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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74期

第３四半期
連結累計期間

第75期
第３四半期
連結累計期間

第74期

会計期間
自 平成26年６月１日
至 平成27年２月28日

自 平成27年６月１日
至 平成28年２月29日

自 平成26年６月１日
至 平成27年５月31日

売上高 (千円) 24,555,240 25,252,073 33,255,684

経常利益 (千円) 208,342 319,753 388,086

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(千円) 92,501 196,560 174,671

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 138,639 157,527 198,748

純資産額 (千円) 3,049,899 3,130,827 3,109,954

総資産額 (千円) 19,570,362 19,853,431 19,664,415

１株当たり四半期(当期)純利益金額 (円) 6.83 14.52 12.90

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 15.5 15.7 15.8
 

　

回次
第74期

第３四半期
連結会計期間

第75期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成26年12月１日
至 平成27年２月28日

自 平成27年12月１日
至 平成28年２月29日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 2.58 6.36
 

(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。

４.「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）等を適用し、第１四半期連結累

計期間より、「四半期（当期）純利益」を「親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益」としておりま

す。

 

２ 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容に

重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又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。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

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又は締結等はありません。

 

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

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策や金融政策により企業収益の改善傾向が続

き、全体として緩やかな景気回復基調が継続いたしました。一方、当小売業界におきましては、円安に伴う原材料

価格高騰を受けた商品価格値上げ等による個人消費のさらなる節約志向や同業他社や他業態との競争激化により、

ますます厳しい経営環境が続いております。

このような経営環境のもと、当社グループといたしましては、「お客様へのおもてなし」を重点課題とし、顧客

の創造と店舗の営業力強化を推し進め、地域に密着した企業として競合他社との差別化を図る政策の取組みを実施

いたしました。

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の営業収益は261億95百万円（前年同四半期比3.5％増）、営業利益は２

億86百万円（前年同四半期比56.3％増）、経常利益は３億19百万円（前年同四半期比53.5％増）、親会社株主に帰

属する四半期純利益は１億96百万円（前年同四半期比112.5％増）となりました。

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

（流通事業）

流通事業におきましては、販売促進では、恒例となりました「木曜特売市」「日曜新鮮特売市」生鮮食品中心の

「生鮮ジャンボ市」の充実を図るとともに、お客様のお好きな商品を割り引く「生活応援割引券」を配布する特別

企画を継続し好評を得ております。商品政策では、岡崎食品加工センターを活用し開発した干物をさらに充実し、

差別化を図りました。さらに品質や味が評判の成城石井商品の販売を拡充し、「こだわり商品」の展開に力を入

れ、お客様のニーズに対応した商品戦略を推し進めました。売場の活性化につきましては、改装時に衣料品売場の

見直しを行い、生産性の向上を行いました。 物流におきましては、一般食品を中心とした物流センターの稼働に

より業務の効率化、仕入れ体制の強化を推し進めました。

店舗の状況につきましては、平成27年12月に若松店と美合店の改装を実施いたしました。また、平成28年２月に

毘森公園店（豊田市）を開設いたしました。

以上の結果、流通事業の営業収益は261億58百万円（前年同四半期比3.5％増）、営業利益は２億54百万円（前年

同四半期比68.0％増）となりました。

(サービス事業）

サービス事業におきましては、清掃業、保守業及び駐車場等の施設警備業を営んでおり、効率的な店舗の清掃業

務及び店舗設備の保守業務、駐車場等の警備業務に努めてまいりました。

以上の結果、サービス事業の営業収益は36百万円（前年同四半期比3.5％増）、営業利益は29百万円（前年同四

半期比1.1%増）となりました。
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(2) 財政状態の分析

流動資産は、前連結会計年度末に比べ３億45百万円減少し、41億79百万円となりました。これは主に、受取手形

及び売掛金48百万円、商品87百万円の減少によるものであります。

固定資産は、前連結会計年度末に比べ５億35百万円増加し、156億64百万円となりました。これは主に、建物及び

構築物５億34百万円、無形固定資産15百万円の増加によるものであります。

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べ１億89百万円増加し、198億53百万円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末に比べ１億88百万円減少し、99億63百万円となりました。これは主に、短期借入

金が６億66百万円増加したものの、支払手形及び買掛金４億84百万円、引当金１億13百万円の減少によるものであ

ります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ３億57百万円増加し、67億59百万円となりました。これは主に、長期借入

金２億49百万円の増加によるものであります。

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べ１億68百万円増加し、167億22百万円となりました。

純資産は、前連結会計年度末に比べ20百万円増加し、31億30百万円となり、自己資本比率は15.7％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、事業上及び財務上の対処すべき課題について重要な変更及び新たに生じた

課題はありません。
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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 41,000,000

計 41,000,000
 

 

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28年２月29日)

提出日現在
発行数(株)

(平成28年４月14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 13,774,249 13,774,249
名古屋証券取引所　

市場第二部
単元株式数　1,000株　　　　

計 13,774,249 13,774,249 ― ―
 

 

(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28年２月29日 ― 13,774,249 ― 841,545 ― 790,395
 

 

(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。
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(7) 【議決権の状況】

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27年11月30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】

平成27年11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)
(自己保有株式)
普通株式 241,000

― 　　　　　　　 ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

13,425,000
13,425 ―

単元未満株式 普通株式 108,249 ― ―

発行済株式総数 13,774,249 ― ―

総株主の議決権 ― 13,425 ―
 

(注)　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式957株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

平成27年11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(％)

(自己保有株式)
㈱ドミー

愛知県岡崎市
大平町字八ツ幡１番地１

241,000 ― 241,000 1.76

計 ― 241,000 ― 241,000 1.76
 

 

２ 【役員の状況】

　　　該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

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27年12月１日から平成

28年２月29日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成27年６月１日から平成28年２月29日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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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27年５月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成28年２月29日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 2,301,387 2,346,516

  受取手形及び売掛金 269,330 220,496

  商品 1,157,656 1,070,430

  貯蔵品 22,067 22,518

  その他 774,926 519,715

  流動資産合計 4,525,367 4,179,677

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 5,102,351 5,637,203

   土地 4,217,928 4,217,928

   その他（純額） 871,889 931,812

   有形固定資産合計 10,192,169 10,786,944

  無形固定資産 775,365 791,222

  投資その他の資産   

   差入保証金 1,846,801 1,843,804

   その他 2,314,597 2,242,209

   投資その他の資産合計 4,161,398 4,086,014

  固定資産合計 15,128,933 15,664,180

 繰延資産 10,114 9,573

 資産合計 19,664,415 19,853,431

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 ※1  3,472,206 2,988,046

  短期借入金 ※2  3,800,000 ※2  4,466,000

  1年内返済予定の長期借入金 937,279 ※2  1,008,884

  未払法人税等 112,383 12,452

  引当金 226,553 112,728

  その他 1,603,903 1,375,248

  流動負債合計 10,152,326 9,963,359

 固定負債   

  社債 691,130 698,320

  長期借入金 ※2  3,575,267 ※2  3,824,802

  退職給付に係る負債 702,823 729,694

  資産除去債務 253,667 274,512

  その他 1,179,247 1,231,916

  固定負債合計 6,402,135 6,759,244

 負債合計 16,554,461 16,722,604
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成27年５月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成28年２月29日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 841,545 841,545

  資本剰余金 790,395 790,395

  利益剰余金 1,582,864 1,644,091

  自己株式 △116,839 △118,161

  株主資本合計 3,097,964 3,157,870

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 72,331 26,789

  繰延ヘッジ損益 △1,389 -

  退職給付に係る調整累計額 △58,953 △53,833

  その他の包括利益累計額合計 11,989 △27,043

 純資産合計 3,109,954 3,130,827

負債純資産合計 19,664,415 19,853,431
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(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】

【第３四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 平成26年６月１日
　至 平成27年２月28日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年６月１日
　至 平成28年２月29日)

売上高 24,555,240 25,252,073

売上原価 18,022,385 18,487,091

売上総利益 6,532,855 6,764,981

営業収入 744,487 942,994

営業総利益 7,277,343 7,707,975

販売費及び一般管理費 7,094,079 7,421,467

営業利益 183,264 286,508

営業外収益   

 受取利息 9,304 9,848

 受取配当金 9,589 10,809

 持分法による投資利益 17,419 14,411

 その他 91,161 97,707

 営業外収益合計 127,474 132,777

営業外費用   

 支払利息 82,259 67,275

 資金調達費用 10,142 22,602

 その他 9,994 9,654

 営業外費用合計 102,396 99,532

経常利益 208,342 319,753

特別利益   

 投資有価証券売却益 299 -

 特別利益合計 299 -

特別損失   

 固定資産除売却損 48,407 20,382

 投資有価証券売却損 - 922

 その他 3,000 -

 特別損失合計 51,407 21,305

税金等調整前四半期純利益 157,234 298,448

法人税、住民税及び事業税 44,680 85,828

法人税等調整額 20,053 16,059

法人税等合計 64,733 101,887

四半期純利益 92,501 196,560

非支配株主に帰属する四半期純利益 - -

親会社株主に帰属する四半期純利益 92,501 196,560
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 平成26年６月１日
　至 平成27年２月28日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年６月１日
　至 平成28年２月29日)

四半期純利益 92,501 196,560

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 40,355 △45,541

 繰延ヘッジ損益 1,627 1,389

 退職給付に係る調整額 4,154 5,119

 その他の包括利益合計 46,137 △39,032

四半期包括利益 138,639 157,527

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 138,639 157,527

 非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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【注記事項】

(会計方針の変更等)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年６月１日 至 平成28年２月29日)

　
  （会計方針の変更）
「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）、「連結財務諸表に関する会計基

準」（企業会計基準第22号　平成25年９月13日）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　

平成25年９月13日）等を、第１四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分

から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第３四半期連結累

計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。
 

 

 

　（追加情報）

　※2　財務制限条項

当社はシンジケート方式によるタームローン契約を締結しております。本契約に基づく当第３四半期連結会計期

間末の借入未実行残高は次の通りです。

 
前連結会計年度

(平成27年５月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成28年２月29日)

タームローンの総額 ― 700,000千円

借入実行残高 ― 520,000千円

差引額 ― 180,000千円
 

 なお、本契約には下記①及び②の財務制限条項が付されております。

　　　 ①本契約締結日又はそれ以降に終了する当社の各年度の決算期の末日における当社の連結の貸借対照表におけ

る純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における当社の連結の貸借対照表における純資産

の部の金額の75％の金額以上にそれぞれ維持する。

 ②本契約締結日又はそれ以降に終了する当社の各年度の決算期にかかる当社の連結の損益計算書上の経常損益

に関して、２期連続して経常損失を計上しないことを確約する。

 
当社はシンジケート方式によるコミットメントライン契約を締結しております。本契約に基づく当第３四半期連

結会計期間末の借入未実行残高は次の通りです。

 
前連結会計年度

(平成27年５月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成28年２月29日)

コミットメントラインの総額 1,100,000千円 1,100,000千円

借入実行残高 800,000千円 800,000千円

差引額 300,000千円 300,000千円
 

 なお、本契約には下記①、②及び③の財務制限条項が付されております。

　　　 ①本契約締結日又はそれ以降に終了する当社の各年度の決算期及び中間期の末日における当社の単体の貸借対

照表における純資産の部の金額が、当該本・中間決算期の直前(６ヶ月前)の本・中間決算期の末日における

当社の単体の貸借対照表における純資産の部の金額の75％の金額以上であること。

　　　 ②本契約締結日又はそれ以降に終了する当社の各年度の決算期及び中間期の末日における当社の連結の貸借対

照表における純資産の部の金額が、当該本・中間決算期の直前(６ヶ月前)の本・中間決算期の末日における

当社の連結の貸借対照表における純資産の部の金額の75％の金額以上であること。

　③本契約締結日又はそれ以降に終了する当社の各年度の本・中間決算期に係る当社の単体及び連結の損益計算

書上の経常損益に関してそれぞれ２半期(各本・中間期毎に１半期として計算する。)連続して経常損失を計

上しないこと。
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(四半期連結貸借対照表関係)

　　保証債務

連結会社以外の会社の金融機関等からの借入に対して、債務保証を行っております。

前連結会計年度
(平成27年５月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成28年２月29日)

新安城商業開発(株) 400,500千円 新安城商業開発(株) 382,000千円
 

　

　　　※１　四半期連結会計期間末日満期手形

四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、

前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末残高に含ま

れております。

前連結会計年度
(平成27年５月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成28年２月29日)

支払手形 72,808千円 支払手形及び買掛金 ―
 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

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(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。

 
前第３四半期連結累計期間
(自 平成26年６月１日
至 平成27年２月28日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年６月１日
至 平成28年２月29日)

減価償却費 655,594千円 671,810千円
 

 

(株主資本等関係)

前第３四半期連結累計期間(自 平成26年６月１日 至 平成27年２月28日)

１．配当金支払額

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26年８月27日
定時株主総会

普通株式 67,684 5 平成26年５月31日 平成26年８月28日 利益剰余金

平成27年１月９日
取締役会

普通株式 67,676 5 平成26年11月30日 平成27年２月６日 利益剰余金
 

 

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

日後となるもの

該当事項はありません。

 

当第３四半期連結累計期間(自 平成27年６月１日 至 平成28年２月29日)

１．配当金支払額

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27年８月27日
定時株主総会

普通株式 67,672 5 平成27年５月31日 平成27年８月28日 利益剰余金

平成28年１月12日
取締役会

普通株式 67,661 5 平成27年11月30日 平成28年２月５日 利益剰余金
 

 

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

日後となるもの

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 平成 26年６月１日 至 平成 27年２月28日)

１．報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

 （単位：千円)

 流通事業 サービス事業 合計

営業収益    

　外部顧客への営業収益 25,264,515 35,212 25,299,728

　セグメント間の内部営業収益
　又は振替高

510 196,132 196,643

計 25,265,026 231,345 25,496,371

セグメント利益 151,360 29,490 180,851
 

　

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内

容(差異調整に関する事項)

 (単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 180,851

セグメント間取引消去 2,412

四半期連結損益計算書の営業利益 183,264
 

 

　

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 平成 27年６月１日 至 平成 28年２月29日)

１．報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

 （単位：千円)

 流通事業 サービス事業 合計

営業収益    

　外部顧客への営業収益 26,158,610 36,457 26,195,067

　セグメント間の内部営業収益
　又は振替高

544 207,211 207,755

計 26,159,155 243,668 26,402,823

セグメント利益 254,244 29,815 284,060
 

　

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内

容(差異調整に関する事項)

 (単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 284,060

セグメント間取引消去 2,448

四半期連結損益計算書の営業利益 286,508
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第３四半期連結累計期間
(自 平成26年６月１日
至 平成27年２月28日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年６月１日
至 平成28年２月29日)

１株当たり四半期純利益金額 6円83銭 14円52銭

(算定上の基礎)   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額（千円） 92,501 196,560

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純利益金額(千円)

92,501 196,560

普通株式の期中平均株式数(千株) 13,535 13,532
 

(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。

 

(重要な後発事象)

平成28年３月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を

改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が公布され、平成28年４月１日以後開始する連結会計年度より法人

税率等が引き下げられることとなりました。

　これに伴い、平成28年6月1日、及び平成29年6月1日に開始する連結会計年度において解消が見込まれる一時

差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は31.65％から30.30％に変動いた

します。また、平成30年6月1日以後開始する連結会計年度において解消が見込まれる一時差異等については、

繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は31.65％から30.07％に変動いたします。

 この変動により、当第3四半期連結累計期間末の一時差異等を基礎として繰延税金資産及び繰延税金負債を再

計算した結果、繰延税金資産（純額）が27,829千円、退職給付に係る調整累計額が1,244千円、その他有価証券

評価差額金が628千円それぞれ減少し、法人税等調整額（借方）が27,213千円それぞれ増加いたします。

 
２ 【その他】

　第75期(平成27年６月１日から平成28年５月31日)中間配当については、平成28年１月12日開催の取締役会にお

いて平成27年11月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、次のとおり中間

配当を行うことを決議いたしました。

①　配当金の総額 67,661千円

②　１株当たりの金額 ５円

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成28年２月５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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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成28年４月14日

株式会社ドミー

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　中　　川　　昌　　美　　㊞

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　髙　　橋　　浩　　彦　　㊞

 

 

 

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ドミー

の平成27年６月１日から平成28年５月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(平成27年12月１日から平成28

年２月29日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成27年６月１日から平成28年２月29日まで)に係る四半期連結財務諸

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、株式会社ドミー及び連結子会社の平成28年２月29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。

 

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．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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