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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54期

第２四半期累計期間
第55期

第２四半期累計期間
第54期

会計期間
自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日

自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日

自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日

売上高 （千円） 4,779,868 5,005,865 9,790,807

経常利益 （千円） 247,887 283,846 721,785

四半期（当期）純利益 （千円） 166,656 184,185 489,099

持分法を適用した場合の投資利益 （千円） － － －

資本金 （千円） 733,360 733,360 733,360

発行済株式総数 （千株） 8,264 8,264 8,264

純資産額 （千円） 6,523,870 6,758,388 6,690,917

総資産額 （千円） 8,266,612 8,551,820 8,523,379

１株当たり四半期（当期）純利益 （円） 21.41 23.67 62.85

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益
（円） － － －

１株当たり配当額 （円） 15.00 15.00 30.00

自己資本比率 （％） 78.9 79.0 78.5

営業活動によるキャッシュ・フロー （千円） △171,226 202,653 112,481

投資活動によるキャッシュ・フロー （千円） 13,166 △311,102 124,786

財務活動によるキャッシュ・フロー （千円） △118,452 △118,462 △237,556

現金及び現金同等物の四半期末（期

末）残高
（千円） 2,974,904 3,024,216 3,251,128

 

回次
第54期

第２四半期会計期間
第55期

第２四半期会計期間

会計期間
自 平成27年７月１日
至 平成27年９月30日

自 平成28年７月１日
至 平成28年９月30日

１株当たり四半期純利益 （円） 13.55 14.16

（注）１　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる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　持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

４　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

 

２【事業の内容】

当第２四半期累計期間において当社が営む事業の内容について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２四半期累計期間において新たに発生した事業等のリスクはありません。また、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重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

　該当事項はありません。

 

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】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

(1）業績の状況

当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、企業業績に停滞感がみられるものの雇用・所得の改善傾向は継続し

ており、緩やかな景気回復基調で推移しました。しかしながら、中国をはじめ新興国経済の景気減速や英国のＥＵ離

脱問題、為替市場の不安定な動きにより、先行きは不透明な状況にあります。

情報サービス産業におきましては、クラウドサービスやセキュリティ対策等の需要を軸に大企業を中心としたＩＴ

投資全般は引き続き堅調に推移しておりますが、一方で企業のコスト削減姿勢は変わらず、依然として価格面は抑制

傾向にあります。

このような情勢の下、当社では、引き続きアウトソーシング案件の取引拡大に注力するとともに、受注案件ごとの

採算性向上等に努めた結果、売上高、利益面ともに伸長しました。

当第２四半期累計期間の経営成績は、売上高5,005百万円（前年同期比4.7％増）、経常利益283百万円（前年同期

比14.5％増）、四半期純利益184百万円（前年同期比10.5％増）となりました。

部門別の営業状況は、次のとおりであります。

（ネットワークサービス）

アウトソーシング案件の取引拡大を図るとともに、採算性の向上に努めた結果、売上高は4,020百万円（前年同期

比4.0％増）となりました。

（システム開発）

組込み系ソフト開発における検証業務が減少したものの、業務系アプリケーション等の案件獲得に努め技術者投入

を推進した結果、売上高は785百万円（前年同期比11.0％増）となりました。

（システム運用）

汎用系の運用やオペレーション業務は、市場の縮小とともに価格下落が継続していることから、汎用系技術から

ネットワーク系技術への移行に継続して取り組んだ結果、売上高は199百万円（前年同期比3.3％減）となりました。

 

(2）財政状態の状況

当第２四半期会計期間末における資産合計は、前事業年度末に比べ28百万円増加し、8,551百万円となりました。

流動資産は374百万円減少し、6,432百万円となりました。主な要因は、現金及び預金73百万円の増加があったもの

の、有価証券401百万円の減少や売掛金53百万円の減少があったことによるものであります。固定資産は403百万円増

加し、2,119百万円となりました。主な要因は、投資有価証券398百万円の増加によるものであります。

当第２四半期会計期間末における負債合計は、前事業年度末に比べ39百万円減少し、1,793百万円となりました。

流動負債は32百万円減少し、1,683百万円となりました。主な要因は、賞与引当金18百万円の増加があったもの

の、未払法人税等27百万円の減少や未払金８百万円の減少、その他に含まれる未払消費税等11百万円の減少があった

ことによるものであります。固定負債は前事業年度末に比べ６百万円減少し、109百万円となりました。主な要因

は、役員退職慰労引当金３百万円の減少や繰延税金負債２百万円の減少によるものであります。

当第２四半期会計期間末における純資産合計は、前事業年度末に比べ67百万円増加し、6,758百万円となりまし

た。主な要因は、配当金116百万円の支払いによる減少があったものの、四半期純利益184百万円の計上による増加が

あったことによるものであります。
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(3）キャッシュ・フローの状況

当第２四半期累計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ226百万円減少し、3,024百万円とな

りました。なお、各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は202百万円（前年同期は171百万円の使用）となりました。これは主に、税引前四半

期純利益272百万円、売上債権の減少53百万円、法人税等の支払額120百万円によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は311百万円（前年同期は13百万円の獲得）となりました。これは主に、投資有価証

券の取得による支出400百万円、有価証券の償還による収入100百万円によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は118百万円（前年同期は118百万円の使用）となりました。これは主に、配当金の支

払額116百万円によるものであります。

 

(4）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期累計期間において当社が対処すべき課題について重要な変更及び新たに生じた事項はありません。

 

(5）研究開発活動

該当事項はありません。

 

(6）経営成績に重要な影響を与える要因及び中長期的な会社の経営戦略

前事業年度における有価証券報告書の「第２ 事業の状況」の「４ 事業等のリスク」及び「７ 財政状態、経営成

績及びキャッシュ・フローの状況の分析（4）中長期的な会社の経営戦略」に記載の内容から変更はありません。

 

(7）経営者の問題認識と今後の方針について

当社の経営陣は、現状の事業分析及び入手可能な情報に基づき、最善の経営方針を立案し経営に当たるよう努めて

おります。経営者の問題認識と今後の方針につきましては、前事業年度における有価証券報告書に記載の事項から重

要な変更はありませんが、引き続き市場動向の変化や顧客ニーズの迅速な把握と対応に取り組むとともに業務の効率

化を推し進めてまいります。
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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 20,729,000

計 20,729,000

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数（株）
（平成28年９月30日）

提出日現在
発行数（株）

（平成28年11月11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 8,264,850 8,264,850
東京証券取引所

（市場第二部）

単元株式数

1,000株

計 8,264,850 8,264,850 － －

 

（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９月30日 － 8,264,850 － 733,360 － 623,845
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（6）【大株主の状況】
  平成28年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合（％）

旭情報サービス社員持株会 東京都千代田区丸の内１丁目７番12号 1,029 12.45

大槻　幸子 横浜市青葉区 420 5.09

三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目４番１号 374 4.53

小野　一夫 京都市伏見区 174 2.11

大槻　武史 東京都目黒区 159 1.93

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１丁目６番６号 157 1.90

平野　民藏 神奈川県横須賀市 150 1.81

大槻　剛康 大阪府吹田市 140 1.71

大槻　幸史 北海道苫小牧市 136 1.65

大槻　広子 横浜市青葉区 97 1.18

計 － 2,839 34.35

（注）　上記のほか、当社所有の自己株式が485千株（5.88％）あります。

 

（7）【議決権の状況】
①【発行済株式】

平成28年９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） 普通株式   485,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 7,669,000 7,669 －

単元未満株式 普通株式   110,850 － －

発行済株式総数 8,264,850 － －

総株主の議決権 － 7,669 －

 

②【自己株式等】

平成28年９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（％）

旭情報サービス株式会社
東京都千代田区丸の内

１丁目７番12号
485,000 － 485,000 5.87

計 － 485,000 － 485,000 5.87

 

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、「四半期財務諸表等の用語、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。

 

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２四半期会計期間（平成28年７月１日から平成28

年９月30日まで）及び第２四半期累計期間（平成28年４月１日から平成28年９月30日まで）に係る四半期財務諸表に

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。

 

３．四半期連結財務諸表について
　当社は子会社がありませんので、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28年３月31日)
当第２四半期会計期間
(平成28年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,951,128 4,024,216

売掛金 1,713,960 1,660,091

有価証券 702,845 300,996

仕掛品 11,065 12,278

前払費用 173,381 180,212

繰延税金資産 248,514 248,608

その他 6,349 6,222

流動資産合計 6,807,245 6,432,626

固定資産   

有形固定資産 50,294 46,753

無形固定資産 13,941 11,860

投資その他の資産   

投資有価証券 314,238 712,840

敷金及び保証金 ※ 201,758 ※ 199,788

保険積立金 817,338 829,666

前払年金費用 225,867 239,853

その他 92,695 78,431

投資その他の資産合計 1,651,897 2,060,580

固定資産合計 1,716,134 2,119,194

資産合計 8,523,379 8,551,820
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  （単位：千円）

 
前事業年度

(平成28年３月31日)
当第２四半期会計期間
(平成28年９月30日)

負債の部   

流動負債   

短期借入金 230,000 230,000

未払金 96,938 88,754

未払費用 416,793 419,277

未払法人税等 130,010 102,343

賞与引当金 673,000 691,075

その他 169,952 152,347

流動負債合計 1,716,695 1,683,798

固定負債   

リース債務 3,150 2,491

繰延税金負債 39,296 36,881

役員退職慰労引当金 73,320 70,260

固定負債合計 115,766 109,633

負債合計 1,832,461 1,793,431

純資産の部   

株主資本   

資本金 733,360 733,360

資本剰余金 624,519 624,519

利益剰余金 5,751,888 5,791,239

自己株式 △363,915 △364,904

株主資本合計 6,745,852 6,784,214

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 24,831 23,343

土地再評価差額金 △79,767 △49,169

評価・換算差額等合計 △54,935 △25,825

純資産合計 6,690,917 6,758,388

負債純資産合計 8,523,379 8,551,820
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(2)【四半期損益計算書】
【第２四半期累計期間】

  （単位：千円）

 
前第２四半期累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年９月30日)

売上高 4,779,868 5,005,865

売上原価 3,831,836 4,001,422

売上総利益 948,032 1,004,443

販売費及び一般管理費 ※ 707,936 ※ 726,150

営業利益 240,095 278,292

営業外収益   

受取利息 4,508 2,894

受取配当金 2,405 2,206

賃貸不動産収入 4,016 2,441

助成金収入 1,109 1,333

雑収入 1,012 774

営業外収益合計 13,052 9,649

営業外費用   

支払利息 1,688 1,519

賃貸不動産費用 3,572 2,575

営業外費用合計 5,260 4,095

経常利益 247,887 283,846

特別利益   

保険解約返戻金 5,403 －

特別利益合計 5,403 －

特別損失   

減損損失 － 11,567

特別損失合計 － 11,567

税引前四半期純利益 253,290 272,279

法人税等 86,634 88,094

四半期純利益 166,656 184,185
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
  （単位：千円）

 
前第２四半期累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 253,290 272,279

減価償却費 7,570 5,622

長期前払費用償却額 2,126 2,434

減損損失 － 11,567

貸倒引当金の増減額（△は減少） 214 106

賞与引当金の増減額（△は減少） 14,660 18,075

前払年金費用の増減額（△は増加） △32,718 △13,985

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △32,060 △3,060

受取利息及び受取配当金 △6,913 △5,100

支払利息 1,688 1,519

賃貸不動産収入 △4,016 △2,441

賃貸不動産費用 3,572 2,575

保険解約返戻金 △5,403 －

売上債権の増減額（△は増加） 52,979 53,868

前払費用の増減額（△は増加） △133,482 △6,830

その他の資産の増減額（△は増加） 1,810 △672

未払費用の増減額（△は減少） 14,488 2,483

未払消費税等の増減額（△は減少） △203,494 △11,632

その他の負債の増減額（△は減少） △5,849 △8,943

その他 △350 △125

小計 △71,889 317,740

利息及び配当金の受取額 8,174 6,867

利息の支払額 △1,689 △1,454

法人税等の支払額 △105,821 △120,499

営業活動によるキャッシュ・フロー △171,226 202,653

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △549 －

無形固定資産の取得による支出 △1,440 －

投資有価証券の取得による支出 － △400,000

有価証券の償還による収入 110,000 100,000

保険積立金の積立による支出 △181,482 △12,328

保険積立金の払戻による収入 86,645 －

賃貸不動産の賃貸による収入 4,156 2,206

賃貸不動産の管理による支出 △2,113 △1,372

敷金及び保証金の差入による支出 △2,191 △1,558

敷金及び保証金の回収による収入 569 1,232

その他 △427 718

投資活動によるキャッシュ・フロー 13,166 △311,102

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の増減額（△は増加） △1,526 △988

配当金の支払額 △116,266 △116,814

リース債務の返済による支出 △658 △658

財務活動によるキャッシュ・フロー △118,452 △118,462

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △276,511 △226,911

現金及び現金同等物の期首残高 3,251,416 3,251,128

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 2,974,904 ※ 3,024,216
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【注記事項】
（会計方針の変更）

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日。以下「回収

可能性適用指針」という。）を第１四半期会計期間から適用し、繰延税金資産の回収可能性に関する会計処理の方法

の一部を見直しております。

　回収可能性適用指針の適用については、回収可能性適用指針第49項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、第

１四半期会計期間の期首時点において回収可能性適用指針第49項(3)①から③に該当する定めを適用した場合の繰延

税金資産及び繰延税金負債の額と、前事業年度末の繰延税金資産及び繰延税金負債の額との差額を、第１四半期会計

期間の期首の利益剰余金に加算しております。

　この結果、第１四半期会計期間の期首において、繰延税金負債（固定負債）が２百万円減少し、利益剰余金が同額

増加しております。

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

　法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報

告第32号　平成28年６月17日）を第１四半期会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得する建物附属設備及び

構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

　この変更による当第２四半期累計期間の四半期財務諸表に与える影響はありません。

（四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

　税金費用については、当第２四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効

税率を合理的に見積もり、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。ただし、当該見積実

効税率を用いて税金を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用しております。

 

（四半期貸借対照表関係）

※　資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

 
前事業年度

（平成28年３月31日）
当第２四半期会計期間
（平成28年９月30日）

投資その他の資産   

敷金及び保証金 7,500千円 6,300千円

 

（四半期損益計算書関係）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
　前第２四半期累計期間
（自　平成27年４月１日

　　至　平成27年９月30日）

　当第２四半期累計期間
（自　平成28年４月１日

　　至　平成28年９月30日）

給与 246,066千円 251,439千円

賞与引当金繰入額 69,573 73,578

役員退職慰労引当金繰入額 9,050 4,780

退職給付費用 3,170 5,039

家賃 131,300 130,957

減価償却費 7,248 5,396

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであ

ります。

 
前第２四半期累計期間

（自　平成27年４月１日
至　平成27年９月30日）

当第２四半期累計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年９月30日）

現金及び預金勘定 2,974,904千円 4,024,216千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 － △1,000,000

現金及び現金同等物 2,974,904 3,024,216
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（株主資本等関係）

前第２四半期累計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年９月30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６月24日

定時株主総会
普通株式 116,749 15.00 平成27年３月31日 平成27年６月25日 利益剰余金

 

２．基準日が当第２四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２四半期会計期間の末日後となる

もの

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10月29日

取締役会
普通株式 116,725 15.00 平成27年９月30日 平成27年11月27日 利益剰余金

 

当第２四半期累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年９月30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28年６月23日

定時株主総会
普通株式 116,702 15.00 平成28年３月31日 平成28年６月24日 利益剰余金

 

２．基準日が当第２四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２四半期会計期間の末日後となる

もの

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28年10月28日

取締役会
普通株式 116,685 15.00 平成28年９月30日 平成28年11月25日 利益剰余金

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第２四半期累計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年９月30日）及び当第２四半期累計期間（自　平成28年４

月１日　至　平成28年９月30日）

　当社の事業は、情報サービス事業ならびにこれらの附帯業務の単一事業であります。したがいまして、開示対象と

なるセグメントはありませんので、記載を省略しております。

 

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第２四半期累計期間

（自　平成27年４月１日
至　平成27年９月30日）

当第２四半期累計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年９月30日）

１株当たり四半期純利益 21円41銭 23円67銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益（千円） 166,656 184,185

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（千円） 166,656 184,185

普通株式の期中平均株式数（千株） 7,782 7,779

（注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、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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（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

２【その他】

　平成28年10月28日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

(1）配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　116,685千円

(2）１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　15円00銭

(3）支払請求の効力発生日及び支払開始日　　　平成28年11月25日

（注）　平成28年９月30日現在の株主名簿に記載または記録された株主に対し、支払をおこないます。
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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11月11日

旭情報サービス株式会社

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 玉　　井　　哲　　史　　㊞

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 植　　村　　文　　雄　　㊞

 

　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」に掲げられている旭情報サービス

株式会社の平成28年４月１日から平成29年３月31日までの第55期事業年度の第２四半期会計期間(平成28年７月１日から

平成28年９月30日まで)及び第２四半期累計期間(平成28年４月１日から平成28年９月30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、四半期キャッシュ・フロー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、旭情報サービス株式会社の平成28年９月30日現在の財政状態並びに同日をもっ

て終了する第２四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況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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