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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
自平成22年９月１日
至平成22年11月30日

自平成23年９月１日
至平成23年11月30日

自平成22年９月１日
至平成23年８月31日

売上高（千円） 4,240,842 4,366,451 13,781,850

経常利益（千円） 1,122,913 926,892 1,420,360

四半期（当期）純利益（千円） 690,982 866,980 360,900

四半期包括利益又は包括利益

（千円）
645,308 816,919 288,200

純資産額（千円） 6,705,147 6,911,349 6,209,987

総資産額（千円） 14,661,286 14,155,291 13,296,256

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
144.86 187.56 77.25

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（％） 45.73 48.83 46.70

　（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、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。　

３．売上高には、消費税等は含んでおりません。

４．第35期第１四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第25号  平成22年６月30日）を適用し、遡及処理しております。   

　

　

２【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当企業グループ（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もありません。
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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【経営上の重要な契約等】

  当第１四半期連結会計期間において、新たに締結した重要な契約は次のとおりであります。

　

　　固定資産（信託受益権）の譲渡及び取得

　 　当社は、平成23年11月15日開催の臨時取締役会において、固定資産（信託受益権）の譲渡及び取得の決議を行い、同日

付で合同会社デュープレックス銀座一丁目開発と「信託受益権交換契約」を締結いたしました。　 　

(1) 譲渡及び取得の理由

当社の連結子会社である株式会社クラウディアコスチュームサービスが運営する「銀座クチュールNAOCO　銀座

店」の店舗の事業の用に供している当社所有の土地及び建物（以下「譲渡資産」という。）について、周辺地域の

再開発に伴い隣接する代替地（以下「取得資産」という。）との交換の申し出がありましたので、当社としてもこ

の申し出を受け、譲渡資産を信託受益権化した上で譲渡し、信託受益権化された代替地を取得いたしました。

なお、信託受益権化された代替地については、取得後信託解除及び所有権移転の手続きを行い、手続き後は当該

代替地に「銀座クチュールNAOCO　銀座店」新店舗を建築し、株式会社クラウディアコスチュームサービスに賃貸す

る予定であります。

(2) 譲渡及び取得先の名称

合同会社ジーケージョン

なお、平成23年11月15日付で締結した「信託受益権交換契約」内の条項に基づき、合同会社デュープレックス銀

座一丁目開発から、平成23年11月18日をもって合同会社ジーケージョンに当該契約上の権利義務及び契約上の地位

の承継がされております。

(3) 譲渡資産の種類

当社が所有する「銀座クチュールNAOCO　銀座店」の土地（地積90.11㎡）及び建物（床面積407.49㎡）

(4) 譲渡価額

1,313,000千円

(5) 取得資産の種類

土地（地積90.11㎡）

(6) 取得価額

700,000千円

(7) 譲渡及び取得の時期

　　平成23年11月18日　
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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、当四半期連結会計期間の末日現在において当企業グループ（当社及び連結子会社）が

判断したものであります。

 

（1）業績の状況

  　当第１四半期連結累計期間における我が国の経済は、東日本大震災の影響や欧州における金融不安等により、依然

として先行き不透明な状況で推移しております。　

　　このような経済環境のもと、当企業グループは、婚礼衣裳の製造メーカー機能を軸としてブライダル市場の川中事

業であるショップ事業（レンタル及び直販）に引続き注力しております。

　　式場事業においては、平成23年３月に開業いたしました結婚式場「アイネス ヴィラノッツェ 沖縄」（沖縄県名護

市）の受注状況が広告宣伝等の効果もあり改善されております。

　　ショップ事業においては、平成23年９月に「銀座クチュールNAOCO　仙台店」（仙台市青葉区）を移設・開業いたし

ました。

また、平成23年11月に「銀座クチュールNAOCO　銀座店」（東京都中央区）の土地及び建物について1,313百万円

で譲渡し、隣接する代替地を700百万円で取得いたしました。この譲渡に伴い固定資産売却益553百万円を特別利益

に計上いたしました。

　　以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は4,366百万円（前年同四半期比3.0％増）、営業利益は913百万円

（同17.2％減）、経常利益は926百万円（同17.5％減）、四半期純利益は866百万円（同25.5％増）となりました。

　

　　セグメントの業績は、次のとおりであります。

　　なお、以下の数値は、売上高につきましてはセグメント内及びセグメント間の取引消去後、営業利益につきまして

は、セグメント内及びセグメント間の取引消去前となっております。

　①　ホールセール事業

　　製・商品売上は、東日本大震災の影響はあったものの872百万円（前年同四半期比0.9％増）と堅調に推移いた

しました。また、レンタル収入等は、主力のリース事業（貸衣裳店向けレンタル）において料金体系の見直しを

実施したこと等により、売上高は329百万円（同9.6％増）となりました。

　　この結果、ホールセール事業の売上高は1,202百万円（同3.1％増）となりました。営業利益は155百万円（同

39.2％減）と前年同四半期に比べ大幅に減少いたしました。営業利益の主な減少要因として、前連結会計年度

は「レンタル衣裳の耐用年数の見直し」の実施初年度という一時的な利益上昇要因があったことが挙げられ

ます。　

　②　ショップ事業

　　インショップ店舗の撤退により既存店の取扱件数が減少したことから、製・商品売上の売上高は459百万円

（同2.8％減）、国内レンタル収入等の売上高は1,008百万円（同5.4％減）となりました。国内外リゾート挙式

の売上高は、918百万円（同0.8％増）と堅調に推移いたしました。　

　　この結果、ショップ事業の売上高は2,387百万円（同2.6％減）となりました。営業利益は755百万円（同6.7％

減）と前年同四半期に比べ減少いたしました。営業利益の主な減少要因として、国内レンタル収入等の売上高

減少及びホールセール事業と同様、前連結会計年度は「レンタル衣裳の耐用年数の見直し」の実施初年度とい

う一時的な利益上昇要因があったことが挙げられます。　　

　③　式場事業

　　平成23年３月に開業いたしました結婚式場「アイネス ヴィラノッツェ 沖縄」の新規開業効果により、施行組

数が285組と前年同四半期に比べ104組増加し、売上高は777百万円（同24.5％増）となりました。営業利益は

130百万円（同62.8％増）と大幅に増加いたしました。営業利益の主な増加要因として、売上高の増加及び前連

結会計年度は式場事業の単独事業会社化（事業譲渡）に伴う登記費用等の一時的な費用の発生があったこと

が挙げられます。　
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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流動資産は、前連結会計年度末に比べ871百万円増加し、4,639百万円となりまし

た。これは主に、現金及び預金309百万円、受取手形及び売掛金571百万円の増加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12百万円減少し、9,515百万円となりました。これは主に、有形固定資産110百万円の増加、

繰延税金資産75百万円の減少をはじめとする投資その他の資産112百万円の減少によるものであります。この結果、

資産合計は前連結会計年度末に比べ859百万円増加し、14,155百万円となりました。

　  流動負債は、前連結会計年度末に比べ195百万円増加し、4,092百万円となりました。これは主に、買掛金113百万円、

未払法人税等321百万円、賞与引当金144百万円の増加、短期借入金348百万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38百万円減少し、3,151百万円となりました。これは主に、繰延税金負債106百万円の

増加、社債22百万円、長期借入金83百万円、役員退職慰労引当金29百万円の減少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157百万円増加し、7,243百万円となりました。

　  純資産は、前連結会計年度末に比べ701百万円増加し、6,911百万円となりました。これは主に、利益剰余金751百万

円の増加、円高を背景に為替換算調整勘定のマイナス幅が49百万円拡大したことによるものであります。この結果、

自己資本比率は48.8％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、当社が対処すべき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。

（5）主要な設備

　　新設、休止、大規模改修、除却、売却等について、当第１四半期連結累計期間に著しい変動があった設備は、次のとお

りであります。

　　「第２　事業の状況　２．経営上の重要な契約等」に記載のとおり、固定資産（信託受益権）を譲渡及び取得いた

しました。　
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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 19,000,000

計 19,000,000

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23年11月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成24年１月13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 4,844,600 4,844,600

大阪証券取引所

東京証券取引所

各市場第一部

単元株式数

100株　

計 4,844,600 4,844,600 － －

　

（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】

記載事項はありません。　

　

（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
（千株）

発行済株式総
数残高
（千株）

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23年９月１日～

平成23年11月30日　
－ 4,844 －　 1,071,590 －　 1,102,138

　

（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23年８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】

 平成23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） 普通株式 　　222,200 － 単元株式数100株

完全議決権株式（その他） 普通株式   4,614,600 46,146 同上

単元未満株式 普通株式       7,800 － －

発行済株式総数 4,844,600 － －

総株主の議決権 － 46,146 －

　

②【自己株式等】

 平成23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（％）

株式会社

クラウディア

京都市右京区西院

高田町34番地
222,200 － 222,200 4.59

計 － 222,200 － 222,200 4.59

　（注）　当第１四半期会計期間末日現在の自己名義株式数は222,292株で、発行済株式総数に対する所有株式数の割合は

4.59％であります。

　

　

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（平成23年９月１日から平成

23年11月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成23年９月１日から平成23年11月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、京都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23年８月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,235,369 1,544,569

受取手形及び売掛金 1,103,959 1,675,306

商品及び製品 292,572 265,592

仕掛品 222,551 231,429

原材料 137,351 129,478

貯蔵品 114,163 117,342

繰延税金資産 257,137 346,093

その他 418,850 351,812

貸倒引当金 △13,754 △22,197

流動資産合計 3,768,201 4,639,428

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 5,045,288 5,035,675

減価償却累計額 △1,735,825 △1,753,912

建物及び構築物（純額） 3,309,463 3,281,762

機械装置及び運搬具 327,168 318,203

減価償却累計額 △219,034 △201,210

機械装置及び運搬具（純額） 108,133 116,992

工具、器具及び備品 536,734 553,761

減価償却累計額 △351,462 △368,336

工具、器具及び備品（純額） 185,272 185,424

レンタル衣裳 582,077 574,863

減価償却累計額 △335,426 △289,128

レンタル衣裳（純額） 246,651 285,734

土地 2,519,351 2,574,101

建設仮勘定 101,380 136,744

有形固定資産合計 6,470,253 6,580,760

無形固定資産

借地権 30,326 28,891

のれん 186,353 177,883

その他 7,756 7,756

無形固定資産合計 224,436 214,531

投資その他の資産

投資有価証券 107,003 106,896

保険積立金 230,981 236,325

差入保証金 1,982,716 1,961,433

繰延税金資産 335,575 260,112

その他 331,517 310,675

貸倒引当金 △154,430 △154,870

投資その他の資産合計 2,833,365 2,720,572

固定資産合計 9,528,055 9,515,863

資産合計 13,296,256 14,155,291
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年８月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年11月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 371,962 485,376

短期借入金 348,000 －

1年内償還予定の社債 665,000 605,000

1年内返済予定の長期借入金 1,143,746 1,114,257

未払法人税等 185,571 507,126

賞与引当金 165,879 310,181

役員賞与引当金 25,260 20,550

その他 991,118 1,049,908

流動負債合計 3,896,538 4,092,399

固定負債

社債 465,000 442,500

長期借入金 2,108,731 2,025,535

役員退職慰労引当金 472,413 442,914

資産除去債務 93,694 85,545

繰延税金負債 2,697 109,677

その他 47,194 45,371

固定負債合計 3,189,730 3,151,543

負債合計 7,086,268 7,243,942

純資産の部

株主資本

資本金 1,071,590 1,071,590

資本剰余金 1,228,876 1,228,876

利益剰余金 4,361,559 5,112,981

自己株式 △273,155 △273,155

株主資本合計 6,388,870 7,140,293

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △253 △317

為替換算調整勘定 △178,629 △228,626

その他の包括利益累計額合計 △178,883 △228,943

純資産合計 6,209,987 6,911,349

負債純資産合計 13,296,256 14,155,291
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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：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成22年９月１日
　至　平成22年11月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成23年９月１日
　至　平成23年11月30日)

売上高 4,240,842 4,366,451

売上原価 1,189,393 1,354,270

売上総利益 3,051,448 3,012,180

販売費及び一般管理費 1,948,061 2,098,924

営業利益 1,103,387 913,256

営業外収益

受取利息 2,273 2,023

受取配当金 15 18

受取賃貸料 5,439 5,471

受取手数料 4,890 3,318

為替差益 3,930 4,235

その他 20,196 12,785

営業外収益合計 36,744 27,852

営業外費用

支払利息 14,379 10,865

その他 2,839 3,351

営業外費用合計 17,218 14,216

経常利益 1,122,913 926,892

特別利益

固定資産売却益 15 553,713

貸倒引当金戻入額 4,632 －

資産除去債務戻入益 － 8,502

特別利益合計 4,647 562,216

特別損失

固定資産除却損 13 －

役員退職慰労金 － 25,382

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 12,074 －

特別損失合計 12,087 25,382

税金等調整前四半期純利益 1,115,472 1,463,726

法人税、住民税及び事業税 478,289 503,955

法人税等調整額 △53,799 92,790

法人税等合計 424,489 596,746

少数株主損益調整前四半期純利益 690,982 866,980

四半期純利益 690,982 866,980
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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　平成22年９月１日
　至　平成22年11月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成23年９月１日
　至　平成23年11月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 690,982 866,980

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △91 △63

為替換算調整勘定 △45,582 △49,996

その他の包括利益合計 △45,674 △50,060

四半期包括利益 645,308 816,919

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 645,308 816,919

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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【追加情報】

当第１四半期連結累計期間
（自　平成23年９月１日
至　平成23年11月30日）

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

　当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号  平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号  平成21年12月４日）を適用しております。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成23年８月31日）

当第１四半期連結会計期間
（平成23年11月30日）

１．受取手形裏書譲渡高 23,166千円 １．受取手形裏書譲渡高 21,081千円

　２．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、債

務保証を行っております。

　２．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、

債務保証を行っております。

有限会社貸衣裳東陣 1,113千円 有限会社貸衣裳東陣 1,676千円

　

　

（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・フロー計算書及び前第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。）及びのれんの償却額は、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22年９月１日
至  平成22年11月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自  平成23年９月１日
至  平成23年11月30日）

減価償却費 101,668千円 122,543千円

のれんの償却額 8,470 　8,470

  

　

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自平成22年９月１日　至平成22年11月30日）

　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22年11月25日

定時株主総会
普通株式 120,709 25 平成22年８月31日平成22年11月26日利益剰余金

　

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自平成23年９月１日　至平成23年11月30日）

　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23年11月29日

定時株主総会
普通株式 115,557 25 平成23年８月31日平成23年11月30日利益剰余金
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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22年９月１日 至平成22年11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
調整額
（注）１．

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２．

ホールセール
事業

ショップ
事業

式場事業 計

売上高       

外部顧客への売上高 1,165,6062,451,302623,9334,240,842 － 4,240,842
セグメント間の内部売上高
又は振替高

634,326414,403 － 1,048,730(1,048,730)－

計 1,799,9322,865,706623,9335,289,572(1,048,730)4,240,842

セグメント利益 256,263809,65279,8691,145,785(42,398)1,103,387

（注）１．セグメント利益の調整額△42,398千円には、セグメント間取引消去・その他調整額20,100千円、各報告セ

グメントに配分していない全社費用△62,498千円が含まれております。　

　　　２．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等に関する情報　

　　　該当事項はありません。

　

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自平成23年９月１日 至平成23年11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
調整額
（注）１．

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２．

ホールセール
事業

ショップ
事業

式場事業 計

売上高       

外部顧客への売上高 1,202,1072,387,277777,0674,366,451 － 4,366,451
セグメント間の内部売上高
又は振替高

544,540518,8192,5451,065,905(1,065,905)－

計 1,746,6472,906,097779,6125,432,357(1,065,905)4,366,451

セグメント利益 155,773755,441130,0641,041,279(128,023)913,256

（注）１．セグメント利益の調整額△128,023千円には、セグメント間取引消去・その他調整額△34,054千円、各報

告セグメントに配分していない全社費用△93,969千円が含まれております。　

　　　２．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等に関する情報　

　　　該当事項はありません。
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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。

　
前第１四半期連結累計期間
（自　平成22年９月１日
至　平成22年11月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成23年９月１日
至　平成23年11月30日）

１株当たり四半期純利益金額 144円86銭 187円56銭

（算定上の基礎） 　  

四半期純利益金額（千円） 690,982 866,980

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金額（千円） 690,982 866,980

普通株式の期中平均株式数（株） 4,769,996 4,622,308

  （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24年１月13日

株式会社クラウディア

取締役会　御中

京都監査法人

 
指定社員
業務執行社員

　 公認会計士 秋山　直樹　　印

　
指定社員
業務執行社員

　 公認会計士 矢野　博之　　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」に掲げられている株式会社クラウ

ディアの平成23年９月１日から平成24年８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23年９月１日か

ら平成23年11月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成23年９月１日から平成23年11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、株式会社クラウディア及び連結子会社の平成23年11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、その原本は当社が四半期連

結財務諸表に添付する形で別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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