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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25期

第１四半期
連結累計期間

第26期
第１四半期
連結累計期間

第25期

会計期間
自　平成28年４月１日

至　平成28年６月30日

自　平成29年４月１日

至　平成29年６月30日

自　平成28年４月１日

至　平成29年３月31日

売上高 （百万円） 89,440 89,724 408,487

経常利益 （百万円） 1,878 2,769 16,478

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

（百万円） 858 1,519 9,410

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 787 2,069 9,782

純資産額 （百万円） 82,933 92,619 93,632

総資産額 （百万円） 235,808 244,683 263,540

１株当たり
四半期(当期)純利益金額

（円） 17.07 30.04 186.32

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 （％） 34.9 36.9 34.7
 

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しているため、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。

 

２ 【事業の内容】

当第１四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

容について、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１四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。

　なお、重要事象等は存在しておりません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四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】

当第１四半期連結累計期間の財政状態及び経営成績の分析は、以下のとおりであります。なお、文中における将来

に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

 

(1)　経営成績の分析

当第１四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、政府や日銀による金融政策等を背景に、企業収益の向上や

雇用情勢が改善し、緩やかな回復基調で推移致しました。一方で、海外における政治動向や、中東・アジアにおけ

る地政学的なリスクの高まりもあり、依然として先行き不透明な状況が続いております。

当社グループの属する医療業界におきましては、医療・介護のダブル改定を来年に控えると共に、地域医療構想

による医療機関の将来像構築の観点から、中長期的視点での投資や変革が求められております。

このような経済状況の下、当社グループにおきましては、トータルパックプロデュース事業において大型のプロ

ジェクト案件が下期に偏重していることから低調に推移した一方、ライフケア事業や調剤薬局事業における業績の

積み上がりが順調であったこと等により増収増益で推移いたしました。

以上の結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は89,724百万円（前年同四半期連結累計期間比0.3％

増）、営業利益は2,532百万円（前年同四半期連結累計期間比45.5％増）、経常利益は2,769百万円（前年同四半期

連結累計期間比47.5％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は1,519百万円（前年同四半期連結累計期間比

77.0％増）となりました。
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セグメントごとの業績を示しますと次のとおりであります。

①トータルパックプロデュース事業

トータルパックプロデュース事業におきましては、病院完成案件が全体的に下期に偏重していることから、

第１四半期における大型のプロジェクト案件は低調に推移いたしました。一方、介護系メーカー製品の販売が

順調に推移いたしました。

この結果、売上高は13,394百万円（前年同四半期連結累計期間比11.7％減）、セグメント利益（営業利益）

は1,016百万円（前年同四半期連結累計期間比6.0％増）となりました。

②メディカルサプライ事業

メディカルサプライ事業におきましては、前期に計上のあった小西共和ホールディング株式会社との経営統

合に伴うアドバイザリー費用の影響が無くなるとともに、昨年受託が集中したＳＰＤ施設が順調に稼働するよ

うになったこと等により増益となりました。

この結果、売上高は63,335百万円（前年同四半期連結累計期間比0.8％増）、セグメント利益（営業利益）は

684百万円（前年同四半期連結累計期間比134.0％増）となりました。

③ライフケア事業

ライフケア事業におきましては、入居が計画通り積み上がるとともに、赤字施設の運営改善等により収益が

改善いたしました。

この結果、売上高は5,515百万円（前年同四半期連結累計期間比6.3％増）、セグメント利益（営業利益）は

181百万円（前年同四半期連結累計期間比40.7％増）となりました。

④調剤薬局事業

調剤薬局事業におきましては、Ｍ＆Ａや新規出店が奏功し、業績は順調に推移いたしました。

この結果、売上高は6,283百万円（前年同四半期連結累計期間比7.6％増）、セグメント利益（営業利益）は

615百万円（前年同四半期連結累計期間比45.1％増）となりました。

⑤その他

その他におきましては、動物病院の運営及び理化学機器の販売が概ね計画通り進捗いたしました。また昨年

グループ入りした警備系会社の業績が期初より寄与いたしました。

この結果、売上高は1,195百万円（前年同四半期連結累計期間比194.1％増）、セグメント利益（営業利益）

は76百万円（前年同四半期連結累計期間比201.5％増）となりました。
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(2)　財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末の資産は244,683百万円となり、前連結会計年度末と比べて18,856百万円減少いたし

ました。その主な要因は、建設仮勘定が3,264百万円、電子記録債権が1,617百万円、商品及び製品が1,333百万円増

加した一方、受取手形及び売掛金が27,793百万円減少したこと等によるものであります。

負債は152,064百万円となり、前連結会計年度末と比べて17,843百万円減少いたしました。その主な要因は、電子

記録債務が2,384百万円、長期借入金が1,919百万円増加した一方、支払手形及び買掛金が21,858百万円、未払法人

税等が2,984百万円減少したこと等によるものであります。

純資産は92,619百万円となり、前連結会計年度末と比べて1,012百万円減少いたしました。その主な要因は、親会

社株主に帰属する四半期純利益により利益剰余金が1,519百万円、その他有価証券評価差額金が538百万円増加した

一方、配当金の支払により利益剰余金が3,035百万円減少したこと等によるものであります。

以上の結果、当第１四半期連結会計期間末の自己資本比率は36.9％（前連結会計年度末比2.2ポイント増）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１四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新た

に生じた課題はありません。

 

(4)　研究開発活動

当第１四半期連結累計期間の研究開発費の総額は78百万円であります。

なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動に重要な変更はありません。
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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 64,000,000

計 64,000,000
 

　

② 【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成29年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成29年８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 50,834,700 50,834,700
東京証券取引所
（市場第一部）

単元株式数は
100株であります。

計 50,834,700 50,834,700 － －
 

（注）完全議決権株式であり、権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式であります。

 

(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
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成29年４月１日～
　平成29年６月30日

－ 50,834,700 － 15,553 － 19,839
 

 

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四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１四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ず、記載することが

できませんので、直前の基準日である平成29年３月31日の株主名簿により記載しております。

 

① 【発行済株式】

平成29年３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）
（自己保有株式）  

－ －
普通株式 235,500

完全議決権株式（その他） 普通株式 50,594,100 505,941 －

単元未満株式 普通株式 5,100 － －

発行済株式総数  50,834,700 － －

総株主の議決権  － 505,941 －
 

 

② 【自己株式等】

平成29年３月31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）      

シップヘルスケア

ホールディングス株式会社
大阪府吹田市春日３－20－８ 235,500 － 235,500 0.46

計 － 235,500 － 235,500 0.46
 

 

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
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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１四半期連結会計期間（平成29年４月１日から平成

29年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年６月30日まで）に係る四半期連結

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。
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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：百万円)

          
前連結会計年度

(平成29年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成29年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 49,444 48,803

  受取手形及び売掛金 95,657 67,863

  電子記録債権 1,920 3,538

  リース投資資産 4,057 4,013

  商品及び製品 11,669 13,003

  仕掛品 1,328 1,971

  原材料及び貯蔵品 840 959

  その他 9,590 10,959

  貸倒引当金 △78 △79

  流動資産合計 174,430 151,033

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 14,972 14,901

   土地 15,222 15,416

   建設仮勘定 5,716 8,980

   賃貸不動産（純額） 14,186 14,104

   その他（純額） 3,385 3,347

   有形固定資産合計 53,483 56,752

  無形固定資産   

   のれん ※１  10,912 ※１  11,516

   その他 1,296 1,237

   無形固定資産合計 12,208 12,753

  投資その他の資産   

   長期貸付金 10,172 10,127

   その他 15,793 16,575

   貸倒引当金 △2,563 △2,568

   投資その他の資産合計 23,402 24,135

  固定資産合計 89,093 93,641

 繰延資産   

  株式交付費 16 8

  繰延資産合計 16 8

 資産合計 263,540 244,683
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成29年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成29年６月30日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 86,307 64,448

  電子記録債務 16,192 18,577

  短期借入金 2,020 1,320

  未払法人税等 4,120 1,136

  賞与引当金 1,905 2,602

  その他 15,831 18,081

  流動負債合計 126,377 106,165

 固定負債   

  長期借入金 36,146 38,066

  退職給付に係る負債 2,548 2,618

  資産除去債務 362 367

  その他 4,472 4,846

  固定負債合計 43,530 45,898

 負債合計 169,908 152,064

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 15,553 15,553

  資本剰余金 23,716 23,716

  利益剰余金 51,059 49,543

  自己株式 △448 △448

  株主資本合計 89,881 88,365

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 1,459 1,998

  為替換算調整勘定 47 30

  退職給付に係る調整累計額 △3 △1

  その他の包括利益累計額合計 1,503 2,027

 非支配株主持分 2,247 2,227

 純資産合計 93,632 92,619

負債純資産合計 263,540 244,683
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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１四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

売上高 89,440 89,724

売上原価 80,246 79,959

売上総利益 9,194 9,764

販売費及び一般管理費 7,453 7,232

営業利益 1,740 2,532

営業外収益   

 受取利息 81 82

 受取配当金 69 82

 負ののれん償却額 60 58

 持分法による投資利益 12 14

 貸倒引当金戻入額 25 7

 その他 132 94

 営業外収益合計 381 338

営業外費用   

 支払利息 81 61

 為替差損 90 12

 その他 72 27

 営業外費用合計 244 101

経常利益 1,878 2,769

特別利益   

 固定資産売却益 0 1

 投資有価証券売却益 88 －

 その他 0 0

 特別利益合計 88 1

特別損失   

 固定資産売却損 － 3

 固定資産除却損 7 3

 投資有価証券評価損 28 11

 その他 8 4

 特別損失合計 44 22

税金等調整前四半期純利益 1,921 2,748

法人税、住民税及び事業税 1,296 1,174

法人税等調整額 △269 24

法人税等合計 1,026 1,198

四半期純利益 895 1,550

非支配株主に帰属する四半期純利益 36 30

親会社株主に帰属する四半期純利益 858 1,519
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

四半期純利益 895 1,550

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △49 538

 為替換算調整勘定 △59 △20

 退職給付に係る調整額 1 1

 その他の包括利益合計 △107 519

四半期包括利益 787 2,069

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 750 2,043

 非支配株主に係る四半期包括利益 36 25
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【注記事項】

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

当第１四半期連結累計期間

(自 平成29年４月１日 至 平成29年６月30日)

（連結の範囲の重要な変更）

当第１四半期連結会計期間において、新たに株式を取得したことにより、ユーロメディテック㈱及び㈲花

梨薬局を連結の範囲に含めております。
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(四半期連結貸借対照表関係)

※１ のれん及び負ののれんの表示

のれん及び負ののれんは、相殺表示しております。相殺前の金額は次のとおりであります。

 

 
前連結会計年度

(平成29年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成29年６月30日)

のれん 11,493百万円 12,039百万円

負ののれん 581百万円 522百万円

差引額 10,912百万円 11,516百万円
 

 

２ 保証債務

連結会社以外の会社の借入及び仕入債務に対し、次のとおり債務保証を行っております。

 
前連結会計年度

(平成29年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成29年６月30日)

日本メディカルアライアンス㈱ 6,870百万円 6,144百万円
 

 

３ 当座貸越契約について

当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約を締結しておりま

す。当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

 

 
前連結会計年度

(平成29年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成29年６月30日)

当座貸越極度額の総額 31,940百万円 35,240百万円

借入実行残高 2,020百万円 1,320百万円

差引額 29,920百万円 33,920百万円
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四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１四半期連

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。）、のれんの償却額及び負ののれんの

償却額は、次のとおりであります。

 

 
前第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
 至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
 至 平成29年６月30日)

減価償却費 608百万円 600百万円

のれんの償却額 511百万円 431百万円

負ののれんの償却額 △60百万円 △58百万円
 

 

 

(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間（自 平成28年４月１日 至 平成28年６月30日）

１  配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

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29日
定時株主総会

普通株式 2,717 55 平成28年３月31日 平成28年６月30日 利益剰余金
 

 

２  基準日が当第１四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１四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１四半期連結累計期間（自 平成29年４月１日 至 平成29年６月30日）

１  配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年６月29日
定時株主総会

普通株式 3,035 60 平成29年３月31日 平成29年６月30日 利益剰余金
 

 

２  基準日が当第１四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１四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１四半期連結累計期間（自 平成28年４月１日 至 平成28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

（単位：百万円）

 

報告セグメント

その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期
連結損益
計算書
計上額
(注)３

トータル

パック

プロデュース

事業

メディカル

サプライ

事業

ライフケア

事業

調剤薬局

事業
計

売上高      
 

   

(1) 外部顧客に

対する売上高
15,172 62,834 5,187 5,838 89,034 406 89,440 － 89,440

(2) セグメント間の

内部売上高

又は振替高

705 611 3 458 1,778 5 1,784 △1,784 －

計 15,878 63,446 5,190 6,297 90,812 412 91,224 △1,784 89,440

セグメント利益 958 292 129 423 1,804 25 1,829 △88 1,740

 

(注)１　「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、動物病院事業、理化学機器販売事

業等を含んでおります。

２　セグメント利益の調整額△88百万円には、セグメント間取引消去△7百万円、各報告セグメントに配分してい

ない全社費用△82百万円等が含まれております。全社費用は、主に親会社本社の営業費用及び報告セグメント

に帰属しない販売費及び一般管理費であります。

３　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資産に関する情報

当第１四半期連結累計期間において、小西共和ホールディング㈱株式を取得し、連結の範囲に加えております。

当該事象により「メディカルサプライ事業」セグメントにおいて、前連結会計年度の末日に比べ資産が42,607百

万円増加しております。

 

３ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれんに関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

該当事項はありません。

 

（のれんの金額の重要な変動）

当第１四半期連結累計期間において、小西共和ホールディング㈱株式を取得し、連結の範囲に加えております。

当該事象による「メディカルサプライ事業」セグメントにおけるのれんの増加額は、当第１四半期連結累計期間

においては1,066百万円であります。

 

（重要な負ののれん発生益）

該当事項はありません。
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Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自 平成29年４月１日 至 平成29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

（単位：百万円）

 

報告セグメント

その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期
連結損益
計算書
計上額
(注)３

トータル

パック

プロデュース

事業

メディカル

サプライ

事業

ライフケア

事業

調剤薬局

事業
計

売上高      
 

   

(1) 外部顧客に

対する売上高
13,394 63,335 5,515 6,283 88,528 1,195 89,724 － 89,724

(2) セグメント間の

内部売上高

又は振替高

371 285 45 604 1,307 20 1,328 △1,328 －

計 13,765 63,621 5,560 6,888 89,835 1,216 91,052 △1,328 89,724

セグメント利益 1,016 684 181 615 2,497 76 2,573 △41 2,532

 

(注)１　「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、動物病院事業、理化学機器販売事

業、セキュリティ事業等を含んでおります。

２　セグメント利益の調整額△41百万円には、セグメント間取引消去△2百万円、各報告セグメントに配分してい

ない全社費用△42百万円等が含まれております。全社費用は、主に親会社本社の営業費用及び報告セグメント

に帰属しない販売費及び一般管理費であります。

３　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に関する情報

当第１四半期連結累計期間において、固定資産に係る重要な減損損失の認識、のれんの金額の重要な変動及び重要

な負ののれん発生益の認識はありません。
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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

前第１四半期連結累計期間

(自 平成28年４月１日

 至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自 平成29年４月１日

 至 平成29年６月30日)

１株当たり四半期純利益金額 17円07銭 30円04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（百万円） 858 1,519

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

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（百万円）

858 1,519

普通株式の期中平均株式数（株） 50,300,632 50,599,132
 

（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。

 

 

２ 【その他】

該当事項はありません。
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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29年８月10日

シップヘルスケアホールディングス株式会社

取締役会　御中

 

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　　北　　山　　久　　恵　　印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　俣　　野　　広　　行　　印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　花　　谷　　徳　　雄　　印

 

 

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」に掲げられているシップヘルスケ

アホールディングス株式会社の平成29年４月１日から平成30年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間

（平成29年４月１日から平成29年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年６月30

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、シップヘルスケアホールディングス株式会社及び連結子会社の平

成29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１四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おりません。
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