／Ｌ修正による金額修正

⑹　資本の財源及び資金の流動性についての分析

第５　経理の状況
注記事項
（セグメント情報）

31 藍澤證券㈱ 金額訂正 ⑶　キャッシュ・フローの状況
　ＣＦ修正による金額修正

32 ウィルソン・ラーニングワールド
ワイド㈱

金額訂正 ⑴　業績
⑵　キャッシュ・フロー
　Ｐ／Ｌ修正による金額修正

35 リケンテクノス㈱ 金額訂正 ⑴　業績の状況
　所在地別セグメント業績

第５　経理の状況
注記事項
（セグメント情報）
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貸借対照表注記訂正（９件）

№ EDINETコード 提出者名称 所在地 上場市場 監査法人 四報提出日 訂正提出日
訂正
件数

訂正箇所 主な訂正内容 ﾍﾟｰｼﾞ数

6 E00058 鹿島建設㈱ 東京都港区元赤坂一丁目３番１号 東一、大
一、名一

監査法人トーマツ 2008/8/8 ######### 11 第1　企業の概況
1　主要な経営指標等の推移

第2　事業の状況
1　生産、受注及び販売の状況
　⑵　売上高
3　財政状態及び経営成績の分析
　(1)業績の概況
　⑵　キャッシュ・フローの状況

第5　経理の状況
冒頭記載
1　四半期連結財務諸表
(1)四半期連結貸借対照表
(2)四半期連結損益計算書
(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書
注記事項
　（四半期連結貸借対照表関係）
　（セグメント情報）
　（1株当たり情報）
四半期レビュー報告書

循環取引による重要
な虚偽記載の訂正
(売上高及び仕入高、
債権及び債務等の訂
正、循環取引損失の
追加)
在庫金額訂正
四半期レビュー報告
書の再発行

24

6 E03855 三井不動産㈱ 東京都中央区日本橋室町二丁目１番１
号

東一、大一 あずさ監査法人 2008/8/14 2008/11/5 1 第５　経理の状況
1　四半期連結財務諸表
注記事項
　（四半期連結貸借対照表関係）

棚卸資産の内訳　科
目名の訂正（金額訂
正）

3

13 E01843 テクニカル電子㈱ 東京都大田区大森西一丁目９番１２号 ＪＱ上 聖橋監査法人
  

2008/8/12 ######### 2 第５　経理の状況
冒頭記載
１　四半期連結財務諸表
注記事項
　（四半期連結貸借対照表関係）

冒頭文言追加
棚卸資産注記の金額
修正

2

14 E03953 フジ住宅㈱ 大阪府岸和田市土生町１丁目４番２３号 東一、大一 監査法人トーマツ 2008/8/8 2008/11/6 1 第５　経理の状況
1　四半期連結財務諸表
注記事項
　（四半期連結貸借対照表関係）

コミットメントライン契
約の注記　銀行数の
訂正

3

16 E03722 ㈱さくらパートナー 北海道札幌市中央区南一条西二十五丁
目１番１７号

札上 新日本有限責任
監査法人

2008/8/14 2008/11/7 1 第５　経理の状況
１　四半期財務諸表
注記事項
　（四半期貸借対照表関係）

担保に供されている
資産　記載追加（営業
貸付金）

3

26 E00766 日本曹達㈱ 東京都千代田区大手町二丁目２番１号 東一 新日本有限責任
監査法人

2008/8/12 ######### 3 第５　経理の状況
１　四半期連結財務諸表
⑴四半期連結貸借対照表
注記事項
　（四半期連結貸借対照表関係）
　（四半期連結損益計算書関係）

棚卸資産の金額・科
目名訂正
棚卸資産の注記の追
加
販管費（給与諸手当・
賞与引当金繰入額）
の金額訂正

6

30 E02094 エルピーダメモリ㈱ 東京都中央区八重洲二丁目２番１号 東一 新日本有限責任
監査法人

2008/8/14 ######### 1 第５　経理の状況
１　四半期連結財務諸表
注記事項
　（四半期連結貸借対照表関係）

保証債務注記の金額
訂正

3

36 E05452 ㈱省電舎 東京都中央区日本橋堀留町１丁目１１
番１２号

東マ アーク監査法人 2008/8/14 ######### 1 第５　経理の状況
１　四半期連結財務諸表
注記事項
　（四半期連結貸借対照表関係）

担保に供している資
産の追加

3

37 E04235 日本郵船㈱ 東京都千代田区丸の内二丁目３番２号 東一、大
一、名一

監査法人トーマツ 2008/8/12 ######### 1 第５　経理の状況
１　四半期連結財務諸表
注記事項
　（四半期連結貸借対照表関係）

保証債務注記の連結
会社追加、金額訂正

4

1



損益計算書注記訂正（１２件）

№ EDINETコード 提出者名称 所在地 上場市場 監査法人 四報提出日 訂正提出日
訂正
件数

訂正箇所 主な訂正内容 ﾍﾟｰｼﾞ数

26 E00766 日本曹達㈱ 東京都千代田区大手町二丁目２番１号 東一 新日本有限責任
監査法人

2008/8/12 ######### 3 第５　経理の状況
１　四半期連結財務諸表
⑴四半期連結貸借対照表
注記事項
　（四半期連結貸借対照表関係）
　（四半期連結損益計算書関係）

棚卸資産の金額・科
目名訂正
棚卸資産の注記の追
加
販管費（給与諸手当・
賞与引当金繰入額）
の金額訂正

6

5 E00567 アツギ㈱ 神奈川県海老名市大谷北１丁目９番１
号

東一、大一 新日本有限責任
監査法人

2008/7/31 2008/11/4 1 第５　経理の状況
１　四半期連結財務諸表
注記事項

(四半期連結損益計算書関係)

販売費及び一般管理
費の内訳　「給与諸手
当」及び「賞与引当金
繰入額」の金額訂正

3

8 E01200 日本興業㈱ 香川県さぬき市志度４６１４番地１３ ＪＱ上 監査法人トーマツ 2008/8/8 ######### 5 第２　事業の状況
３　財政状態及び経営成績の分析

第５　経理の状況
１　四半期連結財務諸表
⑴　四半期連結貸借対照表
⑵　四半期連結損益計算書
⑶　四半期連結キャッシュ・フロー計算書
注記事項
　（四半期連結損益計算書関係）

有形固定資産項目の
独立掲記、
未払費用・賞与引当
金の金額内訳修正
（それに伴うＣＦ金額
修正）、
売上原価・販管費・雑
損失の金額内訳修正
（それに伴う販管費注
記の金額修正）

12

10 E02653 ㈱光製作所 東京都荒川区東尾久４丁目７番１号 ＪＱ上 永和監査法人 2008/8/12 2008/11/5 1 第５　経理の状況
１　四半期財務諸表
注記事項

(四半期損益計算書関係)

販管費の内訳　「給与
手当」の金額訂正

3

10 E04319 日本通運㈱ 東京都港区東新橋一丁目９番３号 東一、大一 新日本有限責任
監査法人

2008/8/14 ######### 1 第５　経理の状況
１　四半期連結財務諸表
注記事項
　（四半期連結損益計算書関係）

販管費の科目名、金
額訂正

2

12 E00466 ブルドックソース㈱ 東京都中央区日本橋兜町１１番５号 東二 三優監査法人 2008/8/12 ######### 3 第２　事業の状況
３　財政状態及び経営成績の分析

第５　経理の状況
１　四半期連結財務諸表
⑵　四半期連結損益計算書
注記事項
　（四半期連結損益計算書関係）

棚卸資産廃棄損（営
業外費用に計上して
いた）金額を売上原価
内に
注記　販管費内訳金
額の修正

6

15 E01444 ㈱コロナ 新潟県三条市東新保７番７号 東一 あずさ監査法人 2008/8/12 ######### 1 第５　経理の状況
１　四半期連結財務諸表
注記事項
　（四半期連結損益計算書関係）

販管費内訳　金額修
正（製品保証引当金
繰入額）

3

22 E00997 東洋クロス㈱ 大阪府泉南市樽井６丁目２９番１号 大二 あずさ監査法人 2008/8/14 ######### 1 第５　経理の状況
１　四半期連結財務諸表
注記事項
　（四半期連結損益計算書関係）

販管費の金額訂正 2

24 E03154 日商エレクトロニクス㈱ 東京都中央区築地７丁目３番１号 東一 あずさ監査法人 2008/8/8 2008/11/7 3 第２　事業の状況
３　財政状態及び経営成績の分析
  (5) 研究開発活動

第５　経理の状況
１　四半期連結財務諸表
(1) 四半期連結貸借対照表
注記事項
　(四半期連結損益計算書関係)

研究開発費の総額の
訂正
有形固定資産表示科
目名の訂正
販管費の内訳　「給与
諸手当」の金額訂正

6

24 E02980 ㈱アールシーコア 東京都目黒区青葉台一丁目４番５号 ＪＱ上 三優監査法人 2008/8/13 ######### 1 第５　経理の状況
１　四半期連結財務諸表
注記事項

（四半期連結損益計算書関係）

販管費（給与手当及
び雑給）の金額訂正

2

18



№ EDINETコード 提出者名称 所在地 上場市場 監査法人 四報提出日 訂正提出日
訂正
件数

訂正箇所 主な訂正内容 ﾍﾟｰｼﾞ数

28 E03945 スターツコーポレーション㈱ 東京都中央区日本橋三丁目４番１０号 ＪＱ上 監査法人日本橋
事務所

2008/8/14 ######### 2 第５　経理の状況
１　四半期連結財務諸表
⑴　四半期連結貸借対照表
注記事項
　（四半期連結損益計算書関係）

負債合計の追加
販管費注記の金額修
正（給与手当）

7

33 E03723 ㈱小林洋行 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目１５
番５号

東一 寺山公認会計士
事務所、至誠監査
法人

2008/8/14 ######### 1 第５　経理の状況
１　四半期連結財務諸表
注記事項
　（四半期連結損益計算書関係）

単位（百万円→千円）
の修正

2

19



セグメント注記訂正（１８件）

№ EDINETコード 提出者名称 所在地 上場市場 監査法人 四報提出日 訂正提出日
訂正
件数

訂正箇所 主な訂正内容 ﾍﾟｰｼﾞ数

6 E00058 鹿島建設㈱ 東京都港区元赤坂一丁目３番１号 東一、大
一、名一

監査法人トーマツ 2008/8/8 ######### 11 第1　企業の概況
1　主要な経営指標等の推移

第2　事業の状況
1　生産、受注及び販売の状況
　⑵　売上高
3　財政状態及び経営成績の分析
　(1)業績の概況
　⑵　キャッシュ・フローの状況

第5　経理の状況
冒頭記載
1　四半期連結財務諸表
(1)四半期連結貸借対照表
(2)四半期連結損益計算書
(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書
注記事項
　（四半期連結貸借対照表関係）
　（セグメント情報）
　（1株当たり情報）
四半期レビュー報告書

循環取引による重要
な虚偽記載の訂正
(売上高及び仕入高、
債権及び債務等の訂
正、循環取引損失の
追加)
四半期レビュー報告
書の再発行

24

1 E00712 三光産業㈱ 東京都渋谷区神宮前三丁目４２番６号 ＪＱ上 新日本有限責任
監査法人

2008/8/12 ######### 2 第２　事業の状況
３　財務状態及び経営成績の分析

第５　経理の状況
１　四半期連結財務諸表
　（セグメント情報）

セグメント間売上高・
振替高の金額修正

4

1 E05088 ㈱デジタルアドベンチャー 東京都港区南青山二丁目５番１７号 大ヘ 三優監査法人 2008/8/14 ######### 2 第２　事業の状況
１　生産、受注及び販売の状況

第５　経理の状況
１　四半期連結財務諸表
　（セグメント情報）

セグメント間販売実績
の金額修正（連結合
計金額は不変）

5

14 E01658 ㈱前田製作所 長野県長野市篠ノ井御幣川１０９５番地 ＪＱ上 新日本有限責任
監査法人

2008/8/8 ######### 1 第５　経理の状況
１　四半期連結財務諸表
注記事項
　（セグメント情報）

セグメント間内部売上
高・振替高、営業損益
の金額修正（連結合
計金額は不変）

3

18 E02400 パラマウントベッド㈱ 東京都江東区東砂２丁目１４番５号 東一 監査法人トーマツ 2008/8/12 ######### 5 第１　企業の状況
４　従業員の状況

第２　事業の状況
３　財政状態及び経営成績の分析

第５　経理の状況
１　四半期連結財務諸表
⑶　四半期連結キャッシュ・フロー計算書
（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更）
注記事項
　（セグメント情報）

従業員数訂正
セグメント業績の金額
訂正
ＣＦ計算書　金額訂正
（投資有価証券売却
損益）
棚卸資産基準変更に
よる影響金額の訂正
セグメント間内部売上
高・振替高金額訂正

7

1



№ EDINETコード 提出者名称 所在地 上場市場 監査法人 四報提出日 訂正提出日
訂正
件数

訂正箇所 主な訂正内容 ﾍﾟｰｼﾞ数

19 E02089 ㈱ジーエス・ユアサコーポレー
ション

京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬場町１
番地

東一、大一 監査法人トーマツ 2008/8/8 2008/11/7 9 第1　企業の概況
1　主要な経営指標等の推移

第2　事業の状況
1　生産、受注及び販売の状況
　(3)販売実績
3　財政状態及び経営成績の分析
　(1)業績の概況

第5　経理の状況
1　四半期連結財務諸表
(1)四半期連結貸借対照表
(2)四半期連結損益計算書
(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書
注記事項
　（セグメント情報）
　（1株当たり情報）
四半期レビュー報告書

循環取引による重要
な虚偽記載の訂正
(売上高及び仕入高、
債権及び債務、関係
会社受取配当金等の
訂正)
四半期レビュー報告
書の再発行

23

25 E02655 ㈱サンリオ 東京都品川区大崎１丁目６番１号 東一 新日本有限責任
監査法人

2008/8/14 ######### 2 第５　経理の状況
１　四半期連結財務諸表
注記事項
　（株主資本等関係）
　（セグメント情報）

株式の種類・金額変
更
文言訂正（事業の種
類別セグメント、所在
地別セグメント情報）

4

25 E04185 トナミ運輸㈱ 富山県高岡市昭和町３丁目２番１２号 東一、大一 新日本有限責任
監査法人

2008/8/13 ######### 5 第１　企業の概況
１　主要な経営指標等の推移

第２　事業の状況
３　財政状態及び経営成績の分析

第５　経理の状況
１　四半期連結財務諸表
(３)四半期連結キャッシュ・フロー計算書
四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更
注記事項
　（セグメント情報）

営業CF　その他・法人
税等の支払額、投資
CF　投資有価証券・
貸付、財務CF　自己
株式取得による支出
の金額変更
連結の範囲に関する
事項の変更の追加記
載
セグメント間内部売上
高又は振替高、営業
利益の金額訂正

11

27 E01728 ㈱妙徳 東京都大田区下丸子二丁目６番１８号 ＪＱ上 監査法人トーマツ 2008/8/14 ######### 2 第２　事業の状況
３　財政状態及び経営成績の分析
　(1) 経営成績の分析

第５　経理の状況
１　四半期連結財務諸表
注記事項
　（セグメント情報）

セグメント間の業績の
金額訂正（連結合計
数値は不変）

4

27 E00181 ㈱四電工 香川県高松市松島町１丁目１１番２２号 東一 監査法人トーマツ 2008/8/13 ######### 2 第２　事業の状況
３　財政状態及び経営成績の分析

第５　経理の状況
１　四半期連結財務諸表
注記事項
　（セグメント情報）

経営成績の分析　完
成工事高・売上高金
額、文言訂正
セグメント売上高金額
訂正

4

28 E00170 エス・バイ・エル㈱ 大阪市北区天満橋１丁目８番３０号 東一、大一 新日本有限責任
監査法人

2008/8/12 ######### 2 第２　事業の状況
３　財政状態及び経営成績の分析

第５　経理の状況
２　四半期連結財務諸表
　（セグメント情報）

業績の状況　営業損
失の金額訂正
セグメント情報　事業
の種類別セグメント情
報営業損失金額訂正

3

29 E01786 ㈱タムラ製作所 東京都練馬区東大泉一丁目１９番４３号 東一 新日本有限責任
監査法人

2008/8/14 ######### 1 第５　経理の状況
１　四半期連結財務諸表
注記事項
　（セグメント情報）

セグメント間内部売上
高・振替高、営業損益
の金額修正（連結合
計金額は不変）

5

2



№ EDINETコード 提出者名称 所在地 上場市場 監査法人 四報提出日 訂正提出日
訂正
件数

訂正箇所 主な訂正内容 ﾍﾟｰｼﾞ数

32 E04916 ウィルソン・ラーニングワールド
ワイド㈱

東京都中央区晴海一丁目８番１０号 ＪＱ上 あずさ監査法人 2008/8/14 ######### 10 第1　企業の概況
1　主要な経営指標等の推移

第2　事業の状況
1　生産、受注及び販売の状況
3　財政状態及び経営成績の分析

第5　経理の状況
冒頭記載
1　四半期連結財務諸表
(1)四半期連結貸借対照表
(2)四半期連結損益計算書
(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書
注記事項
　（セグメント情報）
　（1株当たり情報）
四半期レビュー報告書

会計処理誤りによる
重要な記載の訂正
(支払リース料等の売
上原価振替漏れ、外
注費のソフトウエア勘
定への計上誤り、セグ
メント情報における配
賦不能営業費用の負
担漏れ)
四半期レビュー報告
書の再発行

25

32 E01886 岩崎電気㈱ 東京都港区芝三丁目１２番４号 東一 新日本有限責任
監査法人

2008/8/11 ######### 1 第５　経理の状況
１　四半期連結財務諸表
注記事項
　（セグメント情報）

海外売上高　金額訂
正

3

34 E04591 武蔵野興業㈱ 東京都新宿区新宿三丁目２７番１０号 東二 片渕公認会計士
事務所、八重洲監
査法人

2008/8/13 ######### 2 第５　経理の状況
１　四半期連結財務諸表
注記事項
　（セグメント情報）
　（1株当たり情報）

単位訂正（百万円→
千円）、文言訂正

4

35 E00838 リケンテクノス㈱ 東京都中央区日本橋本町三丁目１１番
５号

東一 新日本有限責任
監査法人

2008/8/12 ######### 4 第２　事業の状況
３　財政状態及び経営成績の分析

第５　経理の状況
１　四半期連結財務諸表
⑴　四半期連結貸借対照表
（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更）
注記事項
　（セグメント情報）

B/S　注記番号の追
付
重要事項の変更　文
言追加
セグメント間内部売上
高・振替高、営業利益
の金額訂正（連結合
計金額は不変）

8

35 E00046 昭和KDE㈱ 東京都渋谷区元代々木町３０番１３号 東二 監査法人トーマツ 2008/8/12 ######### 2 第２　事業の状況
３　財政状態及び経営成績の分析
　(1) 業績の状況

第５　経理の状況
１　四半期連結財務諸表
注記事項
　（セグメント情報）

セグメント別営業利益
の金額訂正（連結合
計金額は不変）

3

48 E02035 ㈱キョウデン 長野県上伊那郡箕輪町大字三日町４８
２番地１

東二 監査法人トーマツ 2008/8/14 ######### 2 第２　事業の状況
３　財政状態及び経営成績の分析
　(1) 業績の状況

第５　経理の状況
１　四半期連結財務諸表
注記事項
　（セグメント情報）

セグメント別営業利益
の金額訂正（連結合
計金額は不変）

4

3



1株当たり情報注記訂正（8件）

№ EDINETコード 提出者名称 所在地 上場市場 監査法人 四報提出日 訂正提出日
訂正
件数

訂正箇所 主な訂正内容 ﾍﾟｰｼﾞ数

6 E00058 鹿島建設㈱ 東京都港区元赤坂一丁目３番１号 東一、大
一、名一

監査法人トーマツ 2008/8/8 ######### 11 第1　企業の概況
1　主要な経営指標等の推移

第2　事業の状況
1　生産、受注及び販売の状況
　⑵　売上高
3　財政状態及び経営成績の分析
　(1)業績の概況
　⑵　キャッシュ・フローの状況

第5　経理の状況
冒頭記載
1　四半期連結財務諸表
(1)四半期連結貸借対照表
(2)四半期連結損益計算書
(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書
注記事項
　（四半期連結貸借対照表関係）
　（セグメント情報）
　（1株当たり情報）
四半期レビュー報告書

循環取引による重要
な虚偽記載の訂正
(売上高及び仕入高、
債権及び債務等の訂
正、循環取引損失の
追加)
四半期レビュー報告
書の再発行

24

19 E02089 ㈱ジーエス・ユアサコーポレー
ション

京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬場町１
番地

東一、大一 監査法人トーマツ 2008/8/8 2008/11/7 9 第1　企業の概況
1　主要な経営指標等の推移

第2　事業の状況
1　生産、受注及び販売の状況
　(3)販売実績
3　財政状態及び経営成績の分析
　(1)業績の概況

第5　経理の状況
1　四半期連結財務諸表
(1)四半期連結貸借対照表
(2)四半期連結損益計算書
(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書
注記事項
　（セグメント情報）
　（1株当たり情報）
四半期レビュー報告書

循環取引による重要
な虚偽記載の訂正
(売上高及び仕入高、
債権及び債務、関係
会社受取配当金等の
訂正)
四半期レビュー報告
書の再発行

23

32 E04916 ウィルソン・ラーニングワールド
ワイド㈱

東京都中央区晴海一丁目８番１０号 ＪＱ上 あずさ監査法人 2008/8/14 ######### 10 第1　企業の概況
1　主要な経営指標等の推移

第2　事業の状況
1　生産、受注及び販売の状況
3　財政状態及び経営成績の分析

第5　経理の状況
冒頭記載
1　四半期連結財務諸表
(1)四半期連結貸借対照表
(2)四半期連結損益計算書
(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書
注記事項
　（セグメント情報）
　（1株当たり情報）
四半期レビュー報告書

会計処理誤りによる
重要な記載の訂正
(支払リース料等の売
上原価振替漏れ、外
注費のソフトウエア勘
定への計上誤り、セグ
メント情報における配
賦不能営業費用の負
担漏れ)
四半期レビュー報告
書の再発行

25

34 E04591 武蔵野興業㈱ 東京都新宿区新宿三丁目２７番１０号 東二 片渕公認会計士
事務所、八重洲監
査法人

2008/8/13 ######### 2 第５　経理の状況
１　四半期連結財務諸表
注記事項
　（セグメント情報）
　（1株当たり情報）

単位訂正（百万円→
千円）、文言訂正

4

1



№ EDINETコード 提出者名称 所在地 上場市場 監査法人 四報提出日 訂正提出日
訂正
件数

訂正箇所 主な訂正内容 ﾍﾟｰｼﾞ数

8 E00649 中越パルプ工業㈱ 東京都中央区銀座二丁目１０番６号 東一、大一 仰星監査法人 2008/8/14 2008/11/5 7 １　企業の概況
１　主要な経営指標等の推移

第２　事業の状況
３　財政状態及び経営成績の分析
(1)業績の状況
(2)キャッシュ・フローの状況
(6)資本の財源及び資金の流動性についての分析

第５　経理の状況
１　四半期連結財務諸表
(1)四半期連結貸借対照表
(2)四半期連結損益計算書
(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書
追加情報
注記事項
　(１株当たり情報)
　　1　1株当たり純資産額
　　2　１株当たり四半期純利益金額等

退職給付引当金及び
戻入額の金額修正

17

20 E00355 日本甜菜製糖㈱ 東京都港区三田三丁目１２番１４号 東一 あずさ監査法人 2008/8/14 2008/11/7 6 第１　企業の概況
１　主要な経営指標等の推移

第２　事業の状況
２　財政状態および経営成績の分析

第５　経理の状況
１　四半期連結財務諸表
(1)四半期連結貸借対照表
(2)四半期連結損益計算書
(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書
注記事項
　（１株当たり情報）

投資有価証券、持分
法による投資損益の
金額訂正

14

38 E02173 日本ギア工業㈱ 神奈川県藤沢市桐原町７番地 東二、大二 大有ゼネラル監査
法人

2008/8/12 ######### 4 第１　企業の概況
１　主要な経営指標等の推移

第２　事業の状況
３　財政状態及び経営成績の分析
 ⑴　業績の状況

第５　経理の状況
１　四半期連結財務諸表
⑴　四半期連結貸借対照表
注記事項
　（1株当たり情報）

BS投資その他の資産
「その他」金額訂正、
及びそれによる純資
産額、総資産額の金
額訂正

10

40 E05377 明豊ファシリティワークス㈱ 東京都千代田区麹町五丁目４番地 ＪＱ上 監査法人日本橋
事務所

2008/8/12 ######### 3 第１　企業の状況
1　主要な経営指標等の推移

第５　経理の状況
冒頭記載
注記事項
　（1株当たり情報）

冒頭文言訂正
1株当たり情報算定上
の期中平均株式数訂
正

7

2



A/R（8件）

№ 提出者名称 訂正内容 訂 正　前 訂 正 後
19 ㈱ジーエス・ユアサコーポレーション 循環取引による重要な虚偽記載の訂正

のため再発行

25 ㈱ほくやく・竹山ホールディングス 業務執行社員名の訂正 公認会計士 柴口 幹男 公認会計士 石若 保志
47 ㈱ハピネット 監査法人名の誤字 東洋監査法人 東陽監査法人

6 ㈱アドバックス ＧＣに影響を与える金額の訂正 前連結会計年度に109,740千円、当第1四半期連
結累計期間に34,158千円の営業損失を計上

前連結会計年度に288,032千円、当第1四半期連
結累計期間に34,158千円の営業損失を計上

6 鹿島建設㈱ 循環取引による重要な虚偽記載の訂正
のため再発行

19 ㈱東京自働機械製作所 追記情報追加 N/A 追記情報
　会計処理の原則及び手続きの変更に記載され
ているとおり、会社は当該第1四半期連結会計期
間より棚卸資産の評価方法及び一部製品の販売
基準を変更している。

32 ウィルソン・ラーニングワールドワイ
ド㈱

会計処理誤りによる重要な虚偽記載の
訂正のため再発行

33 ㈱大京 監査法人名の追加 N/A あずさ監査法人

1




