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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62期

第２四半期
連結累計期間

第63期
第２四半期
連結累計期間

第62期

会計期間
自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日

自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日

自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日

売上高 (千円) 4,214,801 4,381,926 8,680,819

経常利益 (千円) 33,050 9,440 156,400

当期純利益又は
四半期純損失(△)

(千円) △1,132 △15,036 69,780

四半期包括利益又は包括利益 (千円) △7,816 △17,378 76,739

純資産額 (千円) 1,511,400 1,563,823 1,596,524

総資産額 (千円) 4,146,466 4,281,859 4,268,021

１株当たり当期純利益金額又は
四半期純損失金額(△)

(円) △0.30 △4.02 18.67

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 (％) 36.2 36.3 37.2

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 136,929 4,260 194,749

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 31,912 △68,584 41,082

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △115,041 102,034 △159,925

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 503,230 563,047 525,336

　

回次
第62期

第２四半期
連結会計期間

第63期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成24年７月１日
至 平成24年９月30日

自 平成25年７月１日
至 平成25年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 2.44 1.48

(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、消費税等は含まれておりません。

３．第62期第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半

期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

４．第63期第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後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。

５．第62期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在し

ないため、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(当社および当社の関係会社)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、主要な関係会社の異動は、以下のとおりであります。　

当社は、高知エリアの顧客基盤の拡充によって地域シェアの拡大を図るため、当社高知支社と株式会社

南放(高知県高知市、代表取締役社長 宇佐美 彰)の広告業務に関する営業機能を統合させるべく、平成25

年５月31日付で南放セーラー広告株式会社を新規設立しております。

この結果、平成25年９月30日現在では、当社グループは、当社、連結子会社４社および非連結子会社１

社により構成されることとなりました。
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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、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況などに関す

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などの決定または締結などはありません。

　

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】

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、政府の経済政策や金融政策によって円安や株

高が進み、景況感は徐々に明るさを増してまいりました。しかしながら、電気料金の値上げや海外

経済の減速による影響が懸念されるなど、先行きについては不透明な状況が続きました。また、広

告業界におきましては、一部業種において広告出稿量の増加が見られましたが、当社グループ商勢

圏におきましては、各企業の広告出稿に対する姿勢が慎重で、依然として厳しい経営環境が継続し

ました。

このような状況のもと、当社グループは、中期経営ビジョン『コミュニケーション効果№1、地域

シェア№1』を掲げて２年を迎えるなか、徹底した顧客志向の営業活動を継続し、顧客課題の解決に

資するきめ細かな提案活動に取り組んでまいりました。その結果、各企業のセールスプロモーショ

ン活動を安定して受注したほか、住宅・建築業から消費税増税前の積極的なプロモーション活動を

受注するとともに、官公庁や公営競技から集客イベントを受注いたしました。また、平成25年５月

31日付で設立した南放セーラー広告株式会社が同７月から営業を開始し、当第２四半期から売上高

を計上したこともあって、当社グループの売上高は4,381百万円（前年同期比104.0％）となりまし

た。

利益面におきましては、販売収支の管理を徹底し、粗利益率の改善に努めた結果、売上総利益率

が前年同期と比べ0.25ポイント増加し、売上総利益は719百万円（前年同期比105.5％）となりまし

た。当第２四半期連結会計期間におきましては、南放セーラー広告株式会社の営業開始に伴う諸費

用を計上したほか、２期連続の増収増益を確保するために積極的な営業力強化費用を投入したこと

から人件費や研修費などが増加し、販売費及び一般管理費は713百万円（前年同期比108.2％）とな

り、営業利益は６百万円（前年同期比28.3％）となりました。また、経常利益は９百万円（前年同

期比28.6％）となりましたが、法人税などの計上により四半期純損益は15百万円の損失（前年同期

は１百万円の四半期純損失）となりました。

　
(2)　財政状態の分析　

当第２四半期連結会計期間末における総資産は4,281百万円となり、前連結会計年度末比13百万円

増加となりました。

資産の部では、現金及び預金ならびに仕掛品の増加と受取手形及び売掛金の減少などを要因とし

て、流動資産は前連結会計年度末比74百万円減少し2,094百万円となりました。また、のれんの発生

などを要因として、固定資産は前連結会計年度末比88百万円増加し2,187百万円となりました。

　負債の部では、短期借入金の増加と支払手形及び買掛金ならびに未払法人税等の減少などを要因

として、流動負債は前連結会計年度末比125百万円減少し1,751百万円となりました。また、長期借

入金の増加などを要因として、固定負債は前連結会計年度末比172百万円増加し966百万円となりま

した。

EDINET提出書類

セーラー広告株式会社(E05701)

四半期報告書

 4/19



純資産の部は、前連結会計年度末比32百万円減少し1,563百万円となりました。これは主に四半期

純損失の計上と期末配当金の支払いによるものであります。

　

　(3)　キャッシュ・フローの分析

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の残高は前年同四半期累計期間末に比

べ59百万円増加し、563百万円となりました。

営業活動の結果得られた資金は、前年同四半期累計期間に比べ132百万円減少し４百万円となりま

した。これは主に、税金等調整前四半期純利益９百万円、売上債権の減少額195百万円、仕入債務の

減少額78百万円、および法人税等の支払額66百万円によるものであります。

投資活動の結果使用した資金は、前年同四半期累計期間に比べ100百万円増加し68百万円となりま

した。これは主に、事業譲受による支出45百万円によるものであります。

財務活動の結果得られた資金は、前年同四半期累計期間に比べ217百万円増加し102百万円となり

ました。これは主に、長期借入れによる収入400百万円、長期借入金の返済による支出181百万円、

社債の償還による支出100百万円、および配当金の支払額14百万円によるものであります。

　
　(4)　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、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要

な変更または新たに生じた課題はありません。
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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 16,000,000

計 16,000,000

　

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25年９月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成25年11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 6,078,000 6,078,000
東京証券取引所

JASDAQ(スタンダード)
単元株式数は100株で
あります。

計 6,078,000 6,078,000 ― ―

(注)　完全議決権株式であり、株主としての権利内容に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。
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(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25年７月１日～
平成25年９月30日

― 6,078,000 ― 294,868 ― 194,868

　

(6) 【大株主の状況】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成25年９月30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(％)

セーラー広告株式会社 香川県高松市扇町二丁目７番20号 2,340,327 38.50

セーラーグループ社員持株会 香川県高松市扇町二丁目７番20号 603,700 9.93

セーラー広告取引先持株会 香川県高松市扇町二丁目７番20号 377,200 6.20

株式会社香川銀行 香川県高松市亀井町６番地１ 180,000 2.96

工藤　信仁 香川県高松市 165,000 2.71

株式会社百十四銀行 香川県高松市亀井町５番地の１ 100,000 1.64

東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目２番１号 100,000 1.64

村上　義憲 香川県高松市 91,900 1.51

福嶋　正義 大阪府枚方市 85,000 1.39

讃陽食品工業株式会社 香川県高松市松島町一丁目13-14 76,000 1.25

計 ― 4,119,127 67.77
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成25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2,340,300 ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式3,737,100 37,371 ―

単元未満株式 普通株式     600 ― ―

発行済株式総数 6,078,000 ― ―

総株主の議決権 ― 37,371 ―

　(注)　「単元未満株式」欄には、当社所有の自己保有株式が27株含まれております。

　

② 【自己株式等】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成25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)
セーラー広告株式会社

香川県高松市扇町
二丁目７番20号

2,340,300 ― 2,340,300 38.50

計 ― 2,340,300 ― 2,340,300 38.50

　

　

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25年７月１

日から平成25年９月30日まで)および第２四半期連結累計期間(平成25年４月１日から平成25年９月30日ま

で)に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任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25年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 760,358 801,673

受取手形及び売掛金
※2 1,325,724 1,178,390

商品及び製品 15,831 12,169

仕掛品 4,511 35,882

原材料及び貯蔵品 1,316 1,451

その他 66,394 70,144

貸倒引当金 △5,183 △5,045

流動資産合計 2,168,953 2,094,665

固定資産

有形固定資産

土地 825,986 825,986

その他（純額） 311,443 319,491

有形固定資産合計 1,137,429 1,145,478

無形固定資産

のれん 164 57,082

その他 10,706 16,034

無形固定資産合計 10,870 73,116

投資その他の資産

投資不動産（純額） 670,521 665,773

その他 301,945 330,623

貸倒引当金 △21,699 △27,798

投資その他の資産合計 950,767 968,598

固定資産合計 2,099,068 2,187,194

資産合計 4,268,021 4,281,859

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金
※2 1,256,235 1,247,648

短期借入金 214,892 268,484

未払法人税等 77,851 24,409

賞与引当金 64,200 67,028

返品調整等引当金 11,402 8,248

その他 252,601 135,674

流動負債合計 1,877,181 1,751,492

固定負債

社債 100,000 100,000

長期借入金 475,928 639,876

退職給付引当金 147,894 146,648

役員退職慰労引当金 33,647 38,695

その他 36,845 41,323

固定負債合計 794,315 966,543

負債合計 2,671,497 2,718,036
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 294,868 294,868

資本剰余金 195,080 195,080

利益剰余金 1,401,945 1,371,958

自己株式 △320,411 △320,411

株主資本合計 1,571,483 1,541,496

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 14,811 12,468

その他の包括利益累計額合計 14,811 12,468

新株予約権 10,230 9,858

純資産合計 1,596,524 1,563,823

負債純資産合計 4,268,021 4,281,859
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(2)【四半期連結損益及び包括利益計算書】
【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24年４月１日
　至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

売上高 4,214,801 4,381,926

売上原価 3,533,066 3,662,394

売上総利益 681,735 719,532

販売費及び一般管理費
※1 659,031 ※1 713,098

営業利益 22,703 6,433

営業外収益

受取利息 51 43

受取配当金 1,811 1,926

投資不動産賃貸料 24,445 21,554

その他 3,094 3,809

営業外収益合計 29,403 27,332

営業外費用

支払利息 7,756 6,567

不動産賃貸費用 10,986 10,300

貸倒引当金繰入額 － 7,000

その他 312 458

営業外費用合計 19,056 24,326

経常利益 33,050 9,440

特別利益

投資有価証券売却益 499 －

新株予約権戻入益 501 372

特別利益合計 1,001 372

特別損失

固定資産除却損 2,171 87

保険解約損 1,722 －

その他 80 －

特別損失合計 3,975 87

税金等調整前四半期純利益 30,076 9,724

法人税、住民税及び事業税 29,565 22,771

法人税等調整額 1,643 1,989

法人税等合計 31,209 24,760

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,132 △15,036

四半期純損失（△） △1,132 △15,036

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,132 △15,036

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △6,683 △2,342

その他の包括利益合計 △6,683 △2,342

四半期包括利益 △7,816 △17,378

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △7,816 △17,378

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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24年４月１日
　至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年９月30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 30,076 9,724

減価償却費 10,563 12,002

のれん償却額 82 3,082

貸倒引当金の増減額（△は減少） 986 5,960

退職給付引当金の増減額（△は減少） 136 △1,246

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △12,057 5,048

賞与引当金の増減額（△は減少） △4,200 2,828

受取利息及び受取配当金 △1,863 △1,969

賃貸料の受取額 △24,445 △21,554

投資不動産賃貸費用 10,986 10,300

支払利息 7,756 6,567

売上債権の増減額（△は増加） 371,178 195,354

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,154 △27,321

仕入債務の増減額（△は減少） △220,831 △78,862

その他 △13,372 △45,068

小計 153,843 74,847

利息及び配当金の受取額 1,831 2,093

利息の支払額 △7,781 △6,293

法人税等の支払額 △10,963 △66,386

営業活動によるキャッシュ・フロー 136,929 4,260

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △46,900 △49,400

定期預金の払戻による収入 53,800 45,800

有形固定資産の取得による支出 － △11,247

投資有価証券の取得による支出 △4,226 △4,230

保険積立金の積立による支出 △3,947 △3,854

投資不動産の賃貸による収入 24,360 21,445

事業譲受による支出 － △45,893

その他 8,825 △21,204

投資活動によるキャッシュ・フロー 31,912 △68,584

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △1,100 △600

長期借入れによる収入 － 400,000

長期借入金の返済による支出 △98,556 △181,860

社債の償還による支出 － △100,000

リース債務の返済による支出 △434 △554

配当金の支払額 △14,950 △14,950

財務活動によるキャッシュ・フロー △115,041 102,034

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 53,800 37,710

現金及び現金同等物の期首残高 449,429 525,336

現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 503,230 ※1 563,047
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

　　　該当事項はありません。

　

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

　
当第２四半期連結累計期間

(自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30日)

連結の範囲の重要な変更

第１四半期連結会計期間より、新たに設立した南放セーラー広告株式会社を連結の範囲に含めております。

　

(四半期連結貸借対照表関係)

　１　受取手形割引高

　　　

　
前連結会計年度

(平成25年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成25年９月30日)

　 31,983千円 33,868千円

　

　※２　期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

　　　　なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、前連結会計年

度末残高に含まれております。

　

　
前連結会計年度

(平成25年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成25年９月30日)

受取手形 991千円 ―

支払手形 24,205千円 ―

　

(四半期連結損益計算書関係)

　※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額は、次のとおりであります。

　

　
前第２四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
 至　平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年９月30日)

報酬及び給料手当    338,687千円 361,254千円

賞与引当金繰入額 46,557千円 49,383千円

退職給付費用 11,339千円 11,528千円

役員退職慰労引当金繰入額 2,214千円 5,048千円

貸倒引当金繰入額 986千円 △732千円
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　※１　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

は、次のとおりであります。

　

　
前第２四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
 至　平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年９月30日)

現金及び預金 740,444千円 801,673千円

預入期間が３か月を超える

定期預金
△237,213千円 △238,626千円

現金及び現金同等物 503,230千円 563,047千円

　
(株主資本等関係)

前第２四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年９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

平成24年６月26日
定時株主総会

普通株式 14,950 4.00 平成24年３月31日 平成24年６月27日 利益剰余金

　

２．基準日が当第２四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２四半期連結会計

期間の末日後となるもの

　

該当事項はありません。

　

当第２四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年９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

平成25年６月25日
定時株主総会

普通株式 14,950 4.00 平成25年３月31日 平成25年６月26日 利益剰余金

　

２．基準日が当第２四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２四半期連結会計

期間の末日後となるもの

　

該当事項はありません。

EDINET提出書類

セーラー広告株式会社(E05701)

四半期報告書

15/19



(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24年４月１日 至 平成24年９月30日)

当社グループの事業セグメントは、広告およびそれに付随する業務からなる単一セグメントであるた

め、報告セグメントごとの売上高などの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25年４月１日 至 平成25年９月30日)

当社グループの事業セグメントは、広告およびそれに付随する業務からなる単一セグメントであるた

め、報告セグメントごとの売上高などの記載を省略しております。　

　

(企業結合等関係)

　取得による企業結合

　１．企業結合の概要

　　(1)　相手企業の名称及び取得した事業の内容

　　　　 相手企業の名称　　　株式会社南放

　　　　 取得した事業の内容　広告事業

　　(2)　事業譲受を行った主な理由

　　　 　当社グループの高知エリアでの顧客基盤の拡大およびシェアの拡大を図るためでありま

          す。

　　(3)　事業譲受日

　　　 　平成25年７月１日

　　(4)　企業結合の法的形式

　　 　　事業の譲受け

　　(5)　企業結合後企業の名称

　　 　　南放セーラー広告株式会社

　　２．四半期連結累計期間に係る四半期連結損益及び包括利益計算書に含まれる取得した事業の業績の期

間

　　　平成25年７月１日から平成25年９月30日まで

　３．取得した事業の取得原価及びその内訳

取得の対価 45,893千円

取得に直接要した費用 ―

取得原価 45,893千円

　４．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間　　　　　

　　(1)　発生したのれんの金額　　

　　 　　60,000千円

　　(2)　発生原因

　　　 　　取得原価が、取得した資産および引き受けた負債に配分された純額を上回ったため、その

 超過額をのれんとして計上しております。

　　(3)　償却方法及び償却期間

　　　 　５年間にわたる均等償却
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純損失金額および算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

項目
前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

 １株当たり四半期純損失金額(△) △０円30銭 △４円02銭

    (算定上の基礎) 　 　

 四半期純損失金額(△)(千円) △1,132 △15,036

 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損失金額(△)(千円) △1,132 △15,036

 普通株式の期中平均株式数(千株) 3,737 3,737

(注) １．前第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純

損失であり、また、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

２．当第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後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。

　

(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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新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

　公認会計士   藤   田   立   雄   印

指定有限責任社員
業務執行社員

　公認会計士   後   藤   英   之   印

独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成25年11月12日

セーラー広告株式会社

取締役会  御中

　

　

　

　
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

セーラー広告株式会社の平成25年４月１日から平成26年３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25年７月１日から平成25年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成25年４月１日から平
成25年９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、四半期連結損益及び
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、セーラー広告株式会社及び連結子会社の平
成25年９月30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。

２．四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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