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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２四半期
連結累計期間

第36期
第２四半期
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23年２月28日

自　平成23年９月１日
至　平成24年２月29日

自　平成22年９月１日
至　平成23年８月31日

売上高 （千円） 3,372,651 3,519,786 6,628,305

経常利益 （千円） 343,141 496,162 666,966

四半期（当期）純利益 （千円） 112,560 272,832 285,629

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 112,564 272,832 284,854

純資産額 （千円） 3,407,513 3,793,225 3,578,257

総資産額 （千円） 4,518,866 4,887,377 4,850,745

１株当たり四半期（当期）純
利益金額

（円） 1,925.79 5,658.07 5,359.61

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 （％） 75.4 77.6 73.8

営業活動によるキャッシュ
・フロー

（千円） 85,011 282,657 539,872

投資活動によるキャッシュ
・フロー

（千円） △32,612 △99,256 37,641

財務活動によるキャッシュ
・フロー

（千円） △459,180 △57,390 △483,092

現金及び現金同等物の四半期
末（期末）残高

（千円） 978,669 1,605,882 1,479,872

　

回次
第35期
第２四半期
連結会計期間

第36期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自　平成22年12月１日
至　平成23年２月28日

自　平成23年12月１日
至　平成24年２月29日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 639.14 846.00

　（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．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．第35期第２四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。

４．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、第35期第２四半期連結累計期間及び第35

期については希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、第36期第２四半期連結累計期間について

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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２【事業の内容】

　当第２四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２四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２四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行われておりません。
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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）業績の状況

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災後のサプライチェーンの復旧に伴い、緩やかな

持ち直しが続きました。しかし、依然として長引く円高や株価低迷、欧州の金融不安等により経済情勢は不安定な

状態で推移しております。

紳士服市場におきましても、団塊世代のリタイア等によりスーツ着用人口が全体的に減少していることに加え

て、個人消費低迷の影響や企業間の価格競争激化等により、厳しい環境が続いております。

こうした状況の中で、当社グループは、「笑顔」、「感謝」、「清掃・整頓」を行動理念に掲げ、顧客満足の最大

化を目指して、以下のとおり取り組んでまいりました。

商品面では、「ＵＲＢＡＮ」を2011年秋冬シーズンのキーワードとして掲げ、都会のビジネスマンに向けて

シャープなイメージを追求した「マンハッタンモデル」のスーツの投入や、ボタンダウンや色ボタン等のアクセ

ントをつけたこだわりのホワイトシャツの強化を行いました。また、従来からの「洗える」機能や「軽量」機能に

加えて、新たに撥水加工や防しわ加工及びストレッチ素材等の機能性に富んだメンズスーツを展開いたしました。

販売店舗においては、主力の「ザ・スーパースーツストア」は前期末から４店舗退店し42店舗、「インヘイル・

エクスヘイル」ブランドのアウトレット販売等を行う「スーツアンドスーツ」は３店舗出店、１店舗閉店して12

店舗、オーダースーツを主力とする「インヘイル＋エクスヘイル」は増減無しの２店舗、レディススーツ専門店

「シーラブズスーツ」は２店舗出店し７店舗となり、グループ合計で63店舗となりました（前期末63店舗）。
　
また、株式会社丸井グループのクレジットカード子会社である株式会社エポスカードとの提携により、２月１日

より提携クレジットカード「オンリーエポスカード」をスタートさせました。既存会員システム「モバイルオン

リークラブ」との相乗効果により、さらに顧客満足を高めてまいります。
　
これらの結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は35億19百万円（前年同期比4.4％増）となりました。スー

ツ及びシャツという主要アイテムに加えてコートの売上が好調に推移したことにより、既存店売上高前年同期比

は110.0％と好調に推移いたしました。

営業利益については、売上総利益の増加に加えて販売促進費の削減等による営業費用圧縮効果もあり、４億86百

万円（同46.3％増）となり、経常利益は４億96百万円（同44.6％増）となりました。

また、四半期純利益は２億72百万円（同142.4％増）となりました。前年同期における特別損失（資産除去債務

会計基準の適用に伴う影響額１億24百万円）計上の反動から、前年同期比では大幅増益となりました。

 

（2）キャッシュ・フローの状況　

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」といいます。）は、前連結会計年度末

に比して１億26百万円増加（前年同期は４億６百万円の減少）し、16億５百万円となりました。

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・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２億82百万円（前年同期比232.5％増）となりました。これは主に税金等調整前

四半期純利益４億71百万円、減価償却費１億１百万円、たな卸資産の減少額92百万円及び仕入債務の減少額80百万

円等の要因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99百万円（前年同期比204.4％増）となりました。これは主に新規出店に伴う有

形固定資産の取得による支出が41百万円、差入保証金の差入による支出が63百万円あった一方で、差入保証金の回

収による収入が10百万円あったこと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57百万円（前年同期は４億59百万円の使用）となりました。これは配当金の支

払額が57百万円となったことによるものであります。
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（3）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、当社グループ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。
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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 120,000

計 120,000

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24年２月29日)

提出日現在発行数（株）
(平成24年４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 59,720 59,720

大阪証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式制度は

採用しておりま

せん。

計 59,720 59,720 － －

　

（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23年12月１日～

平成24年２月29日
－ 59,720 － 1,079,850 － 1,186,500
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（6）【大株主の状況】

 平成24年２月29日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総
数に対する所
有株式数の割
合（％）

中西　浩一 京都市東山区 16,982 28.43

ゴールドマンサックスインターナショナル

 (常任代理人　ゴールドマン・サックス

証券株式会社）　

133 FLEET STREET LONDON EC4A 

2BB,U.K　

(東京都港区六本木6丁目10－1）　

9,081 15.20

株式会社丸井グループ        東京都中野区中野4-3-2 1,500 2.51

中西　元美 京都市東山区 1,400 2.34

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
（信託口）

東京都中央区晴海1-8-11 1,013 1.69

はるやま商事株式会社 岡山市北区表町1-2-3 961 1.60

土屋　敦子 横浜市都筑区 640 1.07

中西　浩之 京都市東山区 640 1.07

株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木1-6-1 530 0.88

伊藤　真也 滋賀県甲賀市 476 0.79

計 － 33,223 55.63

（注）１．日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社の所有株式のうち、信託業務に係る株式数は1,013株であ

ります。

２．上記の他、自己株式が11,500株あります。

３．平成23年４月18日付で下記のとおり大量保有報告書の写しの送付がありましたが、当社として実質所有

株主の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、大量保有報告書の写しの内容は以下のとおりであります。

大量保有者　　　　　　　Bridge Capital証券株式会社

所在地　    　　　　　　東京都千代田区五番町５番地５

異動日　　　　　　　　　平成23年４月16日

保有株券等の数　　　　　株式　8,684株

株券等保有割合　　　　　14.54％
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（7）【議決権の状況】

　①【発行済株式】

 平成24年２月29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　  11,500 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　  48,220 48,220 －

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 59,720 － －

総株主の議決権 － 48,220 －

 

　②【自己株式等】

 平成24年２月29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

オンリー

京都市下京区松原通烏丸

西入ル玉津島町303番地
11,500 － 11,500 19.25

計 － 11,500 － 11,500 19.25

  

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２四半期連結会計期間（平成23年12月１日から平成

24年２月29日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成23年９月１日から平成24年２月29日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツ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２四半期連結会計期間
(平成24年２月29日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,479,872 1,605,882

受取手形及び売掛金 318,177 359,527

商品及び製品 936,227 859,608

仕掛品 5,683 4,836

原材料及び貯蔵品 148,055 132,605

繰延税金資産 86,247 85,387

その他 20,324 23,631

流動資産合計 2,994,588 3,071,478

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 1,055,510 1,042,925

減価償却累計額 △477,531 △518,280

建物及び構築物（純額） 577,979 524,644

工具、器具及び備品 318,622 319,955

減価償却累計額 △251,005 △265,769

工具、器具及び備品（純額） 67,617 54,186

土地 186,632 186,632

その他 3,423 6,053

減価償却累計額 △1,895 △2,610

その他（純額） 1,527 3,442

有形固定資産合計 833,757 768,905

無形固定資産 25,133 21,254

投資その他の資産

繰延税金資産 87,434 79,014

差入保証金 825,625 870,249

その他 94,640 86,474

貸倒引当金 △10,433 △10,000

投資その他の資産合計 997,266 1,025,738

固定資産合計 1,856,157 1,815,899

資産合計 4,850,745 4,887,377
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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２四半期連結会計期間
(平成24年２月29日)

負債の部

流動負債

買掛金 216,795 135,946

未払法人税等 291,891 197,281

ポイント引当金 39,997 46,361

資産除去債務 － 2,601

その他 356,419 344,639

流動負債合計 905,104 726,830

固定負債

退職給付引当金 51,662 55,317

長期未払金 139,326 139,326

資産除去債務 176,394 172,676

固定負債合計 367,383 367,321

負債合計 1,272,487 1,094,151

純資産の部

株主資本

資本金 1,079,850 1,079,850

資本剰余金 1,186,500 1,186,500

利益剰余金 1,725,907 1,940,875

自己株式 △414,000 △414,000

株主資本合計 3,578,257 3,793,225

純資産合計 3,578,257 3,793,225

負債純資産合計 4,850,745 4,887,377
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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２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成22年９月１日
　至　平成23年２月28日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成23年９月１日
　至　平成24年２月29日)

売上高 3,372,651 3,519,786

売上原価 1,304,004 1,303,472

売上総利益 2,068,646 2,216,313

販売費及び一般管理費 ※
 1,736,072

※
 1,729,798

営業利益 332,573 486,514

営業外収益

受取利息 56 34

受取保険金 5,254 2,365

為替差益 2,152 323

雑収入 3,645 6,924

営業外収益合計 11,109 9,647

営業外費用

支払利息 440 －

雑損失 101 －

営業外費用合計 541 －

経常利益 343,141 496,162

特別損失

固定資産除却損 2,012 17,385

リース解約損 1,370 756

減損損失 － 6,244

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 124,077 －

特別損失合計 127,461 24,386

税金等調整前四半期純利益 215,680 471,775

法人税、住民税及び事業税 154,270 189,662

法人税等調整額 △51,155 9,280

法人税等合計 103,115 198,943

少数株主損益調整前四半期純利益 112,564 272,832

少数株主利益 4 －

四半期純利益 112,560 272,832
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【四半期連結包括利益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成22年９月１日
　至　平成23年２月28日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成23年９月１日
　至　平成24年２月29日)

少数株主損益調整前四半期純利益 112,564 272,832

その他の包括利益

その他の包括利益合計 － －

四半期包括利益 112,564 272,832

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 112,560 272,832

少数株主に係る四半期包括利益 4 －
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成22年９月１日
　至　平成23年２月28日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成23年９月１日
　至　平成24年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 215,680 471,775

減価償却費 111,407 101,965

減損損失 － 6,244

ポイント引当金の増減額（△は減少） 5,718 6,364

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,130 3,655

貸倒引当金の増減額（△は減少） － △433

受取利息 △56 △34

支払利息 440 －

為替差損益（△は益） △8 0

固定資産除却損 2,012 17,385

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 124,077 －

売上債権の増減額（△は増加） △95,348 △41,349

たな卸資産の増減額（△は増加） △52,369 92,915

仕入債務の増減額（△は減少） 4,599 △80,848

前受金の増減額（△は減少） 5,531 △21,715

その他 △28,762 10,976

小計 295,053 566,902

利息の受取額 25 30

利息の支払額 △413 －

損害賠償金の支払額 △203,285 －

法人税等の支払額 △52,993 △284,275

法人税等の還付額 46,624 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 85,011 282,657

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 △47,153 △41,535

長期前払費用の取得による支出 － △2,519

差入保証金の差入による支出 △21,694 △63,624

差入保証金の回収による収入 45,967 10,075

その他 △9,733 △1,652

投資活動によるキャッシュ・フロー △32,612 △99,256

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △45,036 －

配当金の支払額 △144 △57,390

自己株式の取得による支出 △414,000 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △459,180 △57,390

現金及び現金同等物に係る換算差額 8 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △406,773 126,009

現金及び現金同等物の期首残高 1,385,443 1,479,872

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 978,669

※
 1,605,882
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【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

該当事項はありません。

　

【会計方針の変更等】

該当事項はありません。

　　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

該当事項はありません。

　

【追加情報】

当第２四半期連結累計期間
（自　平成23年９月１日
至　平成23年２月29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）

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。　

　

（法人税率の変更等による影響）

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法の一部を改正する法律」（平成23年法律第

114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平

成23年法律第117号）が平成23年12月２日に公布され、平成24年４月１日以後に開始する連結会計年度から法人税率

の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計

算に使用する法定実効税率は従来の40.6％から、平成24年９月１日に開始する連結会計年度から平成26年９月１日に

開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については37.9％に、平成27年９月１日に開始する連結会計年度

以降に解消が見込まれる一時差異については35.5％となります。この税率変更により、繰延税金資産（繰延税金負債

の金額を控除した金額）は10,568千円減少し、法人税等調整額は10,568千円増加しております。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

該当事項はありません。

　

（四半期連結損益計算書関係）

前第２四半期連結累計期間
（自　平成22年９月１日
至　平成23年２月28日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成23年９月１日
至　平成24年２月29日）

※　販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次のと

おりであります。

※　販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次のと

おりであります。

役員報酬 40,336千円

給与・賞与 458,833千円

退職給付費用 5,246千円

地代家賃  619,224千円

リース料 20,857千円

減価償却費 109,353千円

 

役員報酬 34,410千円

給与・賞与 477,809千円

退職給付費用 10,975千円

地代家賃  626,865千円

リース料 3,214千円

減価償却費 99,981千円

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第２四半期連結累計期間
（自　平成22年９月１日
至　平成23年２月28日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成23年９月１日
至　平成24年２月29日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

 （平成23年２月28日現在）

現金及び預金勘定 978,669千円

現金及び現金同等物 978,669千円

 

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

 （平成24年２月29日現在）

現金及び預金勘定 1,605,882千円

現金及び現金同等物 1,605,882千円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自平成22年９月１日　至平成23年２月28日）

配当金支払額

該当事項はありません。

　

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自平成23年９月１日　至平成24年２月29日）

配当金支払額

（決  議） 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年11月25日

定時株主総会
普通株式 57,864千円 1,200円  平成23年８月31日 平成23年11月28日利益剰余金

　

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自平成22年９月１日　至平成23年２月28日）

当社グループは、同一セグメントに属する紳士服、婦人服及び関連商品の製造・販売事業を行っており、当該

セグメント以外のセグメントがないため、記載を省略しております。

　

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自平成23年９月１日　至平成24年２月29日）

当社グループは、同一セグメントに属する紳士服、婦人服及び関連商品の製造・販売事業を行っており、当該

セグメント以外のセグメントがないため、記載を省略しております。
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（金融商品関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成24年２月29日）

金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動があり

ません。

　

（有価証券関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成24年２月29日）

当社グループは有価証券を保有しておりませんので、該当事項はありません。

　　

（デリバティブ取引関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成24年２月29日）

デリバティブ取引はヘッジ会計を適用しているため、注記を省略しております。

　

（企業結合等関係）

当第２四半期連結会計期間（自　平成23年12月１日　至　平成24年２月29日）

該当事項はありません。

　

（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２四半期連結累計期間
（自  平成22年９月１日
至  平成23年２月28日）

当第２四半期連結累計期間
（自  平成23年９月１日
至  平成24年２月29日）

１株当たり四半期純利益金額 1,925円79銭 5,658円07銭

（算定上の基礎）     

四半期純利益金額（千円） 112,560 272,832

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） 112,560 272,832

普通株式の期中平均株式数（株） 58,449 48,220

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金額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金額については、前第２四半期連結累計期間については希薄化効果

を有している潜在株式が存在しないため、当第２四半期連結累計期間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。

　

（重要な後発事象）

該当事項はありません。 

 

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４月９日

株式会社オンリー

取締役会　御中

有限責任監査法人トーマツ

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 西村　　猛　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 木村　幸彦　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オンリー

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２四半期連結会計期間（平成23年12月１日から平成

24年２月29日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成23年９月１日から平成24年２月29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、四半期連結キャッシュ・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、株式会社オンリー及び連結子会社の平成24年２月29日現在の財政状態並

びに同日をもって終了する第２四半期連結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。

　　　　２．四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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