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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35期

第１四半期連結
累計期間

第36期
第１四半期連結

累計期間
第35期

会計期間

自2021年
　４月１日
至2021年
　６月30日

自2022年
　４月１日
至2022年
　６月30日

自2021年
　４月１日
至2022年
　３月31日

売上高 （千円） 3,804,623 4,131,491 18,383,106

経常利益又は経常損失（△） （千円） △69,318 △125,698 213,938

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純損失（△）
（千円） △85,403 △150,971 △293,303

四半期包括利益又は包括利益 （千円） △83,508 △133,166 △284,699

純資産額 （千円） 5,646,831 5,270,560 5,445,548

総資産額 （千円） 6,960,933 7,055,398 7,626,432

１株当たり四半期（当期）純損失

（△）
（円） △4.13 △7.30 △14.19

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 （％） 78.7 72.1 69.2

　（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　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、潜在株式は存在するものの１株当たり四

半期（当期）純損失である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）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についても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１四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。

２【経営者による財政状態、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、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

 

（１）財政状態及び経営成績の状況

当第１四半期連結累計期間（2022年４月１日から2022年６月30日）におけるわが国の経済は、新型コロナウイル

ス感染症への感染対策を踏まえた経済社会活動の正常化が進む中での景気の持ち直しの動きはみられるものの、ウ

クライナ情勢等の影響による原材料価格の上昇や供給面での制約及び金融資本市場の変動等による下振れリスクに

は、依然注意する必要があります。

当社グループが属する自動車業界におきましては、新車登録台数（軽自動車含む）は、72万台（乗用のみ、貨

物・バス等除く）となり、前年同期比14.4％減少となりました。中古車登録台数（軽自動車含む）は、128万台

（乗用のみ、貨物・バス等除く）となり、前年同期比6.6％の減少となりました（出典：一般社団法人日本自動車

販売協会連合会、一般社団法人全国軽自動車協会連合会）。

このような環境の中で当社グループは、カーチスの既存事業である「自動車流通事業」においては、『顧客

ファースト』のスローガンのもとに、お客様と直接取引する「買取直販」を積極的に推進しております。インター

ネット媒体への掲載取組強化や価格の見直し等による展示車両の充実を図るとともに、保証やメンテナンスパッ

ケージなど多様化するお客様のニーズに対応するサービスを強化し、付帯収益の向上に努めております。また、車

検や保険などのアフターサービスの拡充により、お客様との継続的な取引の拡大を図っており、前年同期比で

8.6％の増収となっております。また、長期在庫等の処分及び良質車両の仕入による仕入価格の上昇等による売上

原価の増加により利益率が一時的に低下しているものの、業績向上に向けた各営業拠点の販売強化及び車両粗利の

改善や、付帯商品・整備等サービスメニューの一層の充実を図っていることから、当第２四半期以降の収益改善を

見込んでおります。

商用車関連におきましては、トラックなどの展示を各店舗に広げていくとともに、カーチス倶楽部会員や法人顧

客を対象とした販売会を開催するなど、新たな顧客層との取引を拡大しております。

海外関連におきましては、国内中古車輸出企業との業務提携を強化することにより、輸出販路の拡大を進めてお

り、海外向けの車両販売は前年同期65百万円から615百万円に増収となっております。中国に設立しました合弁会

社である青島新馳汽車有限公司につきましては、新型コロナウイルス感染症の回復後の業績拡大に向けた体制整備

を進めております。

「カーチスファンドを活用したリースバック関連事業」においては、金融機関との提携、大手物流業者との連携

等を図っております。また、カーチス倶楽部会員を通じた運送事業者等への事業の認知度向上も進んでいることか

ら、現在、顧客開拓も順調に進んでおり、第２四半期以降の収益計上を見込んでおります。

販売費及び一般管理費につきましては、引き続き各科目の見直しによる経費削減を行っておりますが、新規事業

や海外輸出関連に伴う事業構造の転換による売上拡大を図っており、人員採用などの戦略的投資により一過性の減

益となっているものの、年度内には改善する見込みであり、2023年３月期の連結業績予想においては、期初の見込

み通りの進捗状況となっております。

以上の結果、売上高は4,131百万円（前年同期比8.6％増）となり、営業損失162百万円（前年同期は営業損失72

百万円）、経常損失125百万円（前年同期は経常損失69百万円）となりました。

 

当社グループのセグメント別の業績は、次のとおりであります。

 

[自動車流通事業]

自動車流通事業の売上高は4,131百万円（前年同期比8.6％増）、セグメント損失は161百万円（前年同期はセグ

メント損失72百万円）となりました。

 

[リースバック関連事業]

リースバック関連事業の売上高は発生無く、セグメント損失は1百万円（前年同期は同事業は無し）となりまし

た。

 

EDINET提出書類

株式会社カーチスホールディングス(E02895)

四半期報告書

 3/19



 

（２）財政状態の状況

　当第１四半期連結会計期間末における総資産は7,055百万円となり、前連結会計年度末と比べ、571百万円減少い

たしました。主な要因といたしましては、現金及び預金の増加547百万円、売掛金の減少794百万円、商品の減少

401百万円などによるものであります。

　負債合計は1,784百万円となり、前連結会計年度末と比べ、396百万円減少いたしました。主な要因といたしまし

ては、買掛金の減少533百万円、契約負債の増加50百万円などによるものであります。

　純資産は5,270百万円となり、前連結会計年度末と比べ、174百万円減少いたしました。主な要因といたしまして

は、利益剰余金の減少192百万円などによるものであります。この結果、自己資本比率は72.1％（前連結会計年度

は69.2％）となりました。

 

（３）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重

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。

 

３【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。
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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 50,000,000

計 50,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数（株）
(2022年６月30日)

提出日現在発行数
（株）

(2022年８月12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 24,087,009 24,087,009
東京証券取引所

スタンダード市場

完全議決権株式であり、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 24,087,009 24,087,009 － －

 

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【その他の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）【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）

2022年４月１日～

2022年６月30日
－ 24,087,009 － 2,816,034 － 846,636

 

（５）【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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（６）【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（2022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】

    2022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）
（自己保有株式）

－ －
普通株式 3,416,800

完全議決権株式（その他） 普通株式 20,496,700 204,967 －

単元未満株式 普通株式 173,509 － －

発行済株式総数  24,087,009 － －

総株主の議決権  － 204,967 －

（注）　単元未満株式には、当社所有の自己株式91株が含まれております。

 

②【自己株式等】

    2022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（％）

株式会社カーチス

ホールディングス

東京都千代田区紀尾

井町４番１号

新紀尾井町ビル２Ｆ

3,416,800 － 3,416,800 14.19

計 － 3,416,800 － 3,416,800 14.19

　（注）「自己名義所有株式数（株）」及び「所有株式数の合計（株）」に含まれない単元未満株式が91株ありま

す。

 

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１四半期連結会計期間（2022年４月１日から2022

年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（2022年４月１日から2022年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表について、監査法人東海会計社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
(2022年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,196,613 2,743,775

売掛金 1,521,039 726,260

商品 2,163,667 1,762,370

貯蔵品 502 564

その他 273,890 321,239

貸倒引当金 △541 △541

流動資産合計 6,155,172 5,553,669

固定資産   

有形固定資産 992,638 978,167

無形固定資産 68,559 110,891

投資その他の資産   

投資有価証券 58,898 61,478

差入敷金保証金 345,135 345,152

破産更生債権等 1,379 1,349

その他 16,004 16,004

貸倒引当金 △11,354 △11,314

投資その他の資産合計 410,063 412,670

固定資産合計 1,471,260 1,501,728

資産合計 7,626,432 7,055,398
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

負債の部   

流動負債   

買掛金 721,252 188,025

短期借入金 560,000 560,000

未払金 213,701 235,811

未払法人税等 22,905 10,430

契約負債 226,958 277,583

その他 147,357 232,986

流動負債合計 1,892,174 1,504,838

固定負債   

預り保証金 10,875 8,275

リース債務 95,776 89,296

繰延税金負債 10,061 9,700

資産除去債務 169,529 169,874

その他 2,466 2,852

固定負債合計 288,709 279,998

負債合計 2,180,884 1,784,837

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,816,034 2,816,034

資本剰余金 846,636 846,636

利益剰余金 2,694,904 2,502,140

自己株式 △1,089,734 △1,089,763

株主資本合計 5,267,840 5,075,048

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定 5,893 8,466

その他の包括利益累計額合計 5,893 8,466

新株予約権 2,710 2,710

非支配株主持分 169,103 184,335

純資産合計 5,445,548 5,270,560

負債純資産合計 7,626,432 7,055,398

 

EDINET提出書類

株式会社カーチスホールディングス(E02895)

四半期報告書

 9/19



（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：千円）

 
前第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日
　至　2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日
　至　2022年６月30日)

売上高 3,804,623 4,131,491

売上原価 3,063,146 3,519,477

売上総利益 741,477 612,014

販売費及び一般管理費 813,690 774,295

営業損失（△） △72,213 △162,281

営業外収益   

受取利息 448 260

受取配当金 1,128 1,203

受取保証料 575 281

金利スワップ評価益 74 －

為替差益 － 30,806

持分法による投資利益 － 7

雑収入 3,798 5,041

営業外収益合計 6,024 37,600

営業外費用   

支払利息 284 602

支払保証料 1,788 308

為替差損 33 －

持分法による投資損失 86 －

雑損失 936 107

営業外費用合計 3,129 1,017

経常損失（△） △69,318 △125,698

特別損失   

固定資産除却損 0 －

特別損失合計 0 －

税金等調整前四半期純損失（△） △69,318 △125,698

法人税、住民税及び事業税 10,779 10,402

法人税等調整額 3,410 △361

法人税等合計 14,189 10,041

四半期純損失（△） △83,508 △135,739

非支配株主に帰属する四半期純利益 1,894 15,232

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △85,403 △150,971
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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：千円）

 
前第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日
　至　2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日
　至　2022年６月30日)

四半期純損失（△） △83,508 △135,739

その他の包括利益   

為替換算調整勘定 － 2,572

その他の包括利益合計 － 2,572

四半期包括利益 △83,508 △133,166

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △85,403 △148,398

非支配株主に係る四半期包括利益 1,894 15,232
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【注記事項】

（会計方針の変更）

　　　　（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）

　　　　「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年６月17日。以下「時価算

　　　　定会計基準適用指針」という。）を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第

　　　　27-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたっ

　　　　て適用することといたしました。これによる四半期連結財務諸表への影響はありません。

 

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症及びロシア・ウクライナ情勢の影響に関する会計上の見積り）

新型コロナウイルス感染症の市場に対する影響及びロシア・ウクライナ情勢による円安や原油高などの状況は

当社グループの企業経営に影響を与えております。

新型コロナウイルス感染症及びロシア・ウクライナ情勢が当社グループの業績に与える影響について、前連結

会計年度の有価証券報告書（追加情報）に記載した仮定に関し、重要な変更はありません。

しかしながら、収束時期は依然として不透明な状況であり、第２四半期連結会計期間以降、当社グループの財

政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に更なる影響を及ぼす可能性があります。

 

（グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱いの適用）

当社及び一部の国内連結子会社は、当第１四半期連結会計期間より、連結納税制度からグループ通算制度へ移

行しております。これに伴い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グ

ループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年８月12日。

以下「実務対応報告第42号」という。）に従っております。また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実

務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。

 

（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（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1四半期連結累計期間

（自　2021年４月１日

至　2021年６月30日）

当第1四半期連結累計期間

（自　2022年４月１日

至　2022年６月30日）

減価償却費 25,761千円 21,611千円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021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

（千円）

1株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年６月24日

定時株主総会
普通株式 41,341 2 2021年３月31日 2021年６月25日 利益剰余金

 

２．株主資本の金額の著しい変動

該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　2022年４月１日　至　2022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

（千円）

1株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2022年６月23日

定時株主総会
普通株式 41,340 2 2022年３月31日 2022年６月24日 利益剰余金

 

２．株主資本の金額の著しい変動

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　2021年４月１日　至　2021年６月30日）

当社グループは、自動車関連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。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　2022年４月１日　至　2022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：千円）

 報告セグメント
四半期

連結財務諸表計上額
 自動車流通事業

リースバック
関連事業

売上高    

外部顧客への売上高 4,131,491 － 4,131,491

セグメント間の内部売上高又は振替高 － － －

計 4,131,491 － 4,131,491

セグメント損失（△） △161,195 △1,086 △162,281

 

２. 報告セグメントの変更等に関する事項

 当社グループは、前第４四半期連結会計期間において、新たな事業である特別目的会社を活用した

リースバック事業を展開しており、前連結会計年度より新たに「リースバック関連事業」セグメントを

追加しております。これに伴い、より実態に即した名称にするため、従来の「自動車関連事業」から

「自動車流通事業」へセグメント名称を変更しております。

 なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報を当第１四半期連結累計期間の報告セグメントの

区分方法により作成した情報については、「リースバック関連事業」が前第４四半期連結会計期間より

開始されたことから、開示を行っておりません。
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（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

　当社グループの販売先等による収益の分解情報は次のとおりであります。

 

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年６月30日）

（単位：千円）

 販売先 国　内 海　外 計

車両販売

顧客向 1,072,424 65,591 1,138,015

業者向 1,030,722 － 1,030,722

オークション 902,987 － 902,987

その他

（付帯サービス等）
 732,897 － 732,897

計 3,739,030 65,591 3,804,623

 

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　2022年４月１日　至　2022年６月30日）
 

１. 財又はサービスの種類別の内訳

（単位：千円）

 

報告セグメント

計

自動車流通事業
リースバック

関連事業

車両販売

顧客向 1,517,666 － 1,517,666

業者向 680,658 － 680,658

オークション 1,320,485 － 1,320,485

その他（付帯サービス等） 612,679 － 612,679

顧客との契約から生じる収益 4,131,491 － 4,131,491

その他の収益 － － －

外部顧客への売上高 4,131,491 － 4,131,491

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２. 地域別の内訳

（単位：千円）
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報告セグメント

計

自動車流通事業
リースバック

関連事業

国　内 3,516,109 － 3,516,109

海　外 615,382 － 615,382

顧客との契約から生じる収益 4,131,491 － 4,131,491

その他の収益 － － －

外部顧客への売上高 4,131,491 － 4,131,491
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（１株当たり情報）

１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　2021年４月１日
至　2021年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　2022年４月１日
至　2022年６月30日）

　　１株当たり四半期純損失（△） △4円13銭 △7円30銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純損失（△）

（千円）
△85,403 △150,971

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

損失（△）（千円）
△85,403 △150,971

普通株式の期中平均株式数（株） 20,670,583 20,670,065

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式

で、前連結会計年度末から重要な変動があったもの

の概要

－ －

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失である

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。

EDINET提出書類

株式会社カーチスホールディングス(E02895)

四半期報告書

17/19



 
 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

2022年８月12日

株式会社カーチスホールディングス

取締役会　御中

 

監査法人東海会計社

　愛知県名古屋市

 

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 後藤　久貴

 

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 阿知波智大

 

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 山本　哲平

 
監査人の結論
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カーチ

スホールディングスの2022年４月１日から2023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（2022年４月１
日から2022年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（2022年４月１日から2022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。
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、株式会社カーチスホールディングス及び連結子会社の2022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
が全ての重要な点において認められなかった。
 
監査人の結論の根拠
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。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。
 

四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査委員会の責任

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。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適

切であるかどうかを評価し、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基づいて継続
企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにあ

る。
 
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書にお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。
監査人は、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従って、四半期レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　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する質問、分析的手続その他の四半期レ
ビュー手続を実施する。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。
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・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、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、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められな
いかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書
において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の
注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められて
いる。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、
企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、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
成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結
財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと
信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

・　四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監
査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で
監査人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事項
について報告を行う。
監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査

人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じてい
る場合はその内容について報告を行う。
 
利害関係
会社及び連結子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．上記の四半期レビュー報告書の原本は当社（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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