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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31期

第３四半期累計期間
第32期

第３四半期累計期間
第31期

会計期間
自　2021年１月１日
至　2021年９月30日

自　2022年１月１日
至　2022年９月30日

自　2021年１月１日
至　2021年12月31日

売上高 （千円） 724,057 774,651 1,042,830

経常利益 （千円） 57,735 5,834 115,851

四半期（当期）純利益 （千円） 35,649 2,877 75,039

持分法を適用した場合の投資利益 （千円） － － －

資本金 （千円） 281,330 285,030 282,080

発行済株式総数 （株） 904,700 941,700 912,200

純資産額 （千円） 830,613 823,804 871,502

総資産額 （千円） 985,851 1,147,084 1,357,952

１株当たり四半期（当期）純利益 （円） 42.44 3.09 87.66

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益
（円） 37.75 2.99 78.91

１株当たり配当額 （円） － － －

自己資本比率 （％） 84.3 71.8 64.2

 

回次
第31期

第３四半期会計期間
第32期

第３四半期会計期間

会計期間
自　2021年７月１日
至　2021年９月30日

自　2022年７月１日
至　2022年９月30日

１株当たり四半期純利益 （円） 12.49 8.73

（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、連結会計年度に係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．持分法を適用した場合の投資利益については、当社は関連会社を有していないため記載しておりません。

３．当社は、2021年３月25日に東京証券取引所マザーズ（グロース市場　提出日現在）に上場したため、第31期

第３四半期累計期間及び第31期の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益は、新規上場日から第31

期第３四半期会計期間及び第31期の末日までの平均株価を期中平均株価とみなして算定しております。

４．１株当たり配当額については、配当を実施していないため記載しておりません。

５．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第１四半期会計期間の期首か

ら適用しており、当第３四半期累計期間及び当第３四半期会計期間に係る主要な経営指標等については、当

該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
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２【事業の内容】

　当第３四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。また、主要な関係会

社における異動もありません。

 

　当社の報告セグメントは、従来「メディア事業」「産婦人科向け事業」「Webマーケティング事業」に区分しており

ましたが、第１四半期会計期間より「メディア事業」「産婦人科向け事業」に変更しております。これは「産婦人科向

け事業」「Webマーケティング事業」ともに主として医療機関向けのサービスを提供していることから、今後の事業展

開を見据え、事業実態に即して報告セグメントを変更するものであります。
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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、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）経営成績の状況

　当第３四半期累計期間は、メディア事業を中心に売上高は前年同期比6.9％の成長となり、2022年９月末の当社
「ベビーカレンダー」サイトの閲覧数は2.1億PVとなり計画通りに推移しなかったこと及び広告施策の遅れ、さら
に新規案件獲得の進捗が低調に推移したことにより計画未達となりました。一方で、以前から実施しているダイレ
クトメールを活用した営業アプローチから新規案件の受注も獲得できております。
　以上の結果、当第３四半期累計期間の売上高は774,651千円（前年同四半期比6.9%増）、売上総利益547,157千円
（前年同四半期比14.4%増）、営業利益は6,642千円（前年同四半期比90.5%減）、経常利益は5,834千円（前年同四
半期比89.8%減）四半期純利益は2,877千円（前年同四半期比91.9%減）となりました。
　セグメント別の状況は次のとおりであります。
 
（メディア事業）
　メディア事業は、「妊娠・出産・育児」領域の専門サイト自社サイト「ベビーカレンダー」のＰＶ数が計画通り
に推移しなかったこと及びタイアップ広告の受注進捗が低調に推移したこと等により、売上高は582,291千円（前
年同四半期比14.1%増）と前期比で増加したものの、想定した売上が確保できなかったことによりセグメント利益
は146,679千円（前年同四半期比25.0%減）となりました。
 
（産婦人科向け事業）
　産婦人科向け事業は、ベビーパッド及びホームページの新規案件獲得の進捗が芳しくなく苦戦を強いられており
ます。一方で、ダイレクトメールの活用により、訪問することなく新サービス「エコー動画館」「かんたん予約シ
ステム」のお問い合わせから新規案件受注へ繋がっているなど明るい兆しもあるなかで、売上高は192,360千円
（前年同四半期比10.1%減）と前期比で減少、売上が減少したことに伴ってセグメント損失は1,473千円（前年同期
は2,843千円のセグメント利益）となりました。
 

（２）財政状態の状況
（資産）
　流動資産は、前事業年度末に比べて232,617千円減少し、1,020,411千円となりました。これは、主に自己株式取
得のための資金を預け入れたこと及び１年内返済予定の長期借入金の返済、ソフトウェア関連費用への支出によ
り、現金及び預金が287,145千円減少したことによるものであります。
　固定資産は、前事業年度末に比べて21,749千円増加し、126,673千円となりました。これは、主に事業譲受の実
施による無形固定資産が増加したことによるものであります。
　この結果、総資産は前事業年度末に比べて210,867千円減少し、1,147,084千円となりました。
 
（負債）
　流動負債は、前事業年度末に比べて84,687千円減少し、191,347千円となりました。これは、主に納税をしたこ
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て78,481千円減少し、131,933千円となりました。これは、主に長期借入金
77,679千円を１年内返済予定の長期借入金に振替えたことによるものであります。
　この結果、負債合計は前事業年度末に比べて163,168千円減少し、323,280千円となりました。
 
（純資産）
　純資産合計は、前事業年度末に比べて47,698千円減少し、823,804千円となりました。これは、主に自己株式
56,476千円を取得したことによるものであります。

 

（３）経営方針・経営戦略等

　当第３四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。

 

（４）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

　当第３四半期累計期間において、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。

 

（５）研究開発活動

　該当事項はありません。

 

（６）従業員数

　当第３四半期累計期間において、従業員数の著しい増減はありません。

 

３【経営上の重要な契約等】

　該当事項はありません。
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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 2,972,000

計 2,972,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数（株）
（2022年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（2022年11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 941,700 941,700
東京証券取引所

グロース

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 941,700 941,700 － －

（注）「提出日現在発行数」欄には、2022年11月１日からこの四半期報告書提出日現在までの新株予約権の行使により発

行された株式数は含まれておりません。

 

（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７月１日～

2022年９月30日
- 941,700 - 285,030 - 315,033
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（５）【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。

 

 

（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　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（2022年６月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。

    2022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）

（自己保

有株式）

普通株式

3,400 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 935,900 9,359 －

単元未満株式 普通株式 2,400 － －

発行済株式総数  941,700 － －

総株主の議決権  － 9,359 －

 

②【自己株式等】

    2022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

（%）

（自己保有株式）

株式会社ベビーカレン

ダー

東京都渋谷区代々

木１丁目38番２号
23,900 － 23,900 2.53%

計 － 23,900 － 23,900 2.53%

 

 

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」（2007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３四半期会計期間（2022年７月１日から2022年９

月30日まで）及び第３四半期累計期間（2022年１月１日から2022年９月30日まで）に係る四半期財務諸表について、

東陽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

(2021年12月31日)
当第３四半期会計期間
(2022年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,042,369 755,223

売掛金 166,187 135,960

原材料及び貯蔵品 25,024 32,165

その他 19,782 98,019

貸倒引当金 △335 △957

流動資産合計 1,253,028 1,020,411

固定資産   

有形固定資産 10,456 8,265

無形固定資産 71,787 97,042

投資その他の資産   

その他 25,550 24,472

貸倒引当金 △2,871 △3,107

投資その他の資産合計 22,679 21,365

固定資産合計 104,923 126,673

資産合計 1,357,952 1,147,084

負債の部   

流動負債   

買掛金 27,884 20,241

１年内返済予定の長期借入金 111,110 105,248

未払法人税等 52,478 －

その他 84,561 65,857

流動負債合計 276,035 191,347

固定負債   

長期借入金 202,210 124,531

資産除去債務 6,990 7,058

その他 1,213 343

固定負債合計 210,414 131,933

負債合計 486,449 323,280

純資産の部   

株主資本   

資本金 282,080 285,030

資本剰余金 412,676 415,626

利益剰余金 176,746 179,623

自己株式 － △56,476

株主資本合計 871,502 823,804

純資産合計 871,502 823,804

負債純資産合計 1,357,952 1,147,084

 

EDINET提出書類

株式会社ベビーカレンダー(E36431)

四半期報告書

 8/20



（２）【四半期損益計算書】

【第３四半期累計期間】

  （単位：千円）

 
 前第３四半期累計期間
(自　2021年１月１日
　至　2021年９月30日)

 当第３四半期累計期間
(自　2022年１月１日
　至　2022年９月30日)

売上高 724,057 774,651

売上原価 245,959 227,494

売上総利益 478,097 547,157

販売費及び一般管理費 407,524 540,515

営業利益 70,572 6,642

営業外収益   

受取利息 3 7

その他 95 212

営業外収益合計 99 220

営業外費用   

支払利息 81 725

支払手数料 1,048 56

株式公開費用 11,792 －

その他 14 247

営業外費用合計 12,937 1,028

経常利益 57,735 5,834

税引前四半期純利益 57,735 5,834

法人税、住民税及び事業税 23,863 1,346

法人税等調整額 △1,778 1,610

法人税等合計 22,085 2,956

四半期純利益 35,649 2,877
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を第１四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、

当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。

　これにより、役務提供の開始時点で収益認識していた産婦人科向け事業のベビーパッド等の初期導入に係る

売上高につきましては、顧客は役務提供期間にわたりその便益を受け取ることになるため、契約期間にわたっ

て売上高を計上する方法に変更しております。

　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書き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より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１四半

期会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収

益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、第１四半期会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従って

ほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。

　この結果、当該会計方針の変更が四半期財務諸表に与える影響は軽微であります。また、利益剰余金の当期

首残高への影響はありません。

　また、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号　2020年３月31日）第28-15項に定める

経過的な取扱いに従って、前第３四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載し

ておりません。

 

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を第１四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基

準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基

準等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。この変更による四半期財務諸

表への影響はありません。
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（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する会計上の見積り）

　前事業年度の有価証券報告書の(追加情報)に記載した、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する仮定

及び会計上の見積りについて、重要な変更はありません。

 

（自己株式の取得）

　当社は、2022年６月15日開催の取締役会において、会社法第459条第１項の規定による当社定款の定めに基

づき、自己株式取得に係る事項を決議いたしました。

 

１.自己株式の取得を行う理由

　経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行のために、自己株式の取得を行うものであります。

 

２.取得に係る事項の内容

（１）取得対象株式の種類　　　当社普通株式

（２）取得しうる株式の総数　　40,000株（上限）

（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合4.38％）

（３）株式の取得価額の総額　　100百万円（上限）

（４）取得期間　　　　　　　　2022年6月16日～2022年12月31日(約定日ベース)

 

上記取締役会決議に基づき、次のとおり自己株式の取得を実施いたしました。

（１）取得した株式の種類　　　当社普通株式

（２）取得した株式の総数　　　23,900株

（３）株式の取得価額の総額　　56,476,300円

（４）取得期間　　　　　　　　2022年６月16日～2022年９月30日

（５）取得方法　　　　　　　　市場買付

 

（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（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のとおりであ

ります。

 
前第３四半期累計期間

（自　2021年１月１日
至　2021年９月30日）

当第３四半期累計期間
（自　2022年１月１日
至　2022年９月30日）

減価償却費 17,062千円 15,859千円

のれん償却額 8,832 8,832
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期累計期間（自　2021年１月１日　至　2021年９月30日）

１．配当金支払額

　該当事項はありません。

 

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、2021年３月25日に東京証券取引所マザーズに上場いたしました。上場にあたり、2021年３月24日を

払込期日とする有償一般募集増資（ブックビルディング方式による募集）により新株式85,000株を発行してお

ります。当該増資により資本金及び資本剰余金はそれぞれ164,220千円増加しました。

　また、2021年４月21日を払込期日とする第三者割当増資（オーバーアロットメントによる売出しに関連した

第三者割当増資）により新株式24,700株を発行しております。当該増資により資本金及び資本剰余金はそれぞ

れ47,720千円増加しました。

　さらに、当第３四半期累計期間において新株予約権の行使による払込みにより、資本金及び資本剰余金がそ

れぞれ12,600千円増加しております。

　上記の結果、当第３四半期会計期間末において、資本金が281,330千円、資本剰余金が411,926千円となって

おります。
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Ⅱ　当第３四半期累計期間（自　2022年１月１日　至　2022年９月30日）

１．配当金支払額

　該当事項はありません。

 

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

　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３四半期累計期間（自　2021年１月１日　至　2021年９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

合計
 メディア事業 産婦人科向け事業

売上高    

外部顧客への売上高 510,037 214,019 724,057

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － －

計 510,037 214,019 724,057

セグメント利益 195,615 2,843 198,458

 

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 198,458

のれん償却額 △8,832

全社費用（注） △119,053

四半期損益計算書の営業利益 70,572

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
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Ⅱ　当第３四半期累計期間（自　2022年１月１日　至　2022年９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並びに収益の分解情報

   （単位：千円）

 報告セグメント

合計
 メディア事業 産婦人科向け事業

売上高    

顧客との契約から生じる収益 582,291 93,097 675,389

その他の収益 － 99,262 99,262

外部顧客への売上高 582,291 192,360 774,651

セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － －

計 582,291 192,360 774,651

セグメント利益又は損失（△） 146,679 △1,473 145,206

 

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 145,206

のれん償却額 △8,832

全社費用（注） △129,731

四半期損益計算書の営業利益 6,642

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

 

３．報告セグメントの変更等に関する事項

　当社の報告セグメントは、従来「メディア事業」「産婦人科向け事業」「Webマーケティング事業」に区分しており

ましたが、第１四半期会計期間より「メディア事業」「産婦人科向け事業」に変更しております。これは「産婦人科

向け事業」「Webマーケティング事業」ともに主として医療機関向けのサービスを提供していることから、今後の事業

展開を見据え、事業実態に即して報告セグメントを変更するものであります。

　なお、前第３四半期累計期間のセグメント情報については、変更後の区分により作成したものを記載しております。

　また、「注記事項（会計方針の変更）」に記載のとおり、第１四半期会計期間の期首より収益認識会計基準等を適

用し、収益認識に関する会計処理の方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の測定方法を同様に変更して

おります。

　これによる当第３四半期累計期間の売上高及びセグメント利益又は損失に与える影響は軽微であります。
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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は、「注記事項（セグメント情報等）」記載のとおりであります。

 

 

（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、潜在株式調整後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。

 
前第３四半期累計期間
（自　2021年１月１日
至　2021年９月30日）

当第３四半期累計期間
（自　2022年１月１日
至　2022年９月30日）

(1) １株当たり四半期純利益 42円44銭 3円09銭

　（算定上の基礎）   

　　 四半期純利益（千円） 35,649 2,877

　　 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） 35,649 2,877

　　 普通株式の期中平均株式数（株） 839,920 928,320

（2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 37円75銭 2円99銭

　　（算定上の基礎）   

　　 四半期純利益調整額（千円） － －

　　 普通株式増加数（株） 104,439 30,829

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、前事業年度末から重要な変動があったものの概

要

－ －

（注）　当社は、2021年３月25日に東京証券取引所マザーズ（グロース市場　提出日現在）に上場したため、前第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は、新規上場日から前第３四半期会計期間の末日までの平均

株価を期中平均株価とみなして算定しております。

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

 

 

 

EDINET提出書類

株式会社ベビーカレンダー(E36431)

四半期報告書

16/20



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  

 

2022年11月14日

株式会社ベビーカレンダー

取締役会　御中

 

東　陽　監　査　法　人

東京事務所

 

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 浅　山　英　夫

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 玉　 川 　 聡

 

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ベビー

カレンダーの2022年１月１日から2022年12月31日までの第32期事業年度の第３四半期会計期間（2022年７月１日から2022

年９月30日まで）及び第３四半期累計期間（2022年１月１日から2022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、株式会社ベビーカレンダーの2022年９月30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。

 

四半期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　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。

　四半期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。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

四半期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

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。

・　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
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れる四半期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財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期

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財務諸表の表示、構

成及び内容、並びに四半期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。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、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、監査役及び監査役会に対して、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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