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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18期

第１四半期
連結累計期間

第19期
第１四半期
連結累計期間

第18期

会計期間
自平成25年１月１日
至平成25年３月31日

自平成26年１月１日
至平成26年３月31日

自平成25年１月１日
至平成25年12月31日

売上高 （千円） 2,666,132 3,230,584 12,013,394

経常利益 （千円） 357,887 473,996 1,521,988

四半期（当期）純利益 （千円） 235,245 298,020 964,141

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 235,027 306,414 977,250

純資産額 （千円） 4,276,382 5,045,242 4,946,651

総資産額 （千円） 7,222,182 8,601,584 8,639,365

１株当たり四半期（当期）純利益金

額
（円） 7.10 8.98 29.09

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） 7.08 8.91 28.87

自己資本比率 （％） 59.2 58.3 57.0

営業活動によるキャッシュ・フロー （千円） △22,769 △35,107 956,654

投資活動によるキャッシュ・フロー （千円） △136,723 △45,285 △343,705

財務活動によるキャッシュ・フロー （千円） △97,333 △212,022 △197,777

現金及び現金同等物の四半期末（期

末）残高
（千円） 3,869,729 4,249,459 4,541,810

（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．当社は、平成25年７月１日付で普通株式１株につき100株、平成25年10月１日付で普通株式１株につき２株

の株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり四

半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額を算定しております。

 

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、又は、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、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】

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（当社、連結子会社及び持分

法適用会社）が判断したものであります。

 

(1) 経営成績の分析

当第１四半期連結累計期間における我が国の経済は、企業収益の向上や雇用情勢の良化を背景とした個人消費

の増加、また、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の影響による生産の増加も見られ、デフレ脱却へ向けた緩

やかな回復を続けております。

こうした状況の下、当第１四半期連結累計期間の売上高は、3,230,584千円（前年同四半期比21.2％増）とな

り、増収を確保いたしました。営業利益は、販売費及び一般管理費がほぼ前年同四半期並みとなり、445,463千

円（前年同四半期比48.4％増）となりました。経常利益は、営業外収益に持分法による投資利益を計上したこと

により、473,996千円（前年同四半期比32.4％増）となりました。その結果、四半期純利益は、298,020千円（前

年同四半期比26.7％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。

①アフィリエイトマーケティングサービス事業

当第１四半期連結累計期間におきましては、主に金融や旅行、ショッピング分野の成果報酬型広告が堅調

であったため、セグメント売上高は2,955,303千円（前年同四半期比23.6％増）、セグメント利益は534,786

千円（前年同四半期比42.1％増）となりました。

②ストアマッチサービス事業

当第１四半期連結累計期間におきましては、広告掲載先であるYahoo!ショッピング向けのサービスライン

アップを強化し、業績の向上に努めたことにより、セグメント売上高は275,281千円（前年同四半期比0.3％

減）、セグメント利益は34,281千円（前年同四半期比70.1％増）となりました。

 

(2) 財政状態の分析

（資産）

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は8,601,584千円となり、前連結会計年度末と比べて37,781千円減

少いたしました。

流動資産は7,331,258千円となり、前連結会計年度末と比べて82,579千円減少いたしました。これは、主に

売掛金と未収入金がそれぞれ179,092千円、110,412千円増加した一方、現金及び預金と繰延税金資産がそれぞ

れ292,350千円、72,296千円減少したことによるものです。

固定資産は1,270,325千円となり、前連結会計年度末と比べて44,798千円増加いたしました。これは、主に

ソフトウエアが71,360千円増加したことによるものです。

 

（負債）

当第１四半期連結会計期間末の負債合計は3,556,342千円となり、前連結会計年度末と比べて136,372千円減

少いたしました。

流動負債は3,426,508千円となり、前連結会計年度末と比べて129,630千円減少いたしました。これは、主に

未払法人税等が258,800千円減少したことによるものです。

固定負債は129,833千円となり、前連結会計年度末と比べて6,741千円減少いたしました。これは、主に長期

預り保証金が6,351千円減少したことによるものです。

 

（純資産）

当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は5,045,242千円となり、前連結会計年度末と比べて98,590千円

増加いたしました。これは、主に利益剰余金が剰余金の配当により215,755千円減少したものの、四半期純利

益の計上により298,020千円増加したことによるものです。
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(3) キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は4,249,459千円

となり、前連結会計年度末と比べて292,350千円減少いたしました。

当第１四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）

営業活動の結果使用した資金は35,107千円（前年同四半期は22,769千円の使用）となりました。これは、主

に税金等調整前四半期純利益が473,996千円であり、プラス要因として仕入債務の増加額が143,921千円であっ

た一方、マイナス要因として、法人税等の支払額が366,039千円、売上債権の増加額が179,092千円、未収入金

の増加額が110,412千円であったことによるものです。

 

（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45,285千円（前年同四半期は136,723千円の使用）となりました。これは、

有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出がそれぞれ6,424千円、38,861千円であったことによるもの

です。

 

（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212,022千円（前年同四半期は97,333千円の使用）となりました。これは、

主に配当金の支払額が213,681千円であったことによるものです。

 

(4) 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。

 

(5) 研究開発活動

該当事項はありません。

 

(6) 従業員数

該当事項はありません。

 

(7) 生産、受注及び販売の実績

当第１四半期連結累計期間において、アフィリエイトマーケティングサービス事業の販売の実績が著しく変動

いたしました。その内容については、「(1) 経営成績の分析」をご覧下さい。

 

(8) 主要な設備

当第１四半期連結累計期間において、主要な設備の著しい変動及び前連結会計年度末における計画の著しい変

更はありません。
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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 121,120,000

計 121,120,000

 

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26年３月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成26年５月９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 34,471,000 34,471,000
東京証券取引所

（市場第一部）

単元株式数

100株

計 34,471,000 34,471,000 ― ―

（注）１．発行済株式のうち、356,000株は現物出資(有価証券　212百万円)によるものであります。

２．「提出日現在発行数」欄には、平成26年５月１日からこの四半期報告書提出日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】

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26年１月１日～

平成26年３月31日
― 34,471,000 ― 1,728,266 ― 1,083,798

 

（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25年12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25年12月31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　 1,277,800 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　33,191,800 331,918 －

単元未満株式 普通株式　　　 1,400 － －

発行済株式総数 34,471,000 － －

総株主の議決権 － 331,918 －

 

②【自己株式等】

平成25年12月31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（％）

バリューコマース

株式会社

東京都港区赤坂

八丁目１番19号
1,277,800 － 1,277,800 3.71

計 － 1,277,800 － 1,277,800 3.71

 

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。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、四半期連結財務諸表規則第５条の２第２項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておりま

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26年１月１日から平

成26年３月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成26年１月１日から平成26年３月31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。

 

EDINET提出書類

バリューコマース株式会社(E05149)

四半期報告書

 7/18



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12月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年３月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,541,810 4,249,459

売掛金 1,753,918 1,933,010

繰延税金資産 86,886 14,590

未収入金 987,726 1,098,139

その他 46,159 37,534

貸倒引当金 △2,663 △1,475

流動資産合計 7,413,838 7,331,258

固定資産   

有形固定資産   

建物付属設備（純額） 38,810 37,426

工具、器具及び備品（純額） 36,919 34,795

リース資産（純額） 4,912 4,531

その他 - 5,325

有形固定資産合計 80,642 82,078

無形固定資産   

ソフトウエア 252,842 324,202

ソフトウエア仮勘定 100,462 42,745

その他 6,995 8,263

無形固定資産合計 360,299 375,212

投資その他の資産   

投資有価証券 632,355 671,761

繰延税金資産 46,399 41,160

その他 106,657 100,940

貸倒引当金 △827 △827

投資その他の資産合計 784,584 813,034

固定資産合計 1,225,527 1,270,325

資産合計 8,639,365 8,601,584
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成25年12月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年３月31日)

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,356,020 1,499,942

未払金 1,647,708 1,650,376

未払法人税等 366,500 107,700

その他 185,909 168,489

流動負債合計 3,556,138 3,426,508

固定負債   

長期預り保証金 131,227 124,875

その他 5,348 4,957

固定負債合計 136,575 129,833

負債合計 3,692,714 3,556,342

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,728,266 1,728,266

資本剰余金 1,083,798 1,083,798

利益剰余金 2,306,455 2,387,234

自己株式 △205,381 △201,845

株主資本合計 4,913,139 4,997,453

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 13,943 22,471

為替換算調整勘定 △910 △1,043

その他の包括利益累計額合計 13,033 21,427

新株予約権 20,478 26,360

純資産合計 4,946,651 5,045,242

負債純資産合計 8,639,365 8,601,584
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（２）【四半期連結損益及び包括利益計算書】

【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25年１月１日
　至　平成25年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成26年１月１日
　至　平成26年３月31日)

売上高 2,666,132 3,230,584

売上原価 1,760,542 2,174,709

売上総利益 905,590 1,055,875

販売費及び一般管理費 ※ 605,411 ※ 610,411

営業利益 300,178 445,463

営業外収益   

持分法による投資利益 54,286 29,366

その他 3,491 2,580

営業外収益合計 57,778 31,947

営業外費用   

投資事業組合運用損 - 3,210

その他 69 204

営業外費用合計 69 3,414

経常利益 357,887 473,996

税金等調整前四半期純利益 357,887 473,996

法人税、住民税及び事業税 64,801 103,163

法人税等調整額 57,840 72,813

法人税等合計 122,642 175,976

少数株主損益調整前四半期純利益 235,245 298,020

四半期純利益 235,245 298,020

少数株主損益調整前四半期純利益 235,245 298,020

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － 8,527

為替換算調整勘定 △218 △133

その他の包括利益合計 △218 8,394

四半期包括利益 235,027 306,414

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 235,027 306,414

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１四半期連結累計期間
(自　平成25年１月１日
　至　平成25年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成26年１月１日
　至　平成26年３月31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 357,887 473,996

減価償却費 24,214 30,283

株式報酬費用 － 5,722

貸倒引当金の増減額（△は減少） △420 △1,187

受取利息 △347 △377

支払利息 69 53

為替差損益（△は益） △70 △197

持分法による投資損益（△は益） △54,286 △29,366

投資事業組合運用損益（△は益） － 3,210

売上債権の増減額（△は増加） △96,857 △179,092

仕入債務の増減額（△は減少） 100,136 143,921

未収入金の増減額（△は増加） △57,505 △110,412

未払金の増減額（△は減少） △48,576 202

預り金の増減額（△は減少） 1,800 25,464

預り保証金の増減額（△は減少） △3,649 △6,351

その他 △12,161 △25,260

小計 210,233 330,607

利息の受取額 347 377

利息の支払額 △69 △53

法人税等の支払額 △233,281 △366,039

営業活動によるキャッシュ・フロー △22,769 △35,107

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 △14,686 △6,424

無形固定資産の取得による支出 △38,894 △38,861

投資有価証券の取得による支出 △83,142 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △136,723 △45,285

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の処分による収入 － 2,050

配当金の支払額 △96,959 △213,681

その他 △374 △390

財務活動によるキャッシュ・フロー △97,333 △212,022

現金及び現金同等物に係る換算差額 70 64

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △256,756 △292,350

現金及び現金同等物の期首残高 4,126,485 4,541,810

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 3,869,729 ※ 4,249,459
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【注記事項】

（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）

（連結決算日後の法人税等の税率の変更）

平成26年３月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」（平成26年法律第10号）が公布され、「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）の一部が改正されたことにより、復興特別法人税の課税期間が１年間前倒しして終了することになりまし

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38.01％から、平成

27年１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35.64％となります。

なお、この税率変更による繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）及び法人税等調整額

に与える影響は軽微であります。

 

（四半期連結貸借対照表関係）

該当事項はありません。

 

（四半期連結損益及び包括利益計算書関係）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金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25年１月１日

　　至　平成25年３月31日）

　当第１四半期連結累計期間
（自　平成26年１月１日

　　至　平成26年３月31日）

給与手当 261,943千円 291,871千円
 

計 261,943 291,871

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　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下記

のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成25年１月１日
至　平成25年３月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成26年１月１日
至　平成26年３月31日）

現金及び預金勘定 3,869,729千円 4,249,459千円

現金及び現金同等物 3,869,729 4,249,459
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自 平成25年１月１日　至 平成25年３月31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25年２月12日

取締役会
普通株式 107,672 650 平成24年12月31日 平成25年２月28日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自 平成26年１月１日　至 平成26年３月31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26年１月29日

取締役会
普通株式 215,755 6.5 平成25年12月31日 平成26年２月28日 利益剰余金

（注）当社は、平成25年７月１日付で普通株式１株につき100株、平成25年10月１日付で普通株式１株につき２株

の株式分割を行っております。平成26年１月29日取締役会決議の１株当たり配当額については、当該株式

分割後の実際の配当金の額を記載しております。

 

（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25年１月１日　至　平成25年３月31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

及び包括利益計

算書計上額

（注）２

 

アフィリエイト

マーケティング

サービス事業

ストアマッチ

サービス事業
計

売上高      

外部顧客への売上高 2,390,156 275,975 2,666,132 － 2,666,132

セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － － － －

計 2,390,156 275,975 2,666,132 － 2,666,132

セグメント利益 376,415 20,148 396,563 △96,384 300,178

（注）１．セグメント利益の調整額△96,384千円は、各報告セグメントに帰属しない全社費用であります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益及び包括利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

（固定資産に係る重要な減損損失）

該当事項はありません。

 

（のれんの金額の重要な変動）

該当事項はありません。

 

（重要な負ののれん発生益）

該当事項はありません。
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Ⅱ．当第１四半期連結累計期間（自　平成26年１月１日　至　平成26年３月31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

及び包括利益計

算書計上額

（注）２

 

アフィリエイト

マーケティング

サービス事業

ストアマッチ

サービス事業
計

売上高      

外部顧客への売上高 2,955,303 275,281 3,230,584 － 3,230,584

セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － － － －

計 2,955,303 275,281 3,230,584 － 3,230,584

セグメント利益 534,786 34,281 569,068 △123,604 445,463

（注）１．セグメント利益の調整額△123,604千円は、各報告セグメントに帰属しない全社費用であります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益及び包括利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

（固定資産に係る重要な減損損失）

該当事項はありません。

 

（のれんの金額の重要な変動）

該当事項はありません。

 

（重要な負ののれん発生益）

該当事項はありません。

 

（金融商品関係）

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はあり

ません。

 

（有価証券関係）

有価証券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はあり

ません。

 

（デリバティブ取引関係）

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、潜在株式調整後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25年１月１日
至　平成25年３月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成26年１月１日
至　平成26年３月31日）

(1）１株当たり四半期純利益金額 ７円10銭 ８円98銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 235,245 298,020

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） 235,245 298,020

普通株式の期中平均株式数（株） 33,130,000 33,200,022

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ７円08銭 ８円91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） 92,600 255,111

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）当社は、平成25年７月１日付で普通株式１株につき100株、平成25年10月１日付で普通株式１株につき２株の株式

分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり四半期純利益金

額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額を算定しております。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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２【その他】

平成26年１月29日開催の取締役会において、次のとおり剰余金の配当を行うことを決議いたしました。

（イ）配当金の総額…………………………………………215,755千円

（ロ）１株当たりの金額……………………………………６円50銭

（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日……………平成26年２月28日

(注) 平成25年12月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行いました。
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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26年５月９日

バリューコマース株式会社       

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 望月　明美　　印

  
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 朽木　利宏　　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」に掲げられているバリューコマー

ス株式会社の平成26年１月１日から平成26年12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26年１月１日

から平成26年３月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成26年１月１日から平成26年３月31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、バリューコマース株式会社及び連結子会社の平成26年３月31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．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。
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