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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42期

第３四半期
連結累計期間

第43期
第３四半期
連結累計期間

第42期

会計期間
自2013年４月１日
至2013年12月31日

自2014年４月１日
至2014年12月31日

自2013年４月１日
至2014年３月31日

売上高 （百万円） 31,862 45,769 44,890

経常利益 （百万円） 19,870 32,384 28,404

四半期（当期）純利益 （百万円） 12,286 24,592 17,292

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 39,930 18,572 47,884

純資産額 （百万円） 151,401 176,809 159,347

総資産額 （百万円） 206,597 221,448 220,167

１株当たり四半期（当期）純利益金額 （円） 276.93 554.29 389.74

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 （％） 73.3 79.8 72.4

営業活動によるキャッシュ・フロー （百万円） 19,874 16,722 30,153

投資活動によるキャッシュ・フロー （百万円） 475 △7,674 2,550

財務活動によるキャッシュ・フロー （百万円） △17,618 △3,796 △18,442

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（百万円） 56,870 75,953 68,290

 

回次
第42期

第３四半期
連結会計期間

第43期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自2013年10月１日
至2013年12月31日

自2014年10月１日
至2014年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 152.86 267.76

（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３四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３四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３四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３四半期連結累計期間の連結業績は、売上高45,769百万円（前年同四半期31,862百万円）、経常利益

32,384百万円（前年同四半期19,870百万円）、四半期純利益24,592百万円（前年同四半期12,286百万円）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、投資及びファンド管理運営事業の

単一セグメントであります。

 

（投資実行の状況）

当第３四半期連結累計期間の当社グループ及びファンドの投資実行額は18,002百万円（前年同四半期17,438百

万円）、投資会社数は56社（前年同四半期53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41,515百万円（前年同四半期27,213百万円）になりました。このうち、配当金及び

債券利子を除く株式等売却高は40,989百万円（前年同四半期26,935百万円）であります。これに伴うキャピタル

ゲインは25,415百万円（前年同四半期18,425百万円）となりました。その内訳は上場株式の売却によるものが

24,085百万円（前年同四半期18,588百万円）、上場株式以外によるものが1,330百万円（前年同四半期△162百万

円）であります。上場株式以外によるキャピタルゲイン1,330百万円の内訳は売却益7,868百万円（前年同四半期

2,751百万円）、売却損6,537百万円（前年同四半期2,914百万円）であります。

また、当社グループ及びファンドの投資先からのＩＰＯ社数は、国内15社（前年同四半期16社）、海外２社

（前年同四半期４社）となりました。

 

前第３四半期
連結累計期間

(自　2013年４月１日
至　2013年12月31日)

当第３四半期
連結累計期間

(自　2014年４月１日
至　2014年12月31日)

前連結会計年度
(自　2013年４月１日
至　2014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 27,213 41,515 38,498

 売却高① 26,935 40,989 38,170

 配当金・債券利子 277 525 328

営業投資有価証券売上原価 8,682 15,574 11,469

 売却原価② 8,509 15,574 11,296

 強制評価損 172 － 172

     

キャピタルゲイン①-② 18,425 25,415 26,873

 

上場キャピタルゲイン 18,588 24,085 27,418

上場以外キャピタルゲイン △162 1,330 △544

 売却益 2,751 7,868 3,278

 売却損 2,914 6,537 3,823
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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、投資先の実情に応じ、損失見積額を計上しておりま

す。個別投資先ごとには、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、個別引当対象以外の投資先に対しても、過去の実績等に基づいた損失見積額を一括して引当しております。

当第３四半期連結累計期間の投資損失引当金繰入額は1,950百万円（前年同四半期2,491百万円）となりまし

た。その内訳は、個別引当による繰入が2,066百万円（前年同四半期2,585百万円）、一括引当による繰入（△は

取崩）が△116百万円（前年同四半期△94百万円）であります。

一方、個別引当について、引当対象投資先の売却や強制評価損等により5,832百万円（前年同四半期2,522百万

円）を取り崩しました。その結果、投資損失引当金繰入額の純額（△は戻入額）は△3,881百万円（前年同四半期

△31百万円）となりました。

以上により、当第３四半期連結会計期間末の投資損失引当金残高は14,963百万円（前期末18,788百万円）、未

上場営業投資有価証券残高に対する引当率は24.9％（前期末28.9％）となりました。

 

前第３四半期
連結累計期間

(自　2013年４月１日
至　2013年12月31日)

当第３四半期
連結累計期間

(自　2014年４月１日
至　2014年12月31日)

前連結会計年度
(自　2013年４月１日
至　2014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 2,491 1,950 3,224

 個別繰入額 2,585 2,066 3,730

 一括繰入(△取崩)額 △94 △116 △506

投資損失引当金取崩額② 2,522 5,832 3,302

投資損失引当金繰入額
（純額・△は戻入額）
①－②

△31 △3,881 △77

 

 

前連結会計年度
（2014年３月31日）

当第３四半期
連結会計期間

（2014年12月31日）

金 額（百万円） 金 額（百万円）

投資損失引当金残高 18,788 14,963

 個別引当残高 14,488 10,779

 一括引当残高 4,300 4,184

未上場営業投資有価証券残高
に対する引当率

28.9％ 24.9％

 

EDINET提出書類

株式会社ジャフコ(E04806)

四半期報告書

 4/29



（営業投資有価証券残高の状況）

上場営業投資有価証券の「評価損益(取得原価と時価の差額）」は16,029百万円（前期末37,795百万円）であり

ます。その内訳は評価益（時価が取得原価を超えるもの）が16,565百万円（前期末38,900百万円）、評価損（時

価が取得原価を超えないもの）が536百万円（前期末1,105百万円）であります。

なお、部分純資産直入法により、当第３四半期連結累計期間は△567百万円（前年同四半期315百万円）を評価

損（△は戻入益）として計上しております。

以上により、当第３四半期連結会計期間末の営業投資有価証券残高は84,900百万円（前期末111,449百万円）と

なりました。

 

前連結会計年度
（2014年３月31日）

当第３四半期
連結会計期間

（2014年12月31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

37,795 16,029

 時価が取得原価を超えるもの 38,900 16,565

 時価が取得原価を超えないもの △1,105 △536

 

 

前第３四半期
連結累計期間

(自　2013年４月１日
至　2013年12月31日)

当第３四半期
連結累計期間

(自　2014年４月１日
至　2014年12月31日)

前連結会計年度
(自　2013年４月１日
至　2014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）

315 △567 203

 

営業投資有価証券残高

 

前連結会計年度
(2014年３月31日)

当第３四半期
連結会計期間

(2014年12月31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 8,629 46,422 8,850 24,879

未上場 56,737 60,538 49,191 56,121

小計 65,366 106,961 58,041 81,001

他社ファンドへの出資 3,892 4,488 3,106 3,899

合計 69,259 111,449 61,148 84,900

（注）１．「他社ファンドへの出資」は、当社グループ以外の第三者が運営する投資ファンドへの出資であり

ます。

２．「未上場」及び「他社ファンドへの出資」の取得原価と連結貸借対照表計上額との差異は、外国為

替の評価差額のみを反映しています。
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（ファンドの管理運営業務）

当第３四半期連結累計期間のファンドの管理運営業務による収入は4,005百万円（前年同四半期4,587百万円）

で、その内訳は以下のとおりであります。

なお、当第３四半期連結累計期間において過去に受領したファンドの成功報酬1,527百万円を契約に基づいて返

還しました。これに伴う成功報酬返戻引当金繰入額（△は戻入額）は△2,109百万円（前年同四半期△50百万円）

であります。

 

前第３四半期
連結累計期間

(自　2013年４月１日
至　2013年12月31日)

当第３四半期
連結累計期間

(自　2014年４月１日
至　2014年12月31日)

前連結会計年度
(自　2013年４月１日
至　2014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 4,587 4,005 6,279

 管理報酬 3,444 3,593 5,097

 成功報酬 1,143 412 1,182

（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を相殺した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３四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16,722百万円のキャッシュインフロー（前

年同四半期19,874百万円のキャッシュインフロー）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３四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7,674百万円のキャッシュアウトフロー（前

年同四半期475百万円のキャッシュインフロー）となりました。これは主に有価証券の取得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３四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3,796百万円のキャッシュアウトフロー（前

年同四半期17,618百万円のキャッシュアウトフロー）となりました。これは主に長期借入金の返済によるもので

あります。

これらの結果、現金及び現金同等物の当第３四半期連結会計期間末残高は75,953百万円（前年同四半期末

56,870百万円）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３四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、当社グループとファンドの資金により、国内外の有望未上場企業等への投資を

行っております。

ファンドにおける営業投資有価証券の売却損益等は、ファンド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、ファンドから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ファンドの当社グ

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（投資及びファンドの

管理運営）を表すため、当社グループ（下図①）とファンド（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

 ファンド

当社グループが管理運営するファンド(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３四半期連結累計期間
(自　2013年４月１日
至　2013年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2014年４月１日
至　2014年12月31日)

前連結会計年度
(自　2013年４月１日
至　2014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 17,438 53 18,002 56 20,874 68

 

①－２　エクイティ投資実行額：業種別

 

前第３四半期連結累計期間
(自　2013年４月１日
至　2013年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2014年４月１日
至　2014年12月31日)

前連結会計年度
(自　2013年４月１日
至　2014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 722 1,602 1,227

ソフトウェア 2,443 3,000 3,866

ＩＴサービス 6,355 11,384 7,322

医療・バイオ 2,395 1,194 2,872

サービス 3,909 621 3,909

製造業 1,611 199 1,674

流通・小売・外食 － － －

住宅・金融等 1 － 1

その他（上場会社の非
上場化案件等）

－ － －

合計 17,438 18,002 20,874

 

①－３　エクイティ投資実行額：地域別

 

前第３四半期連結累計期間
(自　2013年４月１日
至　2013年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2014年４月１日
至　2014年12月31日)

前連結会計年度
(自　2013年４月１日
至　2014年３月31日)

金 額（百万円） 金 額（百万円） 金 額（百万円）

日本 9,261 5,637 10,806

米国 4,128 9,399 5,400

アジア 4,048 2,965 4,667

合計 17,438 18,002 20,874

 

（注）１．「投資実行額」は、当社グループ及びファンドの投資実行額の合計であります。

２．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３四半期連結会計期間

(2013年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2014年12月31日)

前連結会計年度

(2014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 20,591 72 22,058 54 21,741 70

未上場 155,677 502 140,590 410 149,329 471

小計 176,269 574 162,649 464 171,071 541

他社ファンドへの出資 4,232 42 3,106 38 4,095 39

 合計 180,502 616 165,756 502 175,167 580

 

②－２　未上場エクイティ投資残高：業種別

 

前第３四半期連結会計期間
(2013年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2014年12月31日)

前連結会計年度
(2014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 22,930 21,848 23,074

ソフトウェア 17,645 23,576 18,597

ＩＴサービス 46,419 51,128 45,753

医療・バイオ 7,777 5,956 5,175

サービス 24,663 15,711 24,040

製造業 19,495 16,115 17,054

流通・小売・外食 6,602 4,066 5,681

住宅・金融等 2,937 2,186 2,745

その他（上場会社の非
上場化案件等）

7,206 － 7,206

合計 155,677 140,590 149,329

 

②－３　未上場エクイティ投資残高：地域別

 

前第３四半期連結会計期間
(2013年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2014年12月31日)

前連結会計年度
(2014年３月31日)

金 額（百万円） 金 額（百万円） 金 額（百万円）

日本 94,362 64,948 89,812

米国 29,787 40,843 28,109

アジア 31,527 34,799 31,407

合計 155,677 140,590 149,329

 

（注）１．「投資残高」は、当社グループ及びファンド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ファンドへの出資を含んでおります。

４．「他社ファンドへの出資」は、当社グループ以外の第三者が運営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。
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（６）ファンドの運用状況

 

前第３四半期連結会計期間
（2013年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（2014年12月31日）

前連結会計年度
（2014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 32 419,300 30 412,900 31 417,300

延長中 2 23,000 2 23,000 2 23,000

小計 34 442,300 32 435,900 33 440,300

米ドル建

  （千米ドル）  （千米ドル）  （千米ドル）

運用中 9 339,509 9 462,700 9 462,700

延長中 1 67,800 1 67,800 1 67,800

小計 10 407,309 10 530,500 10 530,500

 

合計

  （百万円）  （百万円）  （百万円）

運用中 41 455,080 39 468,678 40 464,921

延長中 3 30,145 3 31,173 3 29,977

合計 44 485,226 42 499,851 43 494,899

（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３四半期連結会計期間では39.2％、当第３四半

期連結会計期間では38.5％、前連結会計年度では38.1％であります。

 

（７）投資先会社ＩＰＯ（新規上場）の状況

前第３四半期連結累計期間（自　2013年４月１日　至　2013年12月31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：16社

㈱リプロセル 2013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㈱ 2013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 2013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 2013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

㈱バリューＨＲ 2013年10月４日 ＪＡＳＤＡＱ
健康保険組合の設立及び保健事業支
援、並びに健康管理サービスの提供

東京都

㈱エナリス 2013年10月８日 マザーズ
主に電力需要家に対する、電力調
達・運用コスト削減のための各種
サービスの提供

東京都

㈱ＡＮＡＰ 2013年11月19日 ＪＡＳＤＡＱ
カジュアル衣料の輸入、販売及び卸
売

東京都

㈱メディアドゥ 2013年11月20日 マザーズ

電子書籍を中心としたデジタルコン
テンツのモバイル端末向け配信、販
売システムの提供、並びに販売サイ
トの運営業務等

愛知県
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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

国内：16社

㈱じげん 2013年11月22日 マザーズ
ライフメディアプラットフォーム事
業

東京都

アライドアーキテクツ㈱ 2013年11月29日 マザーズ
ソーシャルメディアマーケティング
支援事業

東京都

㈱ライドオン・エクスプ

レス
2013年12月３日 マザーズ

直営及びフランチャイズチェーン展
開による、調理済食材を中心とした
宅配事業

東京都

エンカレッジ・テクノロ

ジ㈱
2013年12月11日 マザーズ

セキュリティ対策及び内部統制に対
応したパッケージソフトウエアの開
発・販売

東京都

㈱イーグランド 2013年12月18日 ＪＡＳＤＡＱ 中古住宅再生事業 東京都

シンプロメンテ㈱ 2013年12月19日 マザーズ
店舗、厨房設備の維持・保全の為の
トータルメンテナンスサービス業

東京都

㈱ダイキアクシス 2013年12月19日 東京２
浄化槽をはじめとする各種水処理設
備の製造・施工・販売及び維持管理
及び住宅関連商材の販売等

愛媛県

㈱足利ホールディングス 2013年12月19日 東京１ 銀行業 栃木県

海外：４社

TCI Co., Ltd. 2013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. 2013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

Twitter, Inc. 2013年11月７日 ＮＹＳＥ
ソーシャルネットワーキングサービ
ス「Twitter」の運営

米国

Sungy Mobile Limited 2013年11月22日 ＮＡＳＤＡＱ
モバイルインターネットポータルサ
イトの開発・運営

中国

（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。

 

当第３四半期連結累計期間（自　2014年４月１日　至　2014年12月31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：15社

㈱フィックスターズ 2014年４月23日 マザーズ マルチコアプロセッサ関連事業 東京都

㈱白鳩 2014年４月23日 ＪＡＳＤＡＱ
インターネットを通じたインナー
ウェアの販売事業

京都府

㈱フリークアウト 2014年６月24日 マザーズ
インターネット広告におけるリアル
タイム広告枠取引を行うDSP及び
ビッグデータを分析するDMPの提供

東京都

メドピア㈱ 2014年６月27日 マザーズ
ネットによる医師向け情報サービス
「MedPeer」の運営

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

国内：15社

㈱ロックオン 2014年９月17日 マザーズ

インターネット広告分野及びEコ
マース分野の運用をサポートする、
マーケティングオートメーションプ
ラットフォーム（AD EBiS及びEC-

CUBE等）を提供

大阪府

㈱リボミック 2014年９月25日 マザーズ
創薬プラットフォーム「RiboARTシ
ステム」によるRNAアプタマーを用
いた分子標的薬の研究・開発

東京都

㈱ＦＦＲＩ 2014年９月30日 マザーズ
サイバー・セキュリティ対策製品の
研究開発及び販売　他

東京都

ヤマシンフィルタ㈱ 2014年10月８日 東京２
フィルタ製品の研究開発・製造及び
販売

神奈川県

㈱リクルートホールディ

ングス
2014年10月16日 東京１

販促メディア事業、人材メディア事
業、人材派遣事業等を営む子会社の
経営管理及びそれに付帯関連する事
業

東京都

日本ＰＣサービス㈱ 2014年11月26日 セントレックス

パソコン、タブレット端末、デジタ
ル家電等のネットワーク対応機器に
関する設定やトラブルに対して訪問
または電話で対応し解決するサービ
スの提供

大阪府

マークラインズ㈱ 2014年12月16日 ＪＡＳＤＡＱ

自動車産業に特化したオンライン情

報サービス「自動車情報プラット

フォーム」の運営

東京都

㈱フルッタフルッタ 2014年12月17日 マザーズ
アマゾンフルーツであるアサイーの
輸入及び販売

東京都

㈱ｇｕｍｉ 2014年12月18日 東京１
モバイルオンラインゲームの開発、
運営及び配信

東京都

データセクション㈱ 2014年12月24日 マザーズ

ソーシャル・ビッグデータ事業
（ビッグデータ分析ツール等のSaaS
形式提供、ソーシャル・ビッグデー
タに加える事でお客様の持つビッグ
データを有効活用する為のセミオー
ダー型システム受託開発、ビッグ
データの分析リサーチコンサルティ
ング、ビッグデータに関する新規ビ
ジネス創出）

東京都

㈱エクストリーム 2014年12月25日 マザーズ

法人顧客に対してゲーム等のエン
ターテインメントソフトウエア開発
サービス、個人顧客に対してPCオン
ライン、スマートフォン等のゲーム
サービスを提供

東京都

海外：２社

Tarena International,

Inc.
2014年４月３日 ＮＡＳＤＡＱ IT職能トレーニングプロバイダー 中国

eHi Car Services

Limited
2014年11月18日 ＮＹＳＥ レンタカーサービスの運営 中国

（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３四半期会計期間末
現在発行数（株）
（2014年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（2015年２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 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）

2014年10月１日～
2014年12月31日

－ 48,294,336 － 33,251 － 32,806

 

 

（６）【大株主の状況】

　 当四半期会計期間は第３四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３四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（2014年９月30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】

2014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 3,926,200 － 単元株式数 100株

完全議決権株式（その他） 普通株式 44,347,300 443,473 同上

単元未満株式 普通株式 20,836 － －

発行済株式総数 48,294,336 － －

総株主の議決権 － 443,473 －

（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18株含まれております。

 

②【自己株式等】

2014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
3,926,200 － 3,926,200 8.13

計 － 3,926,200 － 3,926,200 8.13

（注）上記の株式数には「単元未満株式」18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」（2007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３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３四半期連結会計期間（2014年10月１日から2014

年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（2014年４月１日から2014年12月31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：百万円）

 
前連結会計年度
(2014年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2014年12月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 21,736 39,418

営業投資有価証券 111,449 84,900

投資損失引当金 △18,788 △14,963

有価証券 50,554 50,534

繰延税金資産 446 119

その他 1,833 1,981

貸倒引当金 △34 △11

流動資産合計 167,198 161,980

固定資産   

有形固定資産 292 263

無形固定資産 160 129

投資その他の資産   

投資有価証券 51,649 58,163

出資金 31 37

長期貸付金 183 175

繰延税金資産 130 147

その他 521 551

投資その他の資産合計 52,516 59,074

固定資産合計 52,969 59,467

資産合計 220,167 221,448
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度
(2014年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2014年12月31日)

負債の部   

流動負債   

1年内償還予定の社債 － 8,000

1年内返済予定の長期借入金 4,100 3,066

未払法人税等 10,552 4,353

繰延税金負債 13,101 6,230

賞与引当金 383 241

役員臨時報酬引当金 168 －

成功報酬返戻引当金 2,423 313

その他 2,240 1,879

流動負債合計 32,971 24,085

固定負債   

社債 10,000 2,000

長期借入金 4,120 2,468

退職給付に係る負債 509 527

繰延税金負債 13,176 15,516

その他 42 42

固定負債合計 27,848 20,554

負債合計 60,820 44,639

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 62,156 85,640

自己株式 △20,077 △20,078

株主資本合計 108,136 131,619

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 52,098 44,177

為替換算調整勘定 △879 1,017

退職給付に係る調整累計額 △8 △4

その他の包括利益累計額合計 51,210 45,190

純資産合計 159,347 176,809

負債純資産合計 220,167 221,448
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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３四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第３四半期連結累計期間

(自　2013年４月１日
　至　2013年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2014年４月１日
　至　2014年12月31日)

売上高   

営業投資有価証券売上高 27,213 41,515

投資事業組合管理収入 4,587 4,005

その他の売上高 60 247

売上高合計 31,862 45,769

売上原価   

営業投資有価証券売上原価 8,682 15,574

その他の原価 268 1,841

売上原価合計 8,951 17,415

売上総利益 22,911 28,353

投資損失引当金繰入額（△戻入額） △31 △3,881

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）
315 △567

成功報酬返戻引当金繰入額（△戻入額） △50 △2,109

差引売上総利益 22,676 34,912

販売費及び一般管理費 ※１ 3,819 ※１ 4,091

営業利益 18,857 30,821

営業外収益   

受取利息 78 76

受取配当金 1,005 991

為替差益 104 550

雑収入 94 82

営業外収益合計 1,282 1,701

営業外費用   

支払利息 252 130

投資有価証券評価損 0 －

雑損失 17 6

営業外費用合計 269 137

経常利益 19,870 32,384

特別利益   

関係会社清算分配益 － 24

投資有価証券売却益 2 2,098

特別利益合計 2 2,122

特別損失   

特別損失合計 － －

税金等調整前四半期純利益 19,873 34,507

法人税、住民税及び事業税 7,684 9,681

法人税等調整額 △98 233

法人税等合計 7,586 9,914

少数株主損益調整前四半期純利益 12,286 24,592

少数株主利益 0 －

四半期純利益 12,286 24,592
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第３四半期連結累計期間

(自　2013年４月１日
　至　2013年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2014年４月１日
　至　2014年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 12,286 24,592

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 26,250 △7,921

為替換算調整勘定 1,392 1,897

退職給付に係る調整額 － 3

その他の包括利益合計 27,643 △6,020

四半期包括利益 39,930 18,572

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 39,921 18,572

少数株主に係る四半期包括利益 8 －
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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３四半期連結累計期間

(自　2013年４月１日
　至　2013年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2014年４月１日
　至　2014年12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 19,873 34,507

減価償却費 123 100

投資損失引当金の増減額（△は減少） △31 △3,881

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3 △23

賞与引当金の増減額（△は減少） △24 △142

役員臨時報酬引当金の増減額（△は減少） △153 △168

成功報酬返戻引当金の増減額（△は減少） △50 △2,109

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9 －

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） － 27

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）
315 △567

投資有価証券評価損（△は戻入益） 0 －

受取利息及び受取配当金 △1,083 △1,067

支払利息 252 130

為替差損益（△は益） △185 △1,021

関係会社清算分配益 － △24

投資有価証券売却損益（△は益） △2 △2,098

営業投資有価証券の増減額（△は増加） 1,206 8,419

未収消費税等の増減額（△は増加） △49 △277

未払消費税等の増減額（△は減少） 159 44

その他の流動資産の増減額（△は増加） 443 117

その他の流動負債の増減額（△は減少） △111 △1,430

その他 349 454

小計 21,045 30,989

利息及び配当金の受取額 1,089 1,065

利息の支払額 △300 △162

法人税等の支払額 △1,961 △15,169

営業活動によるキャッシュ・フロー 19,874 16,722

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 △6,000 △14,000

有価証券の償還による収入 6,500 4,000

有形固定資産の取得による支出 △26 △15

無形固定資産の取得による支出 △12 △11

関係会社株式の売却による収入 － 20

関係会社の清算分配による収入 － 32

投資有価証券の売却による収入 2 2,267

長期貸付けによる支出 △12 △26

長期貸付金の回収による収入 10 44

投資その他の資産の増加に伴う支出 △24 △53

投資その他の資産の減少に伴う収入 37 67

投資活動によるキャッシュ・フロー 475 △7,674

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 1,850 900

長期借入金の返済による支出 △3,359 △3,586

社債の償還による支出 △15,000 －

配当金の支払額 △1,108 △1,108

自己株式の処分による収入 － 0

自己株式の取得による支出 △1 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △17,618 △3,796

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,077 2,411

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,807 7,662

現金及び現金同等物の期首残高 53,063 68,290

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △0 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１,※２ 56,870 ※１,※２ 75,953

 

EDINET提出書類

株式会社ジャフコ(E04806)

四半期報告書

20/29



【注記事項】

（会計方針の変更）

（退職給付に関する会計基準等の適用）

　「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号　2012年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号　2012年５月17日。以下

「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられ

た定めについて第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直しました。

　なお、この変更に伴う期首の利益剰余金並びに損益に与える影響はありません。

 

（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３四半期連結累計期間

（自 2013年４月１日
　　至 2013年12月31日）

　当第３四半期連結累計期間
（自 2014年４月１日

　　至 2014年12月31日）

役員報酬 204百万円 178百万円

従業員給料 1,491 1,510

従業員賞与 438 494

退職給付費用 85 75

 

（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３四半期連結累計期間
（自 2013年４月１日
至 2013年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 2014年４月１日
至 2014年12月31日）

現金及び預金勘定 17,218百万円 39,418百万円

有価証券勘定 39,652 36,534

現金及び現金同等物 56,870 75,953

 

※２　現金及び現金同等物のうちファンドの出資持分の内訳

 
前第３四半期連結累計期間
（自 2013年４月１日
至 2013年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 2014年４月１日
至 2014年12月31日）

現金及び預金勘定 7,061百万円 19,751百万円

有価証券勘定 13,827 10,435

現金及び現金同等物 20,888 30,186
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自 2013年４月１日　至 2013年12月31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

2013年５月８日

取締役会
普通株式 1,109 25 2013年３月31日 2013年５月29日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自 2014年４月１日　至 2014年12月31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

2014年５月９日

取締役会
普通株式 1,109 25 2014年３月31日 2014年５月28日 利益剰余金

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第３四半期連結累計期間（自 2013年４月１日　至 2013年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自 2014

年４月１日　至 2014年12月31日）

　当社グループは、投資及びファンド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。
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（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（2014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 21,736 21,736 －

(2) 営業投資有価証券 46,425 46,425 －

(3) 有価証券    

 満期保有目的の債券 4,000 3,999 △0

 その他有価証券 46,554 46,554 －

(4) 投資有価証券 50,470 50,470 －

資産計 169,187 169,186 △0

(1) 社債 10,000 10,033 33

(2) 長期借入金 8,220 8,259 39

負債計 18,220 18,293 73

 

当第３四半期連結会計期間（2014年12月31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 39,418 39,418 －

(2) 営業投資有価証券 24,879 24,879 －

(3) 有価証券    

 満期保有目的の債券 14,000 13,993 △6

 その他有価証券 36,534 36,534 －

(4) 投資有価証券 57,169 57,169 －

資産計 172,002 171,995 △6

(1) 社債 10,000 10,043 43

(2) 長期借入金 5,534 5,545 11

負債計 15,534 15,589 55

 

（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、

ファンド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
（2014年３月31日）

当第３四半期連結会計期間
（2014年12月31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) 56,961 53,200

非上場内国・外国債券(*2) 1,067 870

その他(*3) 6,995 5,949

投資有価証券に属するもの   

非上場株式(*1) 1,178 993

(*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、ファンドへの出資のうち、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（2014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 4,000 3,999 △0

（3）その他 － － －

合計 4,000 3,999 △0

 

当第３四半期連結会計期間（2014年12月31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 14,000 13,993 △6

（3）その他 － － －

合計 14,000 13,993 △6
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２．その他有価証券

前連結会計年度（2014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 8,630 46,425 37,795

(2) 債券 － － －

(3) その他 － － －

小計 8,630 46,425 37,795

投資有価証券に属するもの    

(1) 株式 12,785 50,470 37,685

(2) 債券 － － －

(3) その他 － － －

小計 12,785 50,470 37,685

有価証券に属するもの    

(1) 株式 － － －

(2) 債券 － － －

(3) その他 46,554 46,554 －

小計 46,554 46,554 －

合計 67,970 143,451 75,480

 

（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 56,961

非上場内国・外国債券 1,067

その他 6,995

投資有価証券に属するもの  

非上場株式 1,178

 

（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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当第３四半期連結会計期間（2014年12月31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 8,850 24,879 16,029

(2) 債券 － － －

(3) その他 － － －

小計 8,850 24,879 16,029

投資有価証券に属するもの    

(1) 株式 12,785 57,169 44,384

(2) 債券 － － －

(3) その他 － － －

小計 12,785 57,169 44,384

有価証券に属するもの    

(1) 株式 － － －

(2) 債券 － － －

(3) その他 36,534 36,534 －

小計 36,534 36,534 －

合計 58,170 118,584 60,413

 

（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 53,200

非上場内国・外国債券 870

その他 5,949

投資有価証券に属するもの  

非上場株式 993

 

（注）２．当第３四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。）について減損処理（取得原価の切下げ）はありません。
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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３四半期連結累計期間
（自　2013年４月１日
至　2013年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　2014年４月１日
至　2014年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 276円93銭 554円29銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（百万円） 12,286 24,592

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） 12,286 24,592

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  

 

2015年２月12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 松村　洋季　　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2014年４月１日から2015年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（2014年10月１日から2014年12月

31日まで）及び第３四半期連結累計期間（2014年４月１日から2014年12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2014年12月31日現在の財政状態並

びに同日をもって終了する第３四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いません。
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