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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30期

第１四半期
連結累計期間

第31期
第１四半期
連結累計期間

第30期

会計期間
自 平成26年３月１日
至 平成26年５月31日

自 平成27年３月１日
至 平成27年５月31日

自 平成26年３月１日
至 平成27年２月28日

売上高 (千円) 6,544,880 7,037,733 26,387,273

経常利益 (千円) 347,873 373,987 1,245,975

四半期(当期)純利益 (千円) 238,714 284,945 797,468

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 203,007 272,799 870,573

純資産額 (千円) 5,805,983 6,649,562 6,384,768

総資産額 (千円) 21,345,518 23,030,939 22,563,436

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 124.58 148.71 416.19

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 (％) 27.2 28.9 28.3
 

(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 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１四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、主要な関係会社の異動は、次のとおりであります。

(調剤薬局事業)

連結子会社でありました平安薬局株式会社及び有限会社メデコアは、平成27年３月１日付で当社と合併いたしま

した。

(ヘルスケア事業)

連結子会社でありました有限会社カナエは、平成27年３月１日付で、連結子会社である株式会社ヘルスケア一光

を存続会社として合併いたしました。

 
この結果、平成27年５月31日現在では、当社グループは、当社、連結子会社13社及びその他の関係会社１社により

構成されております。
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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、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、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(当社及び連結子会社)が判断

したものであります。

(1) 業績の状況

当第１四半期連結累計期間における経済情勢は、政府の経済政策や日銀の金融緩和政策等により企業業績の向

上、雇用情勢の改善の傾向がみられ、景気は緩やかな回復基調で推移したものの、消費税増税による個人消費への

影響の長期化、円安による物価上昇等もあり先行きはなお不透明な状況が続いております。保険財政の健全化の考

えの下に、調剤薬局業界ではジェネリック医薬品の使用拡大を促進する施策がとられ、介護業界では平成27年４月

から介護報酬の引き下げが行われました。

このような状況の下で、当第１四半期連結累計期間の当社グループの業績は、売上高7,037百万円(前年同期比

7.5％増)、営業利益325百万円(前年同期比11.9％減)、経常利益373百万円(前年同期比7.5％増)、四半期純利益は

284百万円(前年同期比19.4%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 調剤薬局事業

調剤薬局事業におきましては、処方箋の応需枚数が減少した一方で、処方箋１枚当たりの単価は増加しました。

また、前年度に新規出店及びＭ＆Ａにより加わった店舗が寄与したこと等により、増収となりました。

　この結果、売上高は5,601百万円(前年同期比4.4％増)、営業利益442百万円(前年同期比11.0％増)となりました。

② ヘルスケア事業

ヘルスケア事業におきましては、今年３月に介護付有料老人ホーム「わが家 伊勢」(三重県)を開設いたしまし

た。これにより、居住系介護施設は23施設、839床となりました。

　前年度にグループ会社化した子会社や新規開設した介護施設が寄与し、売上高は堅調に推移しましたが、収益面

においては、介護施設開設にかかる初期費用の負担と介護報酬引下げが影響しました。この結果、売上高は1,056百

万円(前年同期比30.0％増)、営業利益31百万円(前年同期比61.0％減)となりました。

③ 医薬品卸事業

医薬品卸事業におきましては、ジェネリック医薬品使用促進策に沿って市場が拡大する中、積極的な営業活動に

より売上高は伸長しましたが、一方で、競合が激しさを増す事業環境が収益面に影響しました。この結果、売上高

351百万円(前年同期比1.2％増)、営業利益18百万円(前年同期比48.4％減)となりました。(内部売上を含む売上高は

483百万円となり、前年同期比で2.4％増加しました。)

④ 不動産事業

不動産事業におきましては、賃貸不動産からの収入によって、売上高29百万円(前年同期比58.3％増)、営業利益

14百万円(前年同期比20.2％増)となりました。

　
また、投資事業におきましては、効率的な運用成績となっております。

　

(2) 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。

 

(3) 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 6,000,000

計 6,000,000
 

 

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27年５月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成27年７月15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 2,035,000 2,035,000
東京証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ
(スタンダード)

単元株式数　100株

計 2,035,000 2,035,000 ― ―

 

 

(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27年３月１日～
平成27年５月31日

― 2,035,000 ― 917,000 ― 837,050
 

 

(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27年２月28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27年２月28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  118,900 ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 1,915,900 19,159 ―

単元未満株式 普通株式      200 ― ―

発行済株式総数 2,035,000 ― ―

総株主の議決権 ― 19,159 ―
 

 

② 【自己株式等】

  平成27年２月28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(％)

株式会社メディカル一光 三重県津市西丸之内36番25号 118,900 ― 118,900 5.84

計 ― 118,900 ― 118,900 5.84
 

 

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１四半期連結会計期間(平成27年３月１日から平成

27年５月31日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成27年３月１日から平成27年５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。
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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27年２月28日)
当第１四半期連結会計期間

(平成27年５月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 4,606,771 4,772,047

  売掛金 3,189,145 3,299,918

  商品 1,078,856 1,045,910

  その他 604,776 553,219

  貸倒引当金 △900 △1,000

  流動資産合計 9,478,650 9,670,095

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 6,163,537 6,200,040

   土地 2,766,758 2,800,593

   その他（純額） 437,656 495,103

   有形固定資産合計 9,367,951 9,495,737

  無形固定資産   

   のれん 965,186 934,634

   その他 255,120 244,935

   無形固定資産合計 1,220,306 1,179,570

  投資その他の資産   

   投資有価証券 1,219,229 1,463,413

   敷金及び保証金 595,528 599,152

   その他 681,769 622,970

   投資その他の資産合計 2,496,527 2,685,536

  固定資産合計 13,084,786 13,360,844

 資産合計 22,563,436 23,030,939

負債の部   

 流動負債   

  支払手形 11,818 9,599

  買掛金 3,440,575 3,468,504

  短期借入金 5,020 －

  1年内返済予定の長期借入金 2,544,035 2,668,848

  未払法人税等 329,989 260,028

  賞与引当金 162,306 295,480

  その他 998,253 965,031

  流動負債合計 7,491,999 7,667,493

 固定負債   

  長期借入金 7,626,421 7,764,830

  退職給付に係る負債 479,968 396,529

  その他 580,277 552,524

  固定負債合計 8,686,668 8,713,883

 負債合計 16,178,667 16,381,377
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成27年２月28日)
当第１四半期連結会計期間

(平成27年５月31日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 917,000 917,000

  資本剰余金 837,050 837,050

  利益剰余金 4,621,228 4,898,168

  自己株式 △199,317 △199,317

  株主資本合計 6,175,961 6,452,900

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 240,000 219,659

  退職給付に係る調整累計額 △31,192 △22,997

  その他の包括利益累計額合計 208,807 196,661

 純資産合計 6,384,768 6,649,562

負債純資産合計 22,563,436 23,030,939
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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26年３月１日
　至 平成26年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年３月１日
　至 平成27年５月31日)

売上高 6,544,880 7,037,733

売上原価 5,765,196 6,256,330

売上総利益 779,683 781,402

販売費及び一般管理費 410,567 456,145

営業利益 369,116 325,257

営業外収益   

 受取利息 159 105

 受取配当金 184 2,110

 権利金収入 － 71,296

 業務受託料 776 967

 助成金収入 1,620 1,780

 その他 3,990 4,178

 営業外収益合計 6,731 80,438

営業外費用   

 支払利息 22,167 23,732

 その他 5,807 7,976

 営業外費用合計 27,974 31,708

経常利益 347,873 373,987

特別利益   

 固定資産売却益 806 158

 投資有価証券売却益 － 134,494

 負ののれん発生益 54,640 －

 補助金収入 17,983 －

 特別利益合計 73,429 134,653

特別損失   

 固定資産除却損 544 153

 減損損失 ※１  10,427 －

 固定資産圧縮損 17,751 －

 投資有価証券売却損 － 805

 特別損失合計 28,723 959

税金等調整前四半期純利益 392,580 507,682

法人税、住民税及び事業税 246,540 256,298

法人税等調整額 △92,674 △33,562

法人税等合計 153,865 222,736

少数株主損益調整前四半期純利益 238,714 284,945

四半期純利益 238,714 284,945
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【四半期連結包括利益計算書】

【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26年３月１日
　至 平成26年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年３月１日
　至 平成27年５月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 238,714 284,945

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △35,707 △20,340

 退職給付に係る調整額 － 8,195

 その他の包括利益合計 △35,707 △12,145

四半期包括利益 203,007 272,799

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 203,007 272,799
 

EDINET提出書類

株式会社メディカル一光(E03443)

四半期報告書

10/17



【注記事項】

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

 (連結の範囲の重要な変更)

当第１四半期連結会計期間より、連結子会社であった平安薬局株式会社及び有限会社メデコアは、当社と合併し

たため連結の範囲から除外しております。

また、連結子会社であった有限会社カナエは、連結子会社である株式会社ヘルスケア一光と合併したため連結の

範囲から除外しております。

 

(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 平成24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 平成27年３月26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

て当第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、退職給付見込額の期間

帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法について、従業員の平均残存

勤務期間に近似した年数に基づく割引率を使用する方法から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金

額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第１四半

期連結会計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減し

ております。

この結果、当第１四半期連結会計期間の期首の退職給付に係る負債が93,754千円減少し、利益剰余金が63,846千

円増加しております。また、当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与

える影響額は軽微であります。

　

(追加情報)

 (法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正)

「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第９号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27

年法律第２号)が平成27年３月31日に公布され、平成27年４月１日以降に開始する連結会計年度から法人税率等の

引下げ等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35.2％から、平成28年３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32.7％

に、平成29年３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31.9％となります。

　この税率変更による影響は軽微であります。

　

EDINET提出書類

株式会社メディカル一光(E03443)

四半期報告書

11/17



 

(四半期連結貸借対照表関係)

　 (偶発債務)

下記の団体の金融機関からの借入に対して、次のとおり債務保証を行っております。

 
前連結会計年度

(平成27年２月28日)
当第１四半期連結会計期間

(平成27年５月31日)

医療法人財団公仁会 50,332 千円 41,534 千円
 

　

(四半期連結損益計算書関係)

　※１ 減損損失

　前第１四半期連結累計期間(自　平成26年３月１日　至　平成26年５月31日)

当第１四半期連結累計期間において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

場所 用途 種類 減損損失(千円)

愛知県 １件 店舗
建物及び構築物、投資
その他の資産(その他)

10,427
 

当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最少単位として主に店舗を基本単位とし、不動産事業に係る資

産及び遊休資産については個別物件を基本単位としてグループ化しております。

営業活動から生じる損益が継続してマイナスである資産グループについて、帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額10,427千円を減損損失として特別損失に計上いたしました。その内訳は建物及び構築物10,067千

円、投資その他の資産(その他)360千円であります。

なお、資産の回収可能価額は使用価値により測定し、その帳簿価額全額を減額しております。

 
　当第１四半期連結累計期間(自　平成27年３月１日　至　平成27年５月31日)

該当事項はありません。

 
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、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26年３月１日
至 平成26年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年３月１日
至 平成27年５月31日)

減価償却費 122,258千円 147,544千円

のれんの償却額 27,764千円 30,551千円
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(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間(自 平成26年３月１日 至 平成26年５月31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26年３月28日
取締役会

普通株式 110,175　 57.50　 平成26年２月28日 平成26年５月２日 利益剰余金
 

　

当第１四半期連結累計期間(自 平成27年３月１日 至 平成27年５月31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27年３月27日
取締役会

普通株式 71,853 37.50 平成27年２月28日 平成27年５月１日 利益剰余金
 

 
(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26年３月１日 至 平成26年５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
損益計算書
計上額
(注)２

調剤薬局
事業

ヘルスケア
事業

医薬品卸
事業

不動産事業 計

売上高        

　外部顧客への売上高 5,367,333 812,390 346,752 18,404 6,544,880 ― 6,544,880

　セグメント間の内部
　売上高又は振替高

― 91 125,239 8,100 133,430 △133,430 ―

計 5,367,333 812,481 471,991 26,504 6,678,311 △133,430 6,544,880

セグメント利益 398,899 81,304 36,188 12,464 528,856 △159,739 369,116
 

(注) １　セグメント利益の調整額△159,739千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用170,399千円が含

まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２　セグメント利益は、四半期連結損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事項

(固定資産に係る重要な減損損失)

「調剤薬局事業」セグメントにおいて、固定資産の減損損失を計上しております。なお、当該減損損失の計上額

は当第１四半期連結累計期間において10,427千円であります。

 

(重要な負ののれんの発生益)

「ヘルスケア事業」セグメントにおいて、54,640千円の負ののれん発生益を計上しております。これは、有限会

社三重高齢者福祉会、株式会社ハピネライフケア及びその子会社３社の全株式を取得して子会社化したことによる

ものであります。
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Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成27年３月１日 至 平成27年５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
損益計算書
計上額
(注)２

調剤薬局
事業

ヘルスケア
事業

医薬品卸
事業

不動産事業 計

売上高        

　外部顧客への売上高 5,601,324 1,056,201 351,067 29,140 7,037,733 ― 7,037,733

　セグメント間の内部
　売上高又は振替高

― 841 132,112 9,300 142,254 △142,254 ―

計 5,601,324 1,057,042 483,180 38,440 7,179,988 △142,254 7,037,733

セグメント利益 442,790 31,749 18,662 14,982 508,185 △182,927 325,257
 

(注) １　セグメント利益の調整額△182,927千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用196,467千円が含

まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２　セグメント利益は、四半期連結損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事項

　　　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。

項目
前第１四半期連結累計期間
(自 平成26年３月１日
至 平成26年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年３月１日
至 平成27年５月31日)

 １株当たり四半期純利益金額 124円58銭 148円71銭

 (算定上の基礎)   

 四半期純利益(千円) 238,714 284,945

 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) 238,714 284,945

 普通株式の期中平均株式数(株) 1,916,092 1,916,083
 

(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。
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２ 【その他】

平成27年３月27日開催の取締役会において、平成27年２月28日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり期

末配当を行うことを決議いたしました。

①　配当金の総額 71,853千円

②　１株当たりの金額 37円50銭

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成27年５月１日
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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27年７月15日

株式会社メディカル一光

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   服   部   一   利   印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   淺   井   明 紀 子   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メディ

カル一光の平成27年３月１日から平成28年２月29日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(平成27年３月１日か

ら平成27年５月31日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成27年３月１日から平成27年５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、株式会社メディカル一光及び連結子会社の平成27年５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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