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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26期

第１四半期連結
累計期間

第27期
第１四半期連結

累計期間
第26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） 1,860,227 1,135,613 6,924,613

経常利益又は経常損失（△） （千円） 15,244 △38,783 △61,587

四半期純利益又は四半期（当期）

純損失（△）
（千円） 19,582 △42,173 △20,100

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 21,606 △39,314 △27,546

純資産額 （千円） 1,735,216 1,596,264 1,656,593

総資産額 （千円） 3,941,462 3,240,635 3,341,787

１株当たり四半期純利益金額又は

１株当たり四半期（当期）純損失

金額

（円） 2.38 △5.13 △2.44

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） 2.38 － －

自己資本比率 （％） 43.5 48.9 49.3

（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、消費税等は含んでおりません。

３．第27期第１四半期連結累計期間及び第26期の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額について

は、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期（当期）純損失金額であるため、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】

当社は、平成27年４月21日開催の取締役会において固定資産を譲渡することについて決議し、同日付で売買契

約を締結いたしました。

詳細は、「第４ 経理の状況 １．四半期連結財務諸表 注記事項（重要な後発事象）」に記載のとおりであ

ります。

 

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の業績は、1,135百万円（前年同四半期比39.0％減）、営業損失は37百万円（前年同

四半期は17百万円の営業利益）、経常損失は38百万円（前年同四半期は15百万円の経常利益）、四半期純損失は42

百万円（前年同四半期は19百万円の四半期純利益）となりました。

 

 セグメントの概況は次のとおりであります。

＜キャラクターエンタテインメント事業＞

アミューズメント部門におきましては、新規キャラクターを積極的に取得するとともに、大手チェーン店に対す

るＯＥＭ企画提案の強化を図りました。商品面では、LINEスタンプデザインの「あらいぐまラスカル」や当社オリ

ジナル「忠犬もちしば」が好調だったものの、前期ヒットした「ted」や「ふなっしー」等の売上には及ばず、売

上高は529百万円（前年同四半期比45.8％減）となりました。

ＳＰ（セールスプロモーション）部門におきましては、前期好調であった製薬業界を中心とした販売促進商品

の案件及び出版会社の大口付録案件がなかったことから、売上高は110百万円（前年同四半期比48.3％減）となり

ました。

利益面では、経費の削減等を進めましたが、売上高減少の影響により営業損失となりました。

以上の結果、売上高は639百万円（前年同四半期比46.2％減）、営業損失は26百万円（前年同四半期は２百万円

の営業利益）となりました。

 

＜キャラクター・ファンシー事業＞

当事業におきましては、前期に好調であったゆるキャラ商品、ゲーム・コミック及びアニメなどで展開され人

気であったキャラクター商品の落ち込み、また条件面の精査による一部の得意先様との取引の中止により、売上に

ついては前期を下回る結果となりました。

また、利益についても商品在庫の評価減を計上したこと等により、営業損失を計上いたしました。

今後につきましては、アニメキャラクター専門店へ向けたぬいぐるみの新カテゴリー商品を発売すること、ゆ

るキャライベントに次ぐアニメキャラクターのイベントを開始し、全国の百貨店や雑貨専門店でイベント販売を強

化してまいります。

以上の結果、売上高は496百万円（前年同四半期比26.1％減）、営業損失は20百万円（前年同四半期は３百万円

の営業利益）となりました。

 

(2)財政状態

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ101百万円減少し、3,240百万円となり

ました。これは主に、現金及び預金の増加額78百万円により一部相殺されたものの、受取手形及び売掛金の減少額

130百万円及び商品の減少額22百万円、電子記録債権の減少額16百万円によるものであります。負債は、前連結会

計年度末に比べ40百万円減少し、1,644百万円となりました。これは主に、流動負債「その他」の増加額78百万円

により一部相殺されたものの役員退職慰労引当金の減少額100百万円によるものであります。純資産は、前連結会

計年度末に比べ60百万円減少し、1,596百万円となりました。これは主に、利益剰余金の減少額62百万円によるも

のであります。

    (3)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。

 

 (4)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 12,381,000

計 12,381,000

 

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 8,363,103 8,363,103
東京証券取引所

市場第一部

単元株式数

  100株

計 8,363,103 8,363,103 － －

（注）「提出日現在発行数」欄には、平成27年７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27年３月１日

～

平成27年５月31日

－ 8,363,103 － 441,550 － 472,489

 

（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５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   134,100 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 8,187,100 81,871 －

単元未満株式 普通株式    41,903 － －

発行済株式総数 8,363,103 － －

総株主の議決権 － 81,871 －

（注）「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900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に係る議決権の数9個が含まれております。

②【自己株式等】

平成27年５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（％）

株式会社エスケ

イジャパン

大阪市中央区上町

一丁目４番８号
134,100 － 134,100 1.60

計 － 134,100 － 134,100 1.60

 

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 904,422 982,482

受取手形及び売掛金 752,579 621,820

電子記録債権 104,441 87,990

商品 366,515 343,842

繰延税金資産 6,859 10,613

その他 84,685 77,864

貸倒引当金 △5,921 △4,820

流動資産合計 2,213,583 2,119,792

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 516,195 516,195

減価償却累計額 △192,482 △195,883

建物及び構築物（純額） 323,712 320,311

車両運搬具 9,586 8,480

減価償却累計額 △8,067 △7,285

車両運搬具（純額） 1,518 1,194

その他 124,461 127,561

減価償却累計額 △102,774 △106,849

その他（純額） 21,686 20,712

土地 539,494 539,494

有形固定資産合計 886,412 881,711

無形固定資産 95,165 87,354

投資その他の資産   

投資有価証券 28,243 31,962

退職給付に係る資産 30,799 34,191

繰延税金資産 1,377 －

その他 101,034 100,427

貸倒引当金 △14,829 △14,804

投資その他の資産合計 146,625 151,776

固定資産合計 1,128,203 1,120,842

資産合計 3,341,787 3,240,635
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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)

負債の部   

流動負債   

買掛金 422,482 400,558

短期借入金 ※ 920,000 ※ 920,000

未払法人税等 6,438 4,398

繰延税金負債 183 1,069

賞与引当金 15,847 16,474

その他 171,370 250,042

流動負債合計 1,536,322 1,592,542

固定負債   

繰延税金負債 11,347 14,496

役員退職慰労引当金 137,305 37,114

長期預り保証金 218 218

固定負債合計 148,871 51,828

負債合計 1,685,193 1,644,371

純資産の部   

株主資本   

資本金 441,550 441,550

資本剰余金 472,489 472,489

利益剰余金 781,087 718,341

自己株式 △51,288 △51,308

株主資本合計 1,643,839 1,581,073

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 5,411 7,198

繰延ヘッジ損益 332 1,934

為替換算調整勘定 △3,679 △4,210

その他の包括利益累計額合計 2,064 4,923

新株予約権 10,689 10,267

純資産合計 1,656,593 1,596,264

負債純資産合計 3,341,787 3,240,635
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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 1,860,227 1,135,613

売上原価 1,388,065 840,207

売上総利益 472,162 295,406

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 163,565 133,758

賞与引当金繰入額 0 626

退職給付費用 10,248 3,987

役員退職慰労引当金繰入額 1,795 △7,567

貸倒引当金繰入額 8,824 △1,125

その他 270,566 203,531

販売費及び一般管理費合計 455,001 333,209

営業利益又は営業損失（△） 17,161 △37,803

営業外収益   

受取利息 30 37

受取配当金 314 84

受取家賃 1,409 1,612

為替差益 － 70

賃貸収入 1,412 406

その他 1,024 453

営業外収益合計 4,190 2,664

営業外費用   

支払利息 1,857 3,422

投資有価証券評価損 1,676 －

為替差損 765 －

賃貸原価 1,805 184

その他 2 37

営業外費用合計 6,106 3,645

経常利益又は経常損失（△） 15,244 △38,783

特別利益   

新株予約権戻入益 1,885 570

保険返戻金 3,743 －

特別利益合計 5,628 570

特別損失   

固定資産売却損 － 26

固定資産除却損 － 637

特別損失合計 － 664

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期

純損失（△）
20,872 △38,878

法人税、住民税及び事業税 557 3,991

法人税等調整額 732 △696

法人税等合計 1,290 3,295

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益

調整前四半期純損失（△）
19,582 △42,173

四半期純利益又は四半期純損失（△） 19,582 △42,173
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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又は少数株主損益

調整前四半期純損失（△）
19,582 △42,173

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △820 1,787

繰延ヘッジ損益 2,820 1,602

為替換算調整勘定 24 △531

その他の包括利益合計 2,024 2,859

四半期包括利益 21,606 △39,314

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 21,606 △39,314

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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）

（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24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

た定めについて当第１四半期連結会計期間より適用しておりますが、簡便法を適用しているため、退職給付債務

及び勤務費用の計算方法に変更はありません。

この結果、当第１四半期連結累計期間での損益及び純資産に与える影響はありません。

（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）

（法人税率の変更等による影響）

「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日以後に開始する連結会計年度から法人税

率等が段階的に引き下げら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35.6%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

等については33.0％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等について

は32.2%となります。

この税率変更による連結財務諸表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）

※ 当社及び連結子会社（㈱サンエス）においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行６行と当座貸

越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

 
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）

当座貸越極度額 2,150,000千円 2,150,000千円

借入実行残高 920,000 920,000

差引額 1,230,000 1,230,000

 

（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（無形固定資産に係る償却費を含む）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 15,633千円 14,777千円
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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26年３月１日 至 平成26年５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５月24日

定時株主総会
普通株式 24,687 3 平成26年２月28日平成26年５月26日 利益剰余金

 

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）

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５月23日

定時株主総会
普通株式 20,572 2.5 平成27年２月28日平成27年５月25日 利益剰余金
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（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

 
キャラクター
エンタテイン
メント事業

キャラクター・
ファンシー

事業
計

売上高      

外部顧客への売上高 1,188,964 671,262 1,860,227 － 1,860,227

セグメント間の

内部売上高又は振替高
33,216 7,902 41,119 (41,119) －

計 1,222,181 679,165 1,901,346 (41,119) 1,860,227

セグメント利益 2,616 3,934 6,550 10,610 17,161

（注）１．セグメント利益の調整額10,610千円は、セグメント間取引消去等であります。

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しております。

 

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

 該当事項はありません。

 

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

 
キャラクター
エンタテイン
メント事業

キャラクター・
ファンシー

事業
計

売上高      

外部顧客への売上高 639,512 496,100 1,135,613 － 1,135,613

セグメント間の

内部売上高又は振替高
70 6,773 6,843 (6,843) －

計 639,582 502,874 1,142,456 (6,843) 1,135,613

セグメント損失（△） △26,917 △20,717 △47,635 9,831 △37,803

（注）１．セグメント損失の調整額9,831千円は、セグメント間取引消去等であります。

２．セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整しております。

 

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

 該当事項はありません。

EDINET提出書類

株式会社エスケイジャパン(E02897)

四半期報告書

14/18



（１株当たり情報）

 １株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり

四半期純利益金額の算定上の基礎は、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)１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり

四半期純損失金額(△)
2円38銭 △5円13銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益又は四半期純損失(△)（千円） 19,582 △42,173

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又は四半期純損失

(△)（千円）
19,582 △42,173

普通株式の期中平均株式数（株） 8,229,061 8,228,851

(2)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 2円38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） 5,201 －

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）当第1四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金額であるため記載しておりません。
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（重要な後発事象）

（重要な資産の譲渡）

 当社は、前連結会計年度末において「重要な後発事象」として開示しておりました下記の固定資産の譲渡を、

平成27年６月12日に実行いたしました。

(1)契約の目的

経済情勢、経営環境等を勘案し、保有資産の最適化を図る目的で固定資産を譲渡いたしました。

(2)契約する相手先の名称

契約先は、国内の一般事業者（不動産業）ですが、守秘義務契約により名称の公表は差し控えておりま

す。なお、当社グループと契約先との間には、資本関係、人的関係、関連当事者としての特記すべき事項は

ありません。

(3)譲渡資産の内容

  ①資産の名称 ：旧東京営業所

    資産の内容 ：土地103.70㎡

                  建物447.85㎡

    所 在 地 ：東京都台東区蔵前四丁目17番８号

    譲渡前の使途：賃貸

  ②資産の名称 ：SK Flats

    資産の内容 ：土地107.43㎡

                  建物152.90㎡

    所 在 地 ：東京都台東区寿三丁目７番13号

    譲渡前の使途：従業員社宅

  ③資産の名称 ：ライフコア蔵前

    資産の内容 ：土地 8.34㎡(共有持分面積)

                  建物 43.37㎡

    所 在 地 ：東京都台東区蔵前三丁目16番１号

    譲渡前の使途：賃貸

  ④資産の名称 ：ロワール浅草寿

    資産の内容 ：土地 7.49㎡(共有持分面積)

                  建物 37.80㎡

    所 在 地 ：東京都台東区寿三丁目13番３号

    譲渡前の使途：賃貸

(4)損益に及ぼす影響額

当該固定資産の譲渡に伴い、平成28年２月期第２四半期において、固定資産売却益61,964千円を特別利益

として計上する予定であります。

 

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27年７月13日

株式会社エスケイジャパン

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 後 藤 紳太郎   印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 南 方 得 男   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エスケ

イジャパンの平成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、株式会社エスケイジャパン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おりません。
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