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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41期

第２四半期
連結累計期間

第42期
第２四半期
連結累計期間

第41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 （百万円） 5,508 15,739 22,072

経常利益 （百万円） 998 8,686 9,028

四半期（当期）純利益 （百万円） 784 5,504 6,583

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） △1,949 28,852 15,565

純資産額 （百万円） 95,259 140,275 112,535

総資産額 （百万円） 130,350 191,229 164,122

１株当たり四半期（当期）純利益金額 （円） 17.68 124.07 148.37

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 （％） 73.0 73.3 68.6

営業活動によるキャッシュ・フロー （百万円） △2,220 6,630 8,476

投資活動によるキャッシュ・フロー （百万円） △1,978 484 △4,623

財務活動によるキャッシュ・フロー （百万円） △1,555 △16,430 6,816

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（百万円） 34,660 44,243 53,063

　

回次
第41期

第２四半期
連結会計期間

第42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） 11.91 80.69

　
　

（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．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、潜在株式が存在しないため記載して

おりません。

　

　

２【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、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、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前連結会計年度の有価

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】

（１）業績の状況

当第２四半期連結累計期間の連結業績は、売上高15,739百万円（前年同四半期5,508百万円）、経常利益8,686

百万円（前年同四半期998百万円）、四半期純利益5,504百万円（前年同四半期784百万円）となりました。

主な営業活動の状況は、以下のとおりであります。なお、当社グループは、投資及び投資事業組合管理運営事

業の単一セグメントであります。

　

（投資実行の状況）

当第２四半期連結累計期間の当社グループ及び投資事業組合の投資実行額は12,443百万円（前年同四半期

12,821百万円）、投資会社数は46社（前年同四半期43社）となりました。

 

（キャピタルゲインと新規上場の状況）

営業投資有価証券売上高は12,369百万円（前年同四半期3,335百万円）であり、このうち、配当金及び債券利子

を除く株式等売却高は12,149百万円（前年同四半期3,118百万円）であります。これに伴うキャピタルゲインは

7,644百万円（前年同四半期662百万円）となりました。その内訳は上場株式の売却によるものが8,168百万円（前

年同四半期1,225百万円）、上場株式以外によるものが△523百万円（前年同四半期△563百万円）であります。上

場株式以外によるキャピタルゲイン△523百万円の内訳は、買収・トレードセール等による売却益910百万円（前

年同四半期391百万円）・売却損1,434百万円（前年同四半期955百万円）であります。

また、当社グループ及び投資事業組合の投資先からのＩＰＯ社数は、国内４社（前年同四半期８社）、海外２

社（前年同四半期３社）となりました。

なお、営業投資有価証券売上原価4,677百万円（前年同四半期3,161百万円）に含まれる強制評価損は172百万円

（前年同四半期705百万円）であり、全て上場営業投資有価証券によるもの（前年同四半期上場営業投資有価証券

の強制評価損は158百万円、未上場営業投資有価証券の強制評価損は547百万円）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)

前連結会計年度
(自　平成24年４月１日
至　平成25年３月31日)

金 額（百万円） 金 額（百万円） 金 額（百万円）

営業投資有価証券売上高 3,335 12,369 17,744

 売却高（①） 3,118 12,149 17,414

 配当金・債券利子 217 220 330

営業投資有価証券売上原価 3,161 4,677 10,738

 売却原価（②） 2,455 4,504 10,032

 強制評価損 705 172 705

     

キャピタルゲイン（①-②） 662 7,644 7,381
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（投資損失引当金の状況）

営業投資有価証券については、その損失に備えるため、投資先会社の実情に応じ、損失見積額を計上しており

ます。個別銘柄ごとには、原則として回収見込額が取得原価の70％未満になったものを引当しております。ま

た、個別引当対象にならなかった未上場残高に対しても10％の一括引当を行っております。

当第２四半期連結累計期間の投資損失引当金繰入額は2,029百万円（前年同四半期1,162百万円）となりまし

た。その内訳は、個別引当による繰入は1,805百万円（前年同四半期927百万円）、一括引当による繰入（△は取

崩）は224百万円（前年同四半期235百万円）であります。

一方、個別引当について、引当銘柄の売却や強制評価損等により1,520百万円（前年同四半期1,581百万円）を

取り崩しましたので、投資損失引当金繰入額の純額（△は戻入額）は509百万円（前年同四半期△419百万円）と

なりました。

この結果、当第２四半期連結会計期間末の投資損失引当金残高は19,369百万円（前期末18,843百万円）、未上

場営業投資有価証券残高に対する引当率は26.9％（前期末26.9％）となりました。

 

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)

前連結会計年度
(自　平成24年４月１日
至　平成25年３月31日)

金 額（百万円） 金 額（百万円） 金 額（百万円）

投資損失引当金繰入額（①） 1,162 2,029 2,033

　 個別繰入額 927 1,805 1,684

　 一括繰入(△取崩)額 235 224 349

投資損失引当金取崩額（②） 1,581 1,520 2,900

投資損失引当金繰入額
（純額・△は戻入額）
（③＝①－②）

△419 509 △866

　

 

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）

金 額（百万円） 金 額（百万円）

投資損失引当金残高 18,843 19,369

 個別引当残高 14,034 14,336

 一括引当残高 4,809 5,033

未上場営業投資有価証券残高
に対する引当率

26.9％ 26.9％
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（営業投資有価証券残高の状況）

上場営業投資有価証券の「取得原価と時価の差額（評価損益）」は25,923百万円（前期末6,266百万円）であり

ます。その内訳は時価が取得原価を超えるもの（評価益）が26,661百万円（前期末7,167百万円）、時価が取得原

価を超えないもの（評価損）が737百万円（前期末901百万円）であります。

なお、時価が取得原価を超えないものの評価差額（評価損）は、部分純資産直入法により評価損として計上し

ております。当第２四半期連結累計期間の評価損計上額（△は戻入益）は△163百万円（前年同四半期50百万円）

となりました。

　

以上のような投資・売却・時価変動等の結果、当第２四半期連結会計期間末の営業投資有価証券の投資残高は

102,830百万円（前期末81,880百万円）となりました。

 

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）

金 額（百万円） 金 額（百万円）

上場営業投資有価証券の取得原価
と時価の差額

6,266 25,923

 時価が取得原価を超えるもの 7,167 26,661

 時価が取得原価を超えないもの △901 △737

　

 

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)

前連結会計年度
(自　平成24年４月１日
至　平成25年３月31日)

金 額（百万円） 金 額（百万円） 金 額（百万円）

部分純資産直入法に基づく
営業投資有価証券評価損
（△戻入益）

50 △163 △1,101

　

営業投資有価証券残高

 

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)

取得原価
（百万円）

連結貸借
対照表計上額
（百万円）

取得原価
（百万円）

四半期連結貸借
対照表計上額
（百万円）

上場 5,493 11,760 4,790 30,713

未上場 62,152 65,159 63,742 67,311

小計 67,646 76,920 68,532 98,024

他社プライベートエクイ
ティファンド等への出資

4,618 4,960 4,269 4,805

合計 72,264 81,880 72,802 102,830

（注）「他社プライベートエクイティファンド等への出資」は、当社グループ以外の第三者の運営する未上場

株式等を対象とする投資ファンドへの出資であります。
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（投資事業組合の管理運営業務）

当第２四半期連結累計期間の投資事業組合の管理運営業務による収入は3,329百万円（前年同四半期2,117百万

円）で、その内訳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)

前連結会計年度
(自　平成24年４月１日
至　平成25年３月31日)

金 額（百万円） 金 額（百万円） 金 額（百万円）

投資事業組合管理収入 2,117 3,329 4,225

 管理報酬 2,092 2,220 4,140

 成功報酬 24 1,108 85

（注）管理報酬及び成功報酬は、当社グループの出資持分相当額相殺後の金額となっております。

　

　

（２）キャッシュ・フローの状況

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは6,630百万円のキャッシュインフロー（前年

同四半期2,220百万円のキャッシュアウトフロー）となりました。これは主に営業投資有価証券の売却によるもの

であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは484百万円のキャッシュインフロー（前年同

四半期1,978百万円のキャッシュアウトフロー）となりました。これは主に有価証券の償還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）

当第２四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは16,430百万円のキャッシュアウトフロー

（前年同四半期1,555百万円のキャッシュアウトフロー）となりました。これは主に社債の償還によるものであり

ます。

これらの結果、現金及び現金同等物の当第２四半期連結会計期間末残高は44,243百万円（前年同四半期末

34,660百万円）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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（５）営業投資活動の状況

当社グループは、下図のとおり、当社グループと投資事業組合の資金により、国内外の有望未上場企業等への投資

を行っております。

投資事業組合における営業投資有価証券の売却損益等は、投資事業組合の出資持分に応じて、当社グループに直接

帰属いたします。また、当社グループは、投資事業組合から投資事業組合の契約に基づいて管理運営に対する管理報

酬と投資成果に対する成功報酬を受領しております。

連結貸借対照表の営業投資有価証券残高は、当社グループ（下図①）の営業投資有価証券残高と投資事業組合の当

社グループの出資持分（下図②）に応じた営業投資有価証券残高の合計額であります。

次ページ以降の「投資実行額」「投資残高」につきましては、当社グループの営業投資活動（投資及び投資事業組

合の管理運営）を表すため、当社グループ（下図①）と投資事業組合（下図③）を合算した投資活動の状況を記載し

ております。

　

　

　

（注）用語説明

名　　称 定　　　　義

 当社グループ 当社及び連結子会社

 投資事業組合

（ファンド）

当社グループが管理運営する投資事業組合(投資事業有限責任組合契約

に関する法律上の組合、民法上の任意組合、外国の法制上のリミテッド

パートナーシップ等)
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①投資実行状況

①－１　投資実行額

 

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)

前連結会計年度
(自　平成24年４月１日
至　平成25年３月31日)

金 額（百万円） 社 数 金 額（百万円） 社 数 金 額（百万円） 社 数

エクイティ 12,641 35 12,268 38 20,505 59

他社プライベートエクイ
ティファンド等への出資

180 8 174 8 448 13

合計 12,821 43 12,443 46 20,954 72

　

①－２　エクイティ投資実行額：業種別

 

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)

前連結会計年度
(自　平成24年４月１日
至　平成25年３月31日)

金 額（百万円） 金 額（百万円） 金 額（百万円）

エレクトロニクス 250 448 2,719

ソフトウェア 1,199 251 2,325

ＩＴサービス 8,367 4,232 11,118

医療・バイオ 1,893 1,993 2,107

サービス 95 3,729 95

製造業 834 1,611 1,439

流通・小売・外食 － － 200

住宅・金融等 － 1 501

その他（上場会社の非
上場化案件等）

－ － －

合計 12,641 12,268 20,505

　

①－３　エクイティ投資実行額：地域別

 

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)

前連結会計年度
(自　平成24年４月１日
至　平成25年３月31日)

金 額（百万円） 金 額（百万円） 金 額（百万円）

日本 6,727 8,250 11,280

米国 4,328 1,723 6,636

アジア 1,585 2,294 2,588

合計 12,641 12,268 20,505

　

（注）１．「投資実行額」は、当社グループ及び投資事業組合の投資実行額の合計であります。

２．「他社プライベートエクイティファンド等への出資」は、当社グループ以外の第三者の運営する未上場

株式等を対象とする投資ファンドへの出資であり、「社数」欄にはファンド数を表示しております。

３．外貨建の「投資実行額」については、四半期連結会計期間ごとにそれぞれの四半期末為替レートで換算

した額を合計しております。
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②投資残高

②－１　投資残高

  

前第２四半期連結会計期間

(平成24年９月30日)

当第２四半期連結会計期間

(平成25年９月30日)

前連結会計年度

(平成25年３月31日)

金 額（百万円） 社 数 金 額（百万円） 社 数 金 額（百万円） 社 数

エク

イ

ティ

上場 16,769 100 11,321 80 13,723 85

未上場 158,985 623 164,240 541 160,178 566

小計 175,754 723 175,562 621 173,902 651

他社プライベートエクイ
ティファンド等への出資

4,975 49 4,485 43 4,819 44

 合計 180,729 772 180,047 664 178,721 695

　

②－２　未上場エクイティ投資残高：業種別

 

前第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

金 額（百万円） 金 額（百万円） 金 額（百万円）

エレクトロニクス 19,078 21,973 23,098

ソフトウェア 13,931 15,696 16,497

ＩＴサービス 39,247 45,459 41,782

医療・バイオ 11,309 8,067 7,097

サービス 25,202 26,922 24,486

製造業 18,352 19,987 18,741

流通・小売・外食 12,600 8,433 10,442

住宅・金融等 4,551 2,987 3,321

その他（上場会社の非
上場化案件等）

14,711 14,711 14,711

合計 158,985 164,240 160,178

　

②－３　未上場エクイティ投資残高：地域別

 

前第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

金 額（百万円） 金 額（百万円） 金 額（百万円）

日本 112,246 107,282 106,343

米国 24,484 28,850 27,451

アジア 22,253 28,106 26,384

合計 158,985 164,240 160,178

　

（注）１．「投資残高」は、当社グループ及び投資事業組合の投資残高の合計であります。

２．「投資残高」は取得原価で表示しております。

３．「エクイティ」には、他社との共同投資による投資事業組合への出資を含んでおります。

４．「他社プライベートエクイティファンド等への出資」は、当社グループ以外の第三者の運営する未上場

株式等を対象とする投資ファンドへの出資であり、「社数」欄にはファンド数を表示しております。

５．外貨建の「投資残高」については、各決算期末為替レートで換算しております。

　

EDINET提出書類

株式会社ジャフコ(E04806)

四半期報告書

 9/29



（６）投資事業組合の運用状況

 

前第２四半期連結会計期間
（平成24年９月30日） 

当第２四半期連結会計期間
（平成25年９月30日）

前連結会計年度
（平成25年３月31日） 

ファンド数 出資金総額 ファンド数 出資金総額 ファンド数 出資金総額

円建

  （百万円）   （百万円）   （百万円）  

運用中 30 386,450 32 419,300 32 407,900

延長中 － － 2 23,000 2 23,000

小計 30 386,450 34 442,300 34 430,900

米ドル建

  （千米ドル）   （千米ドル）   （千米ドル）  

運用中 9 439,500 10 370,500 10 350,500

延長中 － － － － － －

小計 9 439,500 10 370,500 10 350,500

合計

  （百万円）   （百万円）   （百万円）  

運用中 39 420,555 42 455,516 42 440,864

延長中 － － 2 23,000 2 23,000

合計 39 420,555 44 478,516 44 463,864

（注）１．「出資金総額」は、契約上出資が約束されている額の総額であります。

２．合計欄における米ドル建「出資金総額」については、各決算期末為替レートで換算しております。

３．「出資金総額」に占める当社グループの出資持分は、前第２四半期連結会計期間では38.2％、当第２四半

期連結会計期間では39.4％、前連結会計年度では38.7％であります。

　　

（７）投資先会社ＩＰＯ（新規上場）の状況

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）

　 投資先会社名 上場年月日 上場市場 事業内容
本　社
所在地

国内：８社

㈱ウチヤマホールディン

グス
平成24年４月20日 ＪＡＳＤＡＱ

介護事業、カラオケ事業及び飲食事
業等を営む子会社の経営管理並びに
これらに附帯する業務

福岡県

㈱北の達人コーポレー

ション
平成24年５月29日 アンビシャス

オリジナル健康食品、化粧品、雑貨
の企画、開発、製造、販売事業

北海道

日本エマージェンシーア

シスタンス㈱
平成24年６月20日 ＪＡＳＤＡＱ

医療機関紹介、医療通訳、緊急搬送
等の医療アシスタンスサービスの提
供事業及びカード会社向けコンシェ
ルジュ等のライフアシスタンスサー
ビスの提供事業

東京都

㈱モブキャスト 平成24年６月26日 マザーズ
モバイルエンターテインメントプ
ラットフォームの運営

東京都

㈱ワイヤレスゲート 平成24年７月19日 マザーズ
ワイヤレス・ブロードバンドサービ
スの提供

東京都

㈱エニグモ 平成24年７月24日 マザーズ
ソーシャル・ショッピング・サイト
「BUYMA（バイマ）」の企画・運営

東京都

サクセスホールディング

ス㈱
平成24年８月７日 ＪＡＳＤＡＱ 保育事業（受託保育、公的保育） 神奈川県

㈱メディアフラッグ 平成24年９月28日 マザーズ
店舗・店頭マーケティングに特化し
た覆面調査事業、営業アウトソーシ
ング事業、システム事業等

東京都
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　 投資先会社名 上場年月日 上場市場 事業内容
本　社
所在地

海外：３社

Proofpoint, Inc. 平成24年４月20日 ＮＡＳＤＡＱ
オンディマンドベースのセキュリ
ティ、アーカイブ、暗号化および情
報漏えい防止ソリューション提供

米国

Global Market Group

Limited
平成24年６月22日 ロンドンAIM 企業向け貿易専門ポータル運営 中国

Palo Alto Networks,

Inc.
平成24年７月20日 ＮＹＳＥ

次世代ファイアーウォール製品の開
発・販売

米国

（注）海外企業の本社所在地は、主たる営業地域又は実質的な本社所在地を基準に記載しております。
　

上記のほか、前第２四半期連結累計期間に株式交換・合併により上場会社に買収され、上場会社の株式を取得し

た主な投資先は以下のとおりであります。

ClairMail, Inc.

　

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）

　 投資先会社名 上場年月日 上場市場 事業内容
本　社
所在地

国内：４社

㈱リプロセル 平成25年６月26日 ＪＡＳＤＡＱ
ヒトiPS細胞及びヒトES細胞の技術
を基盤としたiPS細胞事業と臓器移
植等に係わる臨床検査事業

神奈川県

夢展望㈱ 平成25年７月10日 マザーズ
衣料品・雑貨のインターネット販
売、玩具の卸売販売等

大阪府

㈱Ｎ・フィールド 平成25年８月29日 マザーズ 訪問看護及びその他サービスの提供 大阪府

㈱オープンハウス 平成25年９月20日 東京１

不動産売買の代理・仲介事業、新築
戸建分譲事業、マンション・ディベ
ロップメント事業、不動産流動化事
業、不動産金融事業

東京都

海外：２社

TCI Co., Ltd. 平成25年９月12日 台湾店頭
健康食品、化粧品、スキンケア用品
のOEM/ODM

台湾

FireEye, Inc. 平成25年９月20日 ＮＡＳＤＡＱ
マルウェア検知アプライアンスの開
発、販売

米国

（注）海外企業の本社所在地は、主たる営業地域又は実質的な本社所在地を基準に記載しております。
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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 80,000,000

計 80,000,000

 

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 48,294,336 48,294,336
東京証券取引所

市 場 第 一 部
単元株式数100株

計 48,294,336 48,294,336 － －

 　

（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

（百万円）

資本金
残高

（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

平成25年７月１日～
平成25年９月30日

－ 48,294,336 － 33,251 － 32,806
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（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
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋１－９－１ 8,384 17.36

株式会社野村総合研究所 東京都千代田区丸の内１－６－５ 4,948 10.25

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 東京都中央区晴海１－８－11 3,399 7.04

日本マスタートラスト信託銀行株式会社

（信託口）
東京都港区浜松町２－11－３ 3,009 6.23

野村アセットマネジメント株式会社 東京都中央区日本橋１－12－１ 2,304 4.77

資産管理サービス信託銀行株式会社 東京都中央区晴海１－８－12 1,253 2.60

MSIP CLIENT SECURITIES

（常任代理人　モルガン・スタンレーMUFG証
券株式会社）

25 Cabot Square, Canary Wharf,

London E14 4QA, U.K.

（東京都渋谷区恵比寿４－20－３）

685 1.42

ジェイピー　モルガン　チェース　バンク　

385094

（常任代理人　株式会社みずほ銀行決済営業

部）

WOOLGATE HOUSE, COLEMAN STREET

LONDON EC2P 2HD, ENGLAND

（東京都中央区月島４－16－13）

651 1.35

クリアストリーム　バンキング　エス　
エー　
（常任代理人　香港上海銀行東京支店）

42, AVENUE JF KENNEDY, L-1855

LUXEMBOURG

（東京都中央区日本橋３－11－１）

539 1.12

ジユニパー

（常任代理人　株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）

P.O.BOX 2992 RIYADH 11169 KINGDOM

OF SAUDI ARABIA

（東京都千代田区丸の内２－７－１）
 

538 1.12

計 － 25,713 53.24

（注）１．当社は、平成25年９月30日現在、自己株式を3,925千株保有しておりますが、上記大株主からは除外して

おります。

２．日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社及び資産管理サービス信託銀行株式会社の株式は全て信託

業務に係るものであります。

３．株式会社野村総合研究所の所有株式数には、同社が退職給付信託の信託財産として拠出している当社株

式750千株（所有株式比率1.55％）を含んでおります。（株主名簿上の名義は「日本マスタートラスト信

託銀行株式会社（退職給付信託野村総合研究所口）」であります。）

４．三井住友信託銀行株式会社及びその共同保有者である日興アセットマネジメント株式会社から、平成24

年12月20日付で大量保有報告書の提出があり、平成24年12月14日現在で以下のとおり株式を所有してい

る旨報告されておりますが、当社として平成25年９月30日現在の実質所有株式数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。 

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

（千株）
株券等保有割合

（％）

三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内１－４－１ 850 1.76

日興アセットマネジメント株式会社 東京都港区赤坂９－７－１ 1,316 2.73

計 ― 2,166 4.49
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５．ラザード・ジャパン・アセット・マネージメント株式会社及びその共同保有者であるラザード・アセッ

ト・マネージメント・エルエルシーから平成25年８月19日付で大量保有報告書の提出があり、平成25年

８月15日現在で以下のとおり株式を所有している旨報告されておりますが、当社としては平成25年９月

30日現在の実質所有株式数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。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

（千株）
株券等保有割合

（％）

ラザード・アセット・マネージメン

ト・エルエルシー

（Lazard Asset Management LLC）

アメリカ合衆国ニューヨーク州ニュー

ヨーク市ロックフェラープラザ30番地
530 1.10

ラザード・ジャパン・アセット・マ

ネージメント株式会社
東京都港区赤坂２-11-７ 4,236 8.77

計 － 4,766 9.87

　

（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） 普通株式 3,925,800 － 単元株式数 100株

完全議決権株式（その他） 普通株式 44,347,400 443,474 同上

単元未満株式 普通株式 21,136 － －

発行済株式総数 48,294,336 － －

総株主の議決権 － 443,474 －

（注）１．「完全議決権株式(その他)」の欄には証券保管振替機構名義の株式が、200株含まれております。また

「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数が２個含まれております。

２．「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式が88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（％）

株式会社ジャフコ
東京都千代田区大手町

１－５－１
3,925,800 － 3,925,800 8.13

計 － 3,925,800 － 3,925,800 8.13

（注）上記の株式数には「単元未満株式」88株は含めておりません。　

　

　

　

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）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。

 

EDINET提出書類

株式会社ジャフコ(E04806)

四半期報告書

15/29



１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

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 20,752 15,931

営業投資有価証券 81,880 102,830

投資損失引当金 △18,843 △19,369

有価証券 38,811 34,312

繰延税金資産 52 70

その他 1,254 2,000

貸倒引当金 △31 △33

流動資産合計 123,875 135,742

固定資産

有形固定資産 289 256

無形固定資産 208 184

投資その他の資産

投資有価証券 38,787 54,095

出資金 127 128

長期貸付金 195 191

繰延税金資産 110 115

その他 527 515

投資その他の資産合計 39,748 55,046

固定資産合計 40,246 55,487

資産合計 164,122 191,229
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（単位：百万円）

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)

負債の部

流動負債

1年内償還予定の社債 15,000 －

1年内返済予定の長期借入金 3,915 5,203

未払法人税等 1,264 3,108

繰延税金負債 2,601 9,784

賞与引当金 235 238

役員臨時報酬引当金 153 －

成功報酬返戻引当金 2,473 2,473

その他 1,120 1,459

流動負債合計 26,763 22,266

固定負債

社債 10,000 10,000

長期借入金 6,636 5,026

繰延税金負債 7,666 13,140

退職給付引当金 477 477

その他 42 42

固定負債合計 24,822 28,687

負債合計 51,586 50,954

純資産の部

株主資本

資本金 33,251 33,251

資本剰余金 32,806 32,806

利益剰余金 45,915 50,310

自己株式 △20,075 △20,076

株主資本合計 91,897 96,291

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 22,619 45,372

為替換算調整勘定 △1,984 △1,397

その他の包括利益累計額合計 20,635 43,974

少数株主持分 3 9

純資産合計 112,535 140,275

負債純資産合計 164,122 191,229
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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：百万円）

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

営業投資有価証券売上高 3,335 12,369

投資事業組合管理収入 2,117 3,329

その他の売上高 55 40

売上高合計 5,508 15,739

売上原価

営業投資有価証券売上原価 3,161 4,677

その他の原価 29 187

売上原価合計 3,190 4,865

売上総利益 2,317 10,874

投資損失引当金繰入額（△戻入額） △419 509

部分純資産直入法に基づく営業投資有価証券評価損
（△戻入益）

50 △163

差引売上総利益 2,686 10,528

販売費及び一般管理費
※1 2,121 ※1 2,432

営業利益 565 8,096

営業外収益

受取利息 44 53

受取配当金 476 587

為替差益 － 98

雑収入 221 55

営業外収益合計 742 794

営業外費用

支払利息 195 201

投資有価証券評価損 8 0

為替差損 100 －

雑損失 6 2

営業外費用合計 309 204

経常利益 998 8,686

特別利益

投資有価証券売却益 25 －

特別利益合計 25 －

特別損失

投資有価証券評価損 9 －

特別損失合計 9 －

税金等調整前四半期純利益 1,013 8,686

法人税、住民税及び事業税 138 3,249

法人税等調整額 93 △67

法人税等合計 231 3,181

少数株主損益調整前四半期純利益 781 5,504

少数株主利益又は少数株主損失（△） △2 0

四半期純利益 784 5,504
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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：百万円）

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)

少数株主損益調整前四半期純利益 781 5,504

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △2,171 22,760

為替換算調整勘定 △560 587

その他の包括利益合計 △2,731 23,347

四半期包括利益 △1,949 28,852

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,966 28,844

少数株主に係る四半期包括利益 16 7
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

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 1,013 8,686

減価償却費 73 82

投資損失引当金の増減額（△は減少） △419 509

貸倒引当金の増減額（△は減少） △130 1

賞与引当金の増減額（△は減少） △18 2

役員臨時報酬引当金の増減額（△は減少） △128 △153

退職給付引当金の増減額（△は減少） 33 0

部分純資産直入法に基づく営業投資有価証券評
価損（△は戻入益）

50 △163

投資有価証券評価損（△は戻入益） 8 0

投資有価証券評価損（特別損失） 9 －

受取利息及び受取配当金 △521 △640

支払利息 195 201

為替差損益（△は益） 226 △226

投資有価証券売却損益（△は益） △25 －

営業投資有価証券の増減額（△は増加） △2,897 △463

未収消費税等の増減額（△は増加） － 20

未払消費税等の増減額（△は減少） 11 76

その他の流動資産の増減額（△は増加） 233 △384

その他の流動負債の増減額（△は減少） △0 197

その他 △74 △229

小計 △2,359 7,518

利息及び配当金の受取額 508 653

利息の支払額 △193 △220

法人税等の支払額 △176 △1,320

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,220 6,630

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 △2,000 △6,000

有価証券の償還による収入 － 6,500

有形固定資産の取得による支出 △2 △13

無形固定資産の取得による支出 △1 △8

投資有価証券の売却による収入 33 －

長期貸付けによる支出 △5 －

長期貸付金の回収による収入 6 6

投資その他の資産の増加に伴う支出 △15 △6

投資その他の資産の減少に伴う収入 5 5

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,978 484

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 2,700 1,500

長期借入金の返済による支出 △3,148 △1,822

社債の償還による支出 － △15,000

配当金の支払額 △1,107 △1,107

自己株式の取得による支出 △0 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,555 △16,430

現金及び現金同等物に係る換算差額 △611 495

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △6,367 △8,820

現金及び現金同等物の期首残高 41,028 53,063
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現金及び現金同等物の四半期末残高
※1, ※2 34,660 ※1, ※2 44,243
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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）

※１　販売費及び一般管理費のうち、主な費目及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）

役員報酬 154百万円 143百万円

従業員給料 827 914

従業員賞与 191 269

退職給付費用 64 61

　

（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

 
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）

現金及び預金勘定 13,090百万円 15,931百万円

有価証券勘定 21,570 28,312

現金及び現金同等物 34,660 44,243

 

※２．現金及び現金同等物のうち投資事業組合持分の内訳

 
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）

現金及び預金勘定 3,830百万円 7,147百万円

有価証券勘定 5,678 11,657

現金及び現金同等物 9,509 18,805

 

（株主資本等関係）

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）

配当金支払額

(決議) 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

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５月９日

取締役会
普通株式 1,109 25  平成24年３月31日  平成24年５月30日 利益剰余金

　　

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）

配当金支払額

(決議) 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

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５月８日

取締役会
普通株式 1,109 25  平成25年３月31日  平成25年５月29日 利益剰余金

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

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）及び当第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）

当社グループは、投資及び投資事業組合管理運営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。　　

EDINET提出書類

株式会社ジャフコ(E04806)

四半期報告書

22/29



（金融商品関係）

事業の運営において重要なものであるため記載しております。なお、時価を把握することが極めて困難と認め

られるものは含まれておりません（（注2）参照）。

前連結会計年度（平成25年３月31日）

科目
連結貸借対照表計上額

（百万円）
時価

（百万円）
差額

（百万円）

(1) 現金及び預金 20,752 20,752 －

(2) 営業投資有価証券 11,760 11,760 －

(3) 有価証券 　 　 　

 満期保有目的の債券 6,500 6,496 △3

 その他有価証券 32,311 32,311 －

(4) 投資有価証券 37,593 37,593 －

資産計 108,917 108,914 △3

(1) 社債 25,000 25,036 36

(2) 長期借入金 10,551 10,610 59

負債計 35,551 35,647 96

　

当第２四半期連結会計期間（平成25年９月30日）

科目
四半期

連結貸借対照表計上額
（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

(1) 現金及び預金 15,931 15,931 －

(2) 営業投資有価証券 30,713 30,713 －

(3) 有価証券 　 　 　

 満期保有目的の債券 6,000 5,996 △3

 その他有価証券 28,312 28,312 －

(4) 投資有価証券 52,927 52,927 －

資産計 133,884 133,881 △3

(1) 社債 10,000 10,010 10

(2) 長期借入金 10,229 10,235 6

負債計 20,229 20,245 16

　 

（注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資産

(1) 現金及び預金

短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており

ます。

(2) 営業投資有価証券

営業投資有価証券のうち、株式の時価は取引所の価格によっております。また、営業投資有価証券のうち、

投資事業組合もしくはリミテッドパートナーシップへの出資については、組合財産を時価評価できるものは時

価評価を行った上、当該時価に対する持分相当額を計上しております。

(3) 有価証券

有価証券の時価は取引金融機関等から提示された価格によっております。

(4) 投資有価証券

株式の時価は取引所の価格によっております。

また、保有目的ごとの(2)営業投資有価証券、(3)有価証券、(4)投資有価証券に関する注記事項について

は、（有価証券関係）注記をご参照ください。

負債

(1) 社債

社債の時価は、市場価格によっております。
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(2) 長期借入金

長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状態は実行後大

きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっており

ます。固定金利によるものは、一定の期間ごとに区分した当該長期借入金の元利金の合計額を同様の借入にお

いて想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分

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）

連結貸借対照表計上額
（百万円）

四半期連結貸借対照表計上額
（百万円）

営業投資有価証券に属するもの 　 　

非上場株式(*1) 61,168 63,620

非上場内国・外国債券(*2) 1,242 1,172

その他(*3) 7,708 7,323

投資有価証券に属するもの 　 　

非上場株式(*1) 1,193 1,167

(*1)非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから「(2)営

業投資有価証券」及び「(4)投資有価証券」には含まれておりません。

(*2)非上場内国・外国債券については、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積もることなど

ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから「(2)営業投資有価証券」には含まれて

おりません。

(*3)営業投資有価証券に属するもののうち、「その他」は、投資事業組合もしくはリミテッドパートナーシッ

プへの出資のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成

されているものであるため、「(2)営業投資有価証券」には含まれておりません。

　

　　　

（有価証券関係）

事業の運営において重要なものであるため記載しております。

　

１．満期保有目的の債券

前連結会計年度（平成25年３月31日）

種類
連結貸借対照表計上額

（百万円）
時価

（百万円）
差額

（百万円）

有価証券に属するもの 　 　 　

（1）国債・地方債等 － － －

（2）社債 6,500 6,496 △3

（3）その他 － － －

合計 6,500 6,496 △3

　

当第２四半期連結会計期間（平成25年９月30日）

種類
四半期

連結貸借対照表計上額
（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

有価証券に属するもの 　 　 　

（1）国債・地方債等 － － －

（2）社債 6,000 5,996 △3

（3）その他 － － －

合計 6,000 5,996 △3
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２．その他有価証券

前連結会計年度（平成25年３月31日）

種類
取得原価
（百万円）

連結貸借対照表計上額
（百万円）

差額
（百万円）

営業投資有価証券に属するもの    

(1) 株式 5,493 11,760 6,266

(2) 債券 － － －

(3) その他 － － －

小計 5,493 11,760 6,266

投資有価証券に属するもの 　 　 　

(1) 株式 12,785 37,593 24,808

(2) 債券 － － －

(3) その他 － － －

小計 12,785 37,593 24,808

有価証券に属するもの 　 　 　

(1) 株式 － － －

(2) 債券 － － －

(3) その他 32,311 32,311 －

小計 32,311 32,311 －

合計 50,590 81,665 31,074

　

（注）１．以下については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表には含め

ておりません。

区分
連結貸借対照表計上額

（百万円）

その他有価証券 　

営業投資有価証券に属するもの 　

非上場株式 61,168

非上場内国・外国債券 1,242

その他 7,708

投資有価証券に属するもの 　

非上場株式 1,193

　　

（注）２．前連結会計年度において、その他有価証券（時価を把握することが極めて困難と認められるものを含む。）

について715百万円（営業投資有価証券に属するもの705百万円、投資有価証券に属するもの9百万円）の減

損処理（取得原価の切下げ）を行っております。
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当第２四半期連結会計期間（平成25年９月30日）

種類
取得原価
（百万円）

四半期
連結貸借対照表計上額

（百万円）

差額
（百万円）

営業投資有価証券に属するもの    

(1) 株式 4,790 30,713 25,923

(2) 債券 － － －

(3) その他 － － －

小計 4,790 30,713 25,923

投資有価証券に属するもの 　 　 　

(1) 株式 12,785 52,927 40,142

(2) 債券 － － －

(3) その他 － － －

小計 12,785 52,927 40,142

有価証券に属するもの 　 　 　

(1) 株式 － － －

(2) 債券 － － －

(3) その他 28,312 28,312 －

小計 28,312 28,312 －

合計 45,887 111,953 66,065

　

（注）１．以下については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表には含め

ておりません。

区分
四半期連結貸借対照表計上額

（百万円）

その他有価証券 　

営業投資有価証券に属するもの 　

非上場株式 63,620

非上場内国・外国債券 1,172

その他 7,323

投資有価証券に属するもの 　

非上場株式 1,167

　　

（注）２．当第２四半期連結累計期間において、その他有価証券（時価を把握することが極めて困難と認められるもの

を含む。）について172百万円（営業投資有価証券に属するもの172百万円）の減損処理（取得原価の切下

げ）を行っております。
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（デリバティブ取引関係）

　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株当たり四半期純利益金額 17円68銭 124円07銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（百万円） 784 5,504

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（百万円） 784 5,504

普通株式の期中平均株式数（千株） 44,368 44,368

（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。

　　

　

（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25年11月13日

株式会社ジャフコ

取締役会　御中

 

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 岩部　俊夫　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 森重　俊寛　　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ジャフ

コの平成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、株式会社ジャフコ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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