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 平成25年８月13日に提出した第23期第３四半期（自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日）四半期報告書の記

載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、四半期報告書の訂正報告書を提出するもので

あります。 

 なお、訂正後の四半期連結財務諸表につきましては、栄監査法人により四半期レビューを受けており、その四半期レ

ビュー報告書を添付しております。 

 また、四半期連結財務諸表の記載内容にかかる訂正箇所についてはXBRLの修正も行いましたので、併せて修正後の

XBRL形式のデータ一式（表示情報ファイルを含む）を提出いたします。 

  

  

第一部 企業情報 

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、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 

(1）業績の状況 

(2）資産、負債及び純資産の状況 

第４ 経理の状況 

２．監査証明について  

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及び四半期連結包括利益計算書 

注記事項  

（セグメント情報等） 

（１株当たり情報） 

  

  

 訂正箇所は＿＿＿線で示しております。なお、訂正箇所が多数に及ぶことから、上記の訂正事項については訂正後の

みを記載しております。 

  

  

１【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】

２【訂正事項】

３【訂正箇所】



  

  

   

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。 

２．売上高には消費税等は含まれておりません。 

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益につきましては、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。 

  

  

 当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社および当社の関係会社）が営む事業の内容について、重

要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。 

  

  

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 
第22期 

第３四半期 
連結累計期間 

第23期 
第３四半期 
連結累計期間 

第22期 

会計期間 

自平成23年 
10月１日 

至平成24年 
６月30日 

自平成24年 
10月１日 

至平成25年 
６月30日 

自平成23年 
10月１日 

至平成24年 
９月30日 

売上高             （千円）  13,031,380  13,583,236  16,740,859

経常利益            （千円）  512,732  594,663  616,434

四半期（当期）純利益      （千円）  173,276  279,433  199,467

四半期包括利益又は包括利益   （千円）  294,696  478,588  310,322

純資産額            （千円）  2,696,971  3,082,622  2,712,598

総資産額            （千円）  7,839,520  8,619,753  8,562,385

１株当たり四半期（当期）純利益  （円）  15.96  25.74  18.37

潜在株式調整後１株当たり 

四半期（当期）純利益       （円） 
 －  －  －

自己資本比率           （％）  33.4  34.2  30.6

回次 
第22期 

第３四半期 
連結会計期間 

第23期 
第３四半期 
連結会計期間 

会計期間 

自平成24年 
４月１日 

至平成24年 
６月30日 

自平成25年 
４月１日 

至平成25年 
６月30日 

１株当たり四半期純利益      （円）  2.81  7.10

２【事業の内容】



 当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。 

  

  

 当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。 

  

  

(1）業績の状況 

 当第３四半期連結累計期間は、景気の回復基調が鮮明となるなか、消費意欲も改善されており、企業業績について

も明るい兆しがみえてまいりました。 

 このような経済状況のもとで、当第３四半期連結累計期間における当社グループの業績は、売上高は13,583百万円

（前年同四半期比4.2％増）、営業利益は581百万円（前年同四半期比10.2％増）、経常利益は594百万円（前年同四

半期比16.0％増）、四半期純利益は279百万円（前年同四半期比61.3％増）となりました。 

 セグメントの状況は次のとおりであります。 

①移動体通信機器販売関連事業 

 移動体通信機器販売関連事業につきましては、携帯電話の普及台数が13,329万台を超えましたが、平均粗利単価の

低下が継続するなか、携帯関連商品の販売促進を継続することにより、利益確保に努めましたが、当第３四半期連結

累計期間における移動体通信機器の販売台数は前期に比較して減少し、新規・機種変更を合わせ143,818台（前年同

四半期比3.3％減）となりました。また、売上高は12,419百万円（前年同四半期比2.9％増）、営業利益は406百万円

（前年同四半期比15.2％減）となりました。 

②保険代理店事業 

 コールセンターを拠点とした保険代理店事業につきましては、子会社である株式会社セントラルパートナーズにお

いて、平成20年７月に青森県青森市に東北支店を開設後、２拠点体制により、営業効率を更に強化して販売力と生産

性の向上に繋げるほか、複数の保険会社の商品の取扱を継続しております。この結果、販売が順調に推移したことに

より、当第３四半期連結累計期間における売上高は760百万円（前年同四半期比14.9％増）、営業利益は225百万円

（前年同四半期比56.2％増）となりました。 

③不動産賃貸・管理事業 

 不動産賃貸・管理事業につきましては、子会社であるエスケーアイ開発株式会社で平成19年８月に大型立体駐車場

「エスケーアイパーク法王町」を名古屋市千種区にオープンし、稼働率の維持・向上に努めております。また、平成

25年２月に、賃貸マンション「センチュリースクエア千種通」を名古屋市千種区にオープン後、全室契約満了となり

順調に推移しております。この結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は67百万円（前年同四半期比75.4％

増）、営業損失は４百万円（前年同四半期は12百万円の営業利益）となりました。 

④葬祭事業 

 葬祭事業につきましては、子会社であるエスケーアイマネージメント株式会社は、平成22年７月に葬儀会館「ティ

ア西尾」を、平成22年11月に葬儀会館「ティア桑名」を、平成23年11月に葬儀会館「ティア東海」および葬儀会館

「ティア知多」をそれぞれオープン後、平成25年７月には葬儀会館「ティア碧南」をオープンし、今後の需要を見据

えた積極的な営業政策を展開しております。この結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は336百万円（前

年同四半期比29.6％増）、営業損失は50百万円（前年同四半期は109百万円の営業損失）となりました。 

  

第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

２【経営上の重要な契約等】

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】



(2）資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四半期連結会計期間末における資産の状況は、前連結会計年度末と比較して売掛金が256百万円減少し、商

品が530百万円減少したことなどにより、流動資産が780百万円減少し3,863百万円となりました。一方、固定資産は

有形固定資産が441百万円増加し、投資その他の資産が397百万円増加したことなどにより、全体で837百万円増加

し、4,755百万円となりました。その結果、資産総額は57百万円増加し、8,619百万円となりました。 

 負債については、前連結会計年度末と比較して短期借入金が271百万円増加したものの、買掛金が821百万円減少し

たことなどにより、流動負債は605百万円減少し3,223百万円となり、長期借入金が264百万円増加したことなどによ

り、固定負債は292百万円増加し2,313百万円となりました。その結果、負債総額は312百万円減少し、5,537百万円と

なりました。 

 また、純資産については、前連結会計年度末と比較して利益剰余金が170百万円増加し、その他有価証券評価差額

金が158百万円増加したことなどにより370百万円増加し、3,082百万円となりました。 

  

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題 

 当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。 

  

(4）研究開発活動 

 該当事項はありません。 

  

(5）主要な設備 

 当第３四半期連結累計期間において、前連結会計年度末に計画中であった主要な設備の新設について、完了したも

のは次のとおりであります。 

（注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

  

  

会社名 
事業所名 
（所在地） 

セグメントの
名称 

設備の内容 
投資総額 
（千円） 

完了年月 

エスケーアイ開発 
株式会社 

センチュリースクエア 
千種通 
（名古屋市千種区） 

不動産賃貸・
管理事業 

賃貸マンション  584,318 平成25年１月 



①【株式の総数】 

  

②【発行済株式】 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式  29,160,000

計  29,160,000

種類 
第３四半期会計期間末 
現在発行数（株） 

（平成25年６月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成25年８月13日） 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名 
内容 

普通株式  10,856,500  10,856,500

東京証券取引所 

ＪＡＳＤＡＱ 

（スタンダード） 

権利内容に何ら限

定のない当社にお

ける標準となる株

式であり、単元株

式数は100株であ

ります。 

計  10,856,500  10,856,500 － － 

（２）【新株予約権等の状況】

（３）【行使価額修正条項付社債券等の行使状況等】

（４）【ライツプランの内容】

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
（株） 

発行済株式 
総数残高 
（株） 

資本金増減額 
（千円） 

資本金残高 
（千円） 

資本準備金 
増減額 
（千円） 

資本準備金 
残高 

（千円） 

平成25年４月１日～ 

平成25年６月30日 
－  10,856,500 －  729,364 －  666,862



 当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 

  

 当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（平成25年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

  

①【発行済株式】 

（注）「完全議決権株式（その他）」の欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株（議決権10個）含

まれております。 

  

②【自己株式等】 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

（６）【大株主の状況】

（７）【議決権の状況】

  平成25年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） － － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式  10,856,000  108,560 － 

単元未満株式 普通株式      500 － － 

発行済株式総数  10,856,500 － － 

総株主の議決権 －  108,560 － 

  平成25年６月30日現在

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義所有 
株式数（株） 

他人名義所有 
株式数（株） 

所有株式数の 
合計（株） 

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数の 
割合（％） 

－ － － － － － 

計 － － － － － 

２【役員の状況】



１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。 

  

２．監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成25年４月１日から平

成25年６月30日まで）および第３四半期連結累計期間（平成24年10月１日から平成25年６月30日まで）に係る四半期

連結財務諸表について、栄監査法人による四半期レビューを受けております。 

 なお、金融商品取引法第24条の４の７第４項の規定に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出しており、訂正後

の四半期連結財務諸表について、栄監査法人による四半期レビューを受けております。 

  

  

第４【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】

    （単位：千円）

  
前連結会計年度 

（平成24年９月30日） 

当第３四半期連結会計期間 

（平成25年６月30日） 

 資産の部 

   流動資産 

    現金及び預金  1,634,331  1,631,458

    売掛金  1,503,314  1,247,198

    商品  1,318,900  788,884

    貯蔵品  4,669  5,545

    その他  183,186  190,907

    流動資産合計  4,644,401  3,863,994

   固定資産 

    有形固定資産 

      建物及び構築物（純額）  1,739,172  2,199,932

      土地  1,066,753  1,066,753

      その他（純額）  179,835  160,784

      有形固定資産合計  2,985,761  3,427,470

    無形固定資産  65,996  64,563

    投資その他の資産 

      投資有価証券  494,945  886,027

      その他  371,280  377,697

      投資その他の資産合計  866,226  1,263,724

    固定資産合計  3,917,984  4,755,758

   資産合計  8,562,385  8,619,753

 負債の部 

   流動負債 

    買掛金  1,516,073  694,215

    短期借入金  1,118,485  1,390,060

    未払法人税等  233,220  160,060

    短期解約違約金損失引当金  1,100  430

    賞与引当金  88,188  65,316

    役員賞与引当金  42,290  36,270

    その他  829,433  876,948

    流動負債合計  3,828,790  3,223,300

    固定負債 

    社債  370,000  300,000

    長期借入金  1,289,556  1,553,827

    繰延税金負債  17,855  96,154

    退職給付引当金  58,765  59,070

    役員退職慰労引当金  195,630  210,650

    資産除去債務  58,358  58,216

    その他  30,831  35,911

    固定負債合計  2,020,996  2,313,830

   負債合計  5,849,787  5,537,130



  

    （単位：千円）

  
前連結会計年度 

（平成24年９月30日） 

当第３四半期連結会計期間 

（平成25年６月30日） 

 純資産の部 

   株主資本 

    資本金  729,364  729,364

    資本剰余金  666,862  666,862

    利益剰余金  1,087,763  1,258,632

    自己株式  △13  △13

    株主資本合計  2,483,977  2,654,846

   その他の包括利益累計額 

    その他有価証券評価差額金  136,596  295,470

    その他の包括利益累計額合計  136,596  295,470

   少数株主持分  92,024  132,305

   純資産合計  2,712,598  3,082,622

 負債純資産合計  8,562,385  8,619,753



   （第３四半期連結累計期間） 

  

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

    （単位：千円）

  

前第３四半期連結累計期間 

（自 平成23年10月１日 

  至 平成24年６月30日） 

当第３四半期連結累計期間 

（自 平成24年10月１日 

  至 平成25年６月30日） 

 売上高  13,031,380  13,583,236

 売上原価  9,522,671  10,020,781

 売上総利益  3,508,709  3,562,455

 販売費及び一般管理費 

   給料及び賞与  1,096,107  1,094,637

   賞与引当金繰入額  45,045  45,261

   役員賞与引当金繰入額  31,713  36,270

   退職給付費用  13,112  11,379

   役員退職慰労引当金繰入額  15,330  17,090

   その他  1,779,912  1,776,300

   販売費及び一般管理費合計  2,981,220  2,980,938

 営業利益  527,488  581,517

 営業外収益 

   受取利息  112  4,155

   受取配当金  10,252  13,673

   補助金収入  －  14,100

   その他  7,727  7,990

   営業外収益合計  18,093  39,919

 営業外費用 

   支払利息  23,896  23,356

   その他  8,952  3,416

   営業外費用合計  32,849  26,773

 経常利益  512,732  594,663

 特別利益 

   固定資産売却益  531  24,638

   投資有価証券売却益  －  42,894

   その他  35  2,700

   特別利益合計  567  70,233

 特別損失 

   固定資産売却損  －  1,543

   固定資産除却損  8,940  640

   会員権評価損  3,320  －

   その他  200  150

   特別損失合計  12,460  2,333

 税金等調整前四半期純利益  500,839  662,562

 法人税、住民税及び事業税  279,934  352,565

 法人税等調整額  23,480  △9,641

 法人税等合計  303,415  342,924

 少数株主損益調整前四半期純利益  197,424  319,638

 少数株主利益  24,147  40,204

 四半期純利益  173,276  279,433



   （第３四半期連結累計期間） 

  

【四半期連結包括利益計算書】

    （単位：千円）

  

前第３四半期連結累計期間 

（自 平成23年10月１日 

  至 平成24年６月30日） 

当第３四半期連結累計期間 

（自 平成24年10月１日 

  至 平成25年６月30日） 

 少数株主損益調整前四半期純利益  197,424  319,638

 その他の包括利益 

   その他有価証券評価差額金  97,272  158,950

   その他の包括利益合計  97,272  158,950

 四半期包括利益  294,696  478,588

 （内訳） 

   親会社株主に係る四半期包括利益  270,548  438,306

   少数株主に係る四半期包括利益  24,147  40,281



（減価償却方法の変更） 

 当社および連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年10月１日以後に取得

した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。 

  

 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行９行と当座貸越契約および貸出コミットメント

契約を締結しております。契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。 

  

 該当事項はありません。 

  

 当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）およびのれんの償却額は、

次のとおりであります。 

  

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成23年10月１日 至 平成24年６月30日） 

配当に関する事項 

 配当金支払額 

  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成24年10月１日 至 平成25年６月30日） 

配当に関する事項 

 配当金支払額 

  

【会計方針の変更】

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

  
前連結会計年度 

（平成24年９月30日） 
当第３四半期連結会計期間 
（平成25年６月30日） 

当座貸越極度額および貸出コミットメント

の総額 
千円 2,800,000 千円 2,800,000

借入実行残高  1,060,000  1,330,000

差引額  1,740,000  1,470,000

（四半期連結損益計算書関係）

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

  
前第３四半期連結累計期間 
（自 平成23年10月１日 
至 平成24年６月30日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成24年10月１日 
至 平成25年６月30日） 

減価償却費 千円 149,725 千円 144,095

のれんの償却額  1,263 － 

（株主資本等関係）

  
  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成23年12月13日 

定時株主総会 
普通株式  108,564  10 平成23年９月30日 平成23年12月14日 利益剰余金 

  
  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成24年12月13日 

定時株主総会 
普通株式  108,564  10 平成24年９月30日 平成24年12月14日 利益剰余金 



Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成23年10月１日 至 平成24年６月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（注）１．調整額は、セグメント間取引消去額であります。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。 

  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成24年10月１日 至 平成25年６月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（注）１．調整額は、セグメント間取引消去額であります。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。 

  

  

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
調整額 
（注）１ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）２ 

移動体通信 
機器販売 
関連事業 

保険 
代理店 
事業 

不動産 
賃貸・ 
管理事業 

葬祭事業 計 

売上高               

外部顧客への売上高  12,071,933  661,596  38,252  259,598  13,031,380  －  13,031,380

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 －  －  23,031  －  23,031  △23,031  －

計  12,071,933  661,596  61,284  259,598  13,054,412  △23,031  13,031,380

セグメント利益 

又は損失（△） 
 479,646  144,482  12,063  △109,826  526,366  1,122  527,488

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
調整額 
（注）１ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）２ 

移動体通信 
機器販売 
関連事業 

保険 
代理店 
事業 

不動産 
賃貸・ 
管理事業 

葬祭事業 計 

売上高               

外部顧客への売上高  12,419,482  760,105  67,110  336,537  13,583,236  －  13,583,236

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 －  －  24,725  3,897  28,623  △28,623  －

計  12,419,482  760,105  91,836  340,435  13,611,859  △28,623  13,583,236

セグメント利益 

又は損失（△） 
 406,690  225,709  △4,607  △50,842  576,950  4,567  581,517



 １株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

（１株当たり情報）

  
前第３四半期連結累計期間 
（自 平成23年10月１日 
至 平成24年６月30日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成24年10月１日 
至 平成25年６月30日） 

１株当たり四半期純利益金額 円 銭 15 96 円 銭 25 74

（算定上の基礎）     

四半期純利益金額（千円）  173,276  279,433

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円）  173,276  279,433

普通株式の期中平均株式数（株）  10,856,428  10,856,428

（重要な後発事象）

２【その他】

第二部【提出会社の保証会社等の情報】



 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社エスケ

ーアイの平成24年10月１日から平成25年９月30日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成25年４月１日から

平成25年６月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成24年10月１日から平成25年６月30日まで）に係る訂正後の四

半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記につ

いて四半期レビューを行った。 

  

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任 

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

  

監査人の責任 

 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。 

 四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。 

 当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 

  

監査人の結論 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社エスケーアイ及び連結子会社の平成25年６月30日現在の財政

状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての

重要な点において認められなかった。 

  

その他の事項 

 四半期報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、四半期連結財務諸表を訂正している。なお、

当監査法人は、訂正前の四半期連結財務諸表に対して、平成25年８月12日に四半期レビュー報告書を提出した。 

  

利害関係 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

  

  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成25年11月21日 

 株式会社エスケーアイ 

  取締役会 御中 

栄 監 査 法 人

  
代表社員 
業務執行社員 

  公認会計士 田口 滋   印 

  
代表社員 
業務執行社員 

  公認会計士 玉置 浩一  印 



 （注）１.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。 

    ２.四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。  
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