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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12期

第３四半期
連結累計期間

第13期
第３四半期
累計期間

第12期

会計期間
自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日

自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日

自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日

売上高 (千円) 4,931,423 6,610,898 6,343,152

経常利益 (千円) 706,076 1,438,519 1,098,428

四半期(当期)純利益 (千円) 392,487 810,688 634,359

持分法を適用した場合の
投資利益

(千円) ― ― ―

資本金 (千円) ― 276,094 274,167

発行済株式総数 (株) ― 11,862,600 11,617,800

純資産額 (千円) 2,581,768 2,396,856 2,847,403

総資産額 (千円) 4,475,746 3,651,482 4,776,049

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 33.83 68.66 54.68

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) 32.88 ― 53.15

１株当たり配当額 (円) ― 7 11

自己資本比率 (％) 57.0 65.6 59.6
 

　

回次
第12期

第３四半期
連結会計期間

第13期
第３四半期
会計期間

会計期間
自 平成24年10月１日
至 平成24年12月31日

自 平成25年10月１日
至 平成25年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 16.88 26.79
 

(注) １．当社は、平成25年10月１日に単独株式移転の方法により、完全親会社となる株式会社ハーツユナイテッドグ

ループを設立し、さらに同日付けで持株会社である株式会社ハーツユナイテッドグループに対し保有する子

会社の全株式の現物配当を実施致しました。そのため、第13期第３四半期会計期間末において連結子会社が

存在しないことから、四半期連結財務諸表を作成しておりません。なお、前連結会計年度までは連結財務諸

表を作成しているため、前第３四半期累計期間に代えて前第３四半期連結累計期間について記載しておりま

す。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．第12期第３四半期連結累計期間及び第12期は連結財務諸表を作成しているため、また第13期第３四半期累計

期間については関連会社が存在しないため、持分法を適用した場合の投資利益は記載しておりません。

４．第13期第３四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在して

いないため記載しておりません。
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５．当社は、平成24年７月１日付けで普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。また、平

成24年10月１日付けで普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、第12期の

期首に株式分割が行われたと仮定して、１株当たり四半期(当期)純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり

四半期(当期)純利益金額を算定しております。

６．第12期の１株当たり配当額11円は、平成24年10月１日付けの株式分割前の中間配当額６円と、当該株式分割

後の期末配当額５円を合計した金額であります。なお、第12期の期首に株式分割が行われたと仮定した場合

の１株当たり配当額は８円(１株当たり中間配当額は３円)となります。
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２ 【事業の内容】

当社は、平成25年10月１日に単独株式移転の方法により完全親会社となる株式会社ハーツユナイテッド

グループを設立し、同社の完全子会社となりました。

また、グループ組織再編の一環として、グループ全体の経営と執行を分離し、経営の機動性を向上させ

るとともに、各事業子会社の専門性を追求することを目的として、同日付けで持株会社である株式会社

ハーツユナイテッドグループに対し当社が保有する子会社の全株式の現物配当を実施致しました。

これにより、連結子会社６社は当社の連結範囲から除外され、当社は「デバッグ事業」の単一セグメン

トである非連結の会社となっております。

なお、その事業の内容に重要な変更はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期累計期間において、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」からの重

要な変更があった事項は、以下のとおりであります。

　

＜記載を削除するもの＞

当社が発行した新株予約権は、平成25年10月１日に単独株式移転の方法により、完全親会社である株式

会社ハーツユナイテッドグループを設立したことに伴い、同日をもって消滅致しております。

そのため、前事業年度の有価証券報告書に記載した以下の項目を削除致します。

　

(その他)

ストック・オプションについて

平成25年３月31日現在、ストック・オプションによる潜在株式は327,600株であり、発行済株式総数

11,617,800株の2.8％に相当しております。当社グループの株価が行使価額を上回り、かつ、権利行使に

ついての条件が満たされ、これらの新株予約権が行使された場合には、１株当たりの株式価値が希薄化す

ることになります。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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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

当社は、平成25年10月１日に単独株式移転の方法により、完全親会社である純粋持株会社として株式

会社ハーツユナイテッドグループを設立し、同社の完全子会社となっております。また、同日付けで持

株会社である株式会社ハーツユナイテッドグループに対し当社が保有する子会社の全株式の現物配当を

実施致しました。これにより、連結子会社６社は当社の連結範囲から除外され、当社は非連結の会社と

なっており、当第３四半期累計期間から四半期財務諸表を作成しているため、前年同四半期累計期間と

の比較分析は行っておりません。

また、当社は「デバッグ事業」の単一セグメントであるため、セグメントごとの記載はしておりませ

ん。

　

当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、金融緩和等の各種経済政策を背景に、設備投資の増加

や雇用・所得環境の改善等、一部で緩やかな景気回復の兆しがみられたものの、世界経済の不確実性は

引き続き大きく、依然として先行き不透明な状況が続いております。

このような状況のもと、当社の主な顧客企業であるメーカーや開発会社は、高品質かつスピーディな

開発需要を背景に、限られた期間において十分に不具合を検出することが必要不可欠となっており、デ

バッグ工程のアウトソーシング化が加速する傾向にあります。

このため、当社では、増加傾向にあるデバッグ需要の取り込み及び多様化する顧客ニーズに対応した

サービス展開に注力して参りました。

その具体的な取り組みとして、デバッグサービスにおいては、品質管理工程に関する総合的なサービ

ス提供を通じ、既存顧客からの高い信頼の獲得に努めるとともに、営業活動にも積極的に取り組んだ結

果、一案件当たりの取引規模の拡大及び新規顧客開拓につながりました。

特に、スマートフォンやタブレット端末の普及により、ダウンロード型のネイティブアプリ開発が活

発化したことを受け、モバイルコンテンツ向けのデバッグ需要が増加し業績を大きく牽引致しました。

さらに、コンシューマゲーム及びアミューズメント機器においても、1タイトルの開発規模が増大して

いることから、デバッグ工程のアウトソーシング化が加速致しました。

このため、国内最大規模の主要拠点である笹塚Lab.(ラボ)の増床や京都Lab.(ラボ)を移転及び拡張

し、デバッグ需要の増加に対応した受注体制を整備するとともに、スピーディかつきめ細やかなサービ

ス提供に努めて参りました。

また、付加価値の高いサービスを提供するため、新サービスの開発にも積極的に取り組み、平成25年

４月より開始した「サイバーセキュリティサービス」においては自由民主党より本サービスを受注し実

績を積むとともに、ウェブルート株式会社との連携によりセキュリティソフトウェア販売を開始するな

ど、サービスの多様化にも注力して参りました。

以上の結果、当社の第３四半期累計期間の売上高は6,610,898千円、営業利益は1,430,423千円、経常

利益は1,438,519千円、四半期純利益は810,688千円となりました。

　

(2) 財政状態の分析

(資産)

流動資産の残高は3,168,852千円となり、前事業年度末における流動資産3,061,697千円に対し、

107,155千円の増加(前期比3.5％増)となりました。

これは、主として現金及び預金が218,487千円減少した一方で、受取手形及び売掛金が329,144千円増

加したことによるものであります。
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固定資産の残高は482,629千円となり、前事業年度末における固定資産1,714,351千円に対し、

1,231,722千円の減少(前期比71.8％減)となりました。

これは、主として関係会社株式が1,129,372千円減少したことによるものであります。

　

(負債)

流動負債の残高は1,253,282千円となり、前事業年度末における流動負債1,921,825千円に対し、

668,542千円の減少(前期比34.8％減)となりました。

これは、主として未払法人税等が135,388千円及び未払費用が115,222千円増加した一方で、短期借入

金が1,000,000千円減少したことによるものであります。

固定負債の残高は1,343千円となり、前事業年度末における固定負債6,820千円に対し、5,476千円の

減少(前期比80.3％減)となりました。

これは、資産除去債務が3,090千円、固定負債のその他が2,386千円減少したことによるものでありま

す。

　

(純資産)

純資産の残高は2,396,856千円となり、前事業年度末における純資産2,847,403千円に対し、450,547

千円の減少(前期比15.8％減)となりました。

これは、主として四半期純利益の計上により利益剰余金が810,688千円増加した一方で、期末配当、

中間配当及び現物配当の実施に伴い利益剰余金が1,261,817千円減少したことによるものであります。

　

(3) 従業員数

当第３四半期累計期間において、当社は業容の拡大に伴い、臨時従業員が650名増加しております。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 38,400,000

計 38,400,000
 

　

② 【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末　

現在発行数(株)
(平成25年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成26年２月10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 11,862,600 11,862,600 非上場
単元株制度を採用して
おりません。

計 11,862,600 11,862,600 ― ―
 

(注)　 当社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を要する旨定款に定めております。

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(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12月31日 ― 11,862,600 ― 276,094 ― 236,093
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(6) 【大株主の状況】

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。

　

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成25年12月31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

11,862,600
11,862,600 ―

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 11,862,600 ― ―

総株主の議決権 ― 11,862,600 ―
 

② 【自己株式等】

該当事項はありません。

　

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりでありま

す。

(1) 新任役員

　

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

（株）
就任年月日

取締役 ― 本荘 健吾
昭和50年

７月16日

平成13年12月 当社 入社

(注) ―
平成25年

10月１日

平成20年10月 当社 デバッグ事業本部 人材戦略部長

平成21年４月 当社 デバッグ事業本部 海外事業部長

平成21年10月 当社 デバッグ事業本部 海外事業副部

     長 兼 ロサンゼルス営業所長

平成22年４月 当社 海外事業本部 海外事業部長

平成23年４月 当社 コンシューマゲーム事業本部副

     本部長 兼 営業グループマネー

     ジャー

平成24年４月 当社 執行役員 ゲームコンテンツ事業

     本部長

平成25年10月 DIGITAL Hearts(Thailand)Co.,Ltd.

 社長(現任)

 当社　取締役(現任)
 

(注)　取締役の任期は、就任の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の

時までであります。
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(2) 退任役員

　

役名 職名 氏名 退任年月日

代表取締役社長 CEO 宮澤 栄一 平成25年10月１日

取締役 社長室管掌 川口 兼一郎 平成25年10月１日

取締役 ― 若狭 泰之 平成25年10月１日

取締役 ― 村兼 躍 平成25年10月１日

取締役 ― 笠間 信一郎 平成25年10月１日

取締役 ― 山本 純 平成25年10月１日

取締役
財務経理本部長 兼
人事総務本部管掌

風間 啓哉 平成25年10月１日

監査役 ― 寺尾 幸治 平成25年10月１日

監査役 ― 髙井 峰雄 平成25年10月１日

監査役 ― 二川 敏文 平成25年10月１日
 

　
(3) 役職の異動

　

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

代表取締役社長
(CEO)

常務取締役
(ゲームコンテンツ事業本

部・アミューズメント事業本
部・ビジネスソリューション

事業本部管掌)

河野 亮 平成25年10月１日

取締役
取締役

(事業推進室管掌)
平 寛仁 平成25年10月１日

監査役 常勤監査役 伊達 将英 平成25年10月１日
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第４ 【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

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

府令第63号)に基づいて作成しております。

また、前第３四半期累計期間(平成24年４月１日から平成24年12月31日まで)については四半期財務諸表

を作成していないため、四半期損益計算書に係る比較情報は記載しておりません。

　

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３四半期会計期間(平成25年10月１日か

ら平成25年12月31日まで)及び第３四半期累計期間(平成25年４月１日から平成25年12月31日まで)に係る

四半期財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

　

３．四半期連結財務諸表について

当社は、平成25年10月１日に単独株式移転の方法により、完全親会社となる株式会社ハーツユナイテッ

ドグループを設立し、同日付けで同社に対して保有する子会社の全株式の現物配当を実施したことによ

り、連結子会社が存在しなくなったため、当第３四半期累計期間より四半期連結財務諸表を作成しており

ません。
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１【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成25年３月31日)

当第３四半期会計期間
(平成25年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,823,421 1,604,933

受取手形及び売掛金 1,079,996 1,409,140

たな卸資産 3,915 8,480

その他 155,604 147,304

貸倒引当金 △1,240 △1,007

流動資産合計 3,061,697 3,168,852

固定資産

有形固定資産 220,328 221,387

無形固定資産 85,753 83,322

投資その他の資産

関係会社株式 1,129,372 －

その他 415,689 185,978

貸倒引当金 － △8,058

投資損失引当金 △136,791 －

投資その他の資産合計 1,408,269 177,919

固定資産合計 1,714,351 482,629

資産合計 4,776,049 3,651,482

負債の部

流動負債

短期借入金 1,000,000 －

未払費用 405,708 520,930

未払法人税等 240,832 376,220

賞与引当金 27,021 39,111

その他 248,262 317,019

流動負債合計 1,921,825 1,253,282

固定負債

資産除去債務 3,871 781

その他 2,948 562

固定負債合計 6,820 1,343

負債合計 1,928,645 1,254,625

純資産の部

株主資本

資本金 274,167 276,094

資本剰余金 234,166 236,093

利益剰余金 2,335,797 1,884,668

株主資本合計 2,844,131 2,396,856

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 3,272 －

評価・換算差額等合計 3,272 －

純資産合計 2,847,403 2,396,856

負債純資産合計 4,776,049 3,651,482
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(2)【四半期損益計算書】
【第３四半期累計期間】

(単位：千円)

当第３四半期累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

売上高 6,610,898

売上原価 4,187,860

売上総利益 2,423,038

販売費及び一般管理費 992,615

営業利益 1,430,423

営業外収益

受取利息 704

受取配当金 191

投資事業組合運用益 3,077

経営指導料 7,496

その他 2,704

営業外収益合計 14,174

営業外費用

支払利息 2,783

為替差損 1,720

その他 1,575

営業外費用合計 6,078

経常利益 1,438,519

特別損失

投資損失引当金繰入額 13,000

事務所移転費用 13,329

特別損失合計 26,329

税引前四半期純利益 1,412,189

法人税、住民税及び事業税 564,267

法人税等調整額 37,234

法人税等合計 601,501

四半期純利益 810,688
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

　

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

　　　当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四

半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

 
当第３四半期累計期間

(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

減価償却費 77,338千円
 

　

(株主資本等関係)

当第３四半期累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日)

　１．配当金支払額

(1) 金銭による配当

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25年６月27日
定時株主総会

普通株式 58,089 5 平成25年３月31日 平成25年６月28日 利益剰余金

平成25年11月５日
取締役会

普通株式 83,038 7 平成25年９月30日 平成25年12月６日 利益剰余金
 

　

(2) 金銭以外による配当

決議 株式の種類 配当財産の種類
配当財産の
帳簿価格
（千円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年10月１日
臨時株主総会

普通株式 関係会社株式 998,730 ― 平成25年10月１日 利益剰余金

平成25年12月17日
臨時株主総会

普通株式 投資有価証券 121,959 ― 平成25年12月17日 利益剰余金
 

(注) １．平成25年10月１日開催の臨時株主総会において、当社が保有する関係会社株式を株式会社ハーツユナイテッ

ドグループへ現物配当することを決議し、同日付けで実施致しました。

２．平成25年12月17日開催の臨時株主総会において、当社が保有する投資有価証券を株式会社ハーツユナイテッ

ドグループへ現物配当することを決議し、同日付けで実施致しました。

　

　２．基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末

日後となるもの

該当事項はありません。

 

　３．株主資本の金額の著しい変動

当社は、平成25年６月28日に58,089千円の期末配当、10月１日に998,730千円の現物配当、12月６

日に83,038千円の中間配当、12月17日に121,959千円の現物配当を実施したことなどにより、当第３

四半期会計期間末において利益剰余金が1,884,668千円となっております。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

　   当社はデバッグ事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

　

(企業結合等関係)

 共通支配下の取引等

１．単独株式移転による持株会社の設立

(1) 取引の概要

当社は、平成25年５月24日開催の取締役会及び平成25年６月27日開催の定時株主総会決議に基づ

き、平成25年10月１日に単独株式移転の方法により持株会社「株式会社ハーツユナイテッドグルー

プ」を設立致しました。

①結合当事企業の名称及び事業の内容　

名称　　　　　株式会社デジタルハーツ

　事業の内容　　デバッグ事業

②企業結合日

　平成25年10月１日

③企業結合の法的形式

　単独株式移転による持株会社設立

④結合後の企業名称

　株式会社ハーツユナイテッドグループ

⑤企業結合の目的

当社グループは、既存事業を加速させるとともに、新規事業を創造し、外部リソースとの親和的融

合及び投資効率を鑑みたスピード経営を図るためには、経営と執行の分離をより徹底させた経営体制

の確立と、事業子会社における事業運営の集中により各事業の専門性をさらに高めていくことが必要

不可欠であると判断し、純粋持株会社体制へ移行することと致しました。

(2) 実施した会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号　平成20年12月26日)及び「企業結合会計基準

及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号　平成20年12月26日)に基

づき、共通支配下の取引として処理しております。

　
２．子会社株式の現物配当

当社は、平成25年10月１日開催の株主総会において、株式移転設立完全親会社である株式会社ハーツ

ユナイテッドグループに対し保有する子会社株式の全株式を現物配当する旨を決議し、同日付けで配当

を実施致しました。これにより、株式会社ハーツユナイテッドグループが当社子会社６社の株式全てを

取得し、同６社は持株会社の子会社となりました。

(1) 現物配当(組織再編)の理由

本異動は、グループ再編の一環として、グループ全体の経営と執行を分離し、経営の機動性を向上

させるとともに、各事業子会社の専門性を追求することを目的として、当社の連結子会社６社全てを

持株会社である株式会社ハーツユナイテッドグループの直接の子会社とするために組織再編を実施す

るものです。

(2) 剰余金の配当について

当社は、利益剰余金を原資として、保有する子会社株式を現物配当致しました。
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①配当財産の種類及び帳簿価格

会社名 株数 帳簿価額

DIGITAL Hearts Korea Co.,Ltd. 100,000株

998,730千円

DIGITAL Hearts USA Inc. 15,590株

DIGITAL Hearts(Thailand)Co.,Ltd. 29,400株

株式会社Ｇ＆Ｄ 5,000株

株式会社デジタルハーツ・ビジュアル 9,000株

Aetas株式会社 1,192株
 

②配当財産の種類及び帳簿価格　

当社の臨時株主総会開催時点において議決権割合100％を有する株主である株式会社ハーツユナイ

テッドグループに対して、配当財産の全てを割り当てました。

③剰余金の配当効力発生日

平成25年10月１日

(3) 会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号　平成20年12月26日)及び「企業結合会計基準

及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号　平成20年12月26日)に基

づき、共通支配下の取引として処理しております。
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(１株当たり情報)

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。

　

項目
当第３四半期累計期間

(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

(1) １株当たり四半期純利益金額 68円66銭

    (算定上の基礎)  

    四半期純利益金額(千円) 810,688

    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) 810,688

    普通株式の期中平均株式数(株) 11,806,614
 

(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。
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２ 【その他】

　

第13期(平成25年４月１日から平成26年３月31日まで)中間配当について、平成25年11月５日開催の取締

役会において、平成25年９月30日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを

決議致しました。

①　配当金の総額                                83,038千円

②　１株当たりの金額      　                     ７円00銭

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日  平成25年12月６日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士   平 　井   　清     印

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士   佐 久 間　　清　光   印

独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成26年２月10日

株式会社デジタルハーツ

取締役会  御中

 

　

 

　

 

　

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
式会社デジタルハーツの平成25年４月１日から平成26年３月31日までの第13期事業年度の第３四半期会計期
間(平成25年10月１日から平成25年12月31日まで)及び第３四半期累計期間(平成25年４月１日から平成25年
12月31日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損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財務諸表の作成基準に準拠して四半

期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財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社デジタルハーツの平成25年12月31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。

　

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

　
 

(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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