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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35期

第２四半期
連結累計期間

第36期
第２四半期
連結累計期間

第35期

会計期間

自　平成26年
　　４月１日
至　平成26年
　　９月30日

自　平成27年
　　４月１日
至　平成27年
　　９月30日

自　平成26年
　　４月１日
至　平成27年
　　３月31日

売上高 （千円） 976,608 877,517 1,922,940

経常利益 （千円） 26,238 3,181 107,659

親会社株主に帰属する四半期（当期）純

利益又は親会社株主に帰属する四半期純

損失（△）

（千円） 512,900 △650 612,021

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 291,298 △45,330 410,398

純資産額 （千円） 1,501,002 1,574,771 1,620,102

総資産額 （千円） 3,306,475 3,376,181 3,545,266

１株当たり四半期（当期）純利益金額又

は１株当たり四半期純損失金額（△）
（円） 50.70 △0.06 60.50

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 （％） 45.3 46.5 45.6

営業活動によるキャッシュ・フロー （千円） 28,379 68,011 81,425

投資活動によるキャッシュ・フロー （千円） △623,756 △174 △826,953

財務活動によるキャッシュ・フロー （千円） 223,426 △135,446 340,480

現金及び現金同等物の四半期末（期末）

残高
（千円） 185,627 84,921 152,531

 

回次
第35期

第２四半期
連結会計期間

第36期
第２四半期
連結会計期間

会計期間

自　平成26年
７月１日

至　平成26年
９月30日

自　平成27年
７月１日

至　平成27年
９月30日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 49.29 0.93

（注）１．売上高に消費税等は含まれておりません。

２．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。

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。

４．「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年9月13日）等を適用し、第１四半期連結累

計期間より、「四半期（当期）純利益又は四半期純損失」を「親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益

又は親会社株主に帰属する四半期純損失」としております。

 

２【事業の内容】

　当第２四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

な変更等はありません。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、新たな事業等のリスクの発生、または、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】

　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。

　なお、第１四半期連結累計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）

等を適用し、「四半期純利益（損失）」を「親会社株主に帰属する四半期純利益（損失）」としております。

 

(1）業績の状況

　当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益の増加を背景とする設備投資の増加、雇用・所得環

境の改善による個人消費の持ち直しなどが見られるものの、中国をはじめとする世界経済の鈍化により生産・輸出

の拡大が見込みづらいことなどにより、景気の回復は極めて穏やかになると予想されています。

このような経済状況のもとで、当社グループ（当社及び連結子会社）は、活動をしてまいりました。

なお、セグメントの業績は次のとおりであります。

①　通販小売事業

主力となります通信小売事業においては、新規顧客の獲得を目的とした新聞媒体への出稿を継続しておりま

す。また、獲得した新規顧客へのフォロー業務について、当社の商品開発・カタログ編集制作の責任者レベルで

対応する取り組みを進めております。この取り組みにより、アフターサービスの品質向上、潜在需要の探求、カ

タログ内容の改善等が効果的に行えるものと考えております。

既存顧客に向けた活動では、顧客層全体の稼働率向上を目的として、顧客層区分とカタログ送付パターンとの

マッチングについて見直しを行っております。これにより、従来よりも各顧客の需要により適合したカタログの

送付が実現し、顧客全体のリピート率が向上するものと考えております。

商品開発では、販売の核となる商品や競合他社との差別化を目的とした独自性のある「ウォンツ」商品の開発

に全社を挙げて注力する一方で、「コストダウンチーム」を中心に、商品原価率を引き下げる取り組みを進めて

おります。自社サイト「夢隊ＷＥＢ」においては、ＰＣサイト、スマートフォン・タブレット向けサイトが稼動

し、従来の紙媒体の顧客層とは異なる顧客層の獲得に繋がっております。

かかる活動を行ってまいりましたが、オンライン環境の変化で同業他社が増加したことに伴う競争の激化によ

り売上が減少しました。また、新規顧客の獲得を目的とした新規媒体への出稿費の投下、配送費等のコストの増

加により、利益が大幅に減少する結果となりました。

以上の結果、通販小売事業の売上高は816百万円（前年同四半期比10.9％減）となり、セグメント利益は53百

万円（前年同四半期比20.4％減）となりました。

 

②　不動産事業

不動産事業においては、市況を慎重に判断した上で、取得及び販売の時期を検討するとともに、保有する不動

産の賃貸を行っております。

以上の結果、不動産事業の売上高は28百万円（前年同四半期比12.2％減）となり、セグメント利益は10百万円

（前年同四半期比24.0％減）となりました。

 

③　その他

ライフステージ株式会社は、介護施設を運営し、デイサービスを行っております。

以上の結果、その他の売上高は34百万円（前年同四半期比21.9％増）となり、セグメント利益は5百万円（前

年同四半期比76.8％増）となりました。

 

以上の結果、当社グループの当第２四半期連結累計期間の売上高は877百万円（前年同四半期比10.1％減）、

営業利益は9百万円（前年同四半期比68.6％減）、経常利益は3百万円（前年同四半期87.9％減）、親会社株主に

帰属する四半期純損失は0.6百万円（前年同四半期親会社株主に帰属する四半期純利益512百万円）となりまし

た。
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(2）キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ67百万円減少し、

84百万円となりました。

 

　当第２四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）

　営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が3百万円であり、持分法による投資利益10

百万円、売上債権の減少額17百万円等があったことなどから、68百万円の収入（前年同四半期は28百万円の収入）

となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動によるキャッシュ・フローは、預り保証金の返還による支出0.4百万円などにより、0.1百万円の支出

（前年同四半期は623百万円の支出）となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出118百万円などにより、135百万円の支出

（前年同四半期は223百万円の収入）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、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新た

に生じた課題はありません。

 

(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 20,496,000

計 20,496,000

 

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27年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成27年11月13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 10,458,000 10,458,000

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数は100株

であります。

計 10,458,000 10,458,000 － －

（注）　発行済株式数のうち、2,430,774株は、現物出資（投資有価証券　150,708千円）によるものであります。

 

（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７月１日～

平成27年９月30日
－ 10,458,000 － 534,204 － －
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（６）【大株主の状況】

  平成27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
（％）

佐々木　ベジ 東京都千代田区 5,334 51.00

夢みつけ隊株式会社 東京都新宿区愛住町13番地10 341 3.26

桧垣　千寿子 愛媛県新居浜市 229 2.19

加藤　清行 愛媛県新居浜市 214 2.05

永田　光春 愛媛県新居浜市 165 1.58

株式会社SBI証券 東京都港区六本木1丁目6番1号 131 1.25

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町1丁目2番10号 126 1.21

秋山　克幸 愛媛県新居浜市 83 0.79

藤原　吉久 長野県松本市 75 0.71

丸山　幸男 愛媛県新居浜市 73 0.69

計 － 6,774 64.77
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成27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）

（注）１

（自己保有株式）

普通株式     341,300
－ －

完全議決権株式（その他）（注）２  普通株式  10,116,100 101,161 －

単元未満株式  普通株式         600 －
１単元（100株）未満の

株式

発行済株式総数 10,458,000 － －

総株主の議決権 － 101,161 －

（注）１．「完全議決権株式（自己株式等）」の欄は、全て当社保有の自己株式であります。

２．「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2,000株が含まれております。な

お、「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数の数20個が含まれております。

 

②【自己株式等】

平成27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（％）

夢みつけ隊株式会社
東京都新宿区愛

住町13番地10
341,300 － 341,300 3.26

計 － 341,300 － 341,300 3.26

 

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27年７月１日から平

成27年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成27年４月１日から平成27年９月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、清流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：千円)

 
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成27年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 172,539 104,929

受取手形及び売掛金 192,015 174,214

商品 61,207 65,075

販売用不動産 305,674 307,907

繰延税金資産 19,938 18,108

その他 34,071 20,528

貸倒引当金 △4,099 △3,109

流動資産合計 781,346 687,655

固定資産   

有形固定資産   

建物 347,774 347,774

減価償却累計額 △67,154 △76,279

建物（純額） 280,620 271,495

車両運搬具 12,694 12,694

減価償却累計額 △10,365 △11,016

車両運搬具（純額） 2,329 1,678

工具、器具及び備品 39,600 39,600

減価償却累計額 △34,082 △34,274

減損損失累計額 △3,771 △3,771

工具、器具及び備品（純額） 1,746 1,554

機械及び装置 28,354 28,354

減価償却累計額 △13,007 △13,393

減損損失累計額 △12,477 △12,477

機械及び装置（純額） 2,869 2,483

土地 565,699 565,699

その他 10,248 10,248

減価償却累計額 △5,257 △6,170

その他（純額） 4,990 4,077

有形固定資産合計 858,255 846,989

無形固定資産 1,821 1,722

投資その他の資産   

投資有価証券 348,412 289,152

関係会社株式 1,533,162 1,528,646

長期貸付金 1,880 1,640

繰延税金資産 － 1,102

その他 43,927 41,611

貸倒引当金 △23,539 △22,339

投資その他の資産合計 1,903,842 1,839,813

固定資産合計 2,763,919 2,688,525

資産合計 3,545,266 3,376,181
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  (単位：千円)

 
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成27年９月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 164,781 151,164

短期借入金 333,910 317,506

1年内返済予定の長期借入金 236,163 234,563

未払金 63,803 64,473

返品調整引当金 1,351 451

ポイント引当金 9,795 9,953

その他 32,834 75,865

流動負債合計 842,640 853,977

固定負債   

長期借入金 1,043,139 926,657

繰延税金負債 17,645 －

その他 21,738 20,775

固定負債合計 1,082,523 947,432

負債合計 1,925,164 1,801,409

純資産の部   

株主資本   

資本金 534,204 534,204

資本剰余金 266,761 266,761

利益剰余金 886,164 885,514

自己株式 △117,739 △117,739

株主資本合計 1,569,390 1,568,740

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 44,708 2,387

退職給付に係る調整累計額 2,000 △91

その他の包括利益累計額合計 46,709 2,295

非支配株主持分 4,002 3,736

純資産合計 1,620,102 1,574,771

負債純資産合計 3,545,266 3,376,181
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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：千円)

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年９月30日)

売上高 976,608 877,517

売上原価 433,143 398,337

売上総利益 543,464 479,180

販売費及び一般管理費 ※１ 512,630 ※１ 469,508

営業利益 30,834 9,671

営業外収益   

受取利息 31 10

受取配当金 10,177 592

持分法による投資利益 - 10,253

業務受託手数料 1,200 1,135

その他 2,535 1,421

営業外収益合計 13,944 13,413

営業外費用   

支払利息 18,529 19,848

その他 11 54

営業外費用合計 18,540 19,903

経常利益 26,238 3,181

特別利益   

持分法による投資利益 490,752 －

特別利益合計 490,752 －

特別損失   

投資有価証券評価損 － 4

特別損失合計 － 4

税金等調整前四半期純利益 516,990 3,177

法人税、住民税及び事業税 3,211 2,264

法人税等調整額 622 1,829

法人税等合計 3,833 4,094

四半期純利益又は四半期純損失（△） 513,157 △916

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主

に帰属する四半期純損失（△）
257 △266

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主

に帰属する四半期純損失（△）
512,900 △650
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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：千円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年９月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 513,157 △916

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △222,718 △40,507

持分法適用会社に対する持分相当額 859 △3,906

その他の包括利益合計 △221,859 △44,413

四半期包括利益 291,298 △45,330

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 291,040 △45,064

非支配株主に係る四半期包括利益 257 △266
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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２四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27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 516,990 3,177

減価償却費 11,738 11,365

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,742 △2,190

返品調整引当金の増減額（△は減少） 309 △900

ポイント引当金の増減額（△は減少） △1,178 158

受取利息及び受取配当金 △10,209 △603

支払利息 18,529 19,848

為替差損益（△は益） △0 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 4

持分法による投資損益（△は益） △490,752 △10,253

売上債権の増減額（△は増加） 9,660 17,801

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,590 △6,084

仕入債務の増減額（△は減少） 1,387 △13,555

未払金の増減額（△は減少） △16,529 669

その他の流動資産の増減額（△は増加） 13,619 13,355

その他の流動負債の増減額（△は減少） △7,637 43,891

その他 1,060 2,340

小計 46,838 79,023

利息及び配当金の受取額 10,209 11,466

利息の支払額 △17,055 △19,827

法人税等の支払額 △11,613 △2,650

営業活動によるキャッシュ・フロー 28,379 68,011

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 △237,744 －

関係会社株式の取得による支出 △401,794 －

貸付金の回収による収入 240 240

預り保証金の返還による支出 － △405

預り保証金の受入による収入 50 15

差入保証金の回収による収入 15,516 －

その他 △24 △24

投資活動によるキャッシュ・フロー △623,756 △174

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △16,404 △16,404

長期借入れによる収入 320,000 －

長期借入金の返済による支出 △80,169 △118,081

その他 － △960

財務活動によるキャッシュ・フロー 223,426 △135,446

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △371,951 △67,609

現金及び現金同等物の期首残高 557,578 152,531

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１ 185,627 ※１ 84,921
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（企業結合に関する会計基準等の適用）

　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」とい

う。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成25年９月13日。以下「連結会計基準」とい

う。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　平成25年９月13日。以下「事業分離等会計基

準」という。）等を第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動

による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法

に変更しております。また、第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理

の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させ

る方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の

変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第２四半期連結累計期間及び前連結会計年度について

は、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

　企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(4)、連結会計基準第44－５項(4)及び事業分

離等会計基準第57－４項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結会計期間の期首時点から将来に

わたって適用しております。

これによる損益に与える影響はありません。
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（四半期連結貸借対照表関係）

受取手形裏書譲渡高

 
前連結会計年度

（平成27年３月31日）
当第２四半期連結会計期間
（平成27年９月30日）

受取手形裏書譲渡高 79,671千円 70,431千円

 

（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要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26年４月１日

　　至　平成26年９月30日）

　当第２四半期連結累計期間
（自　平成27年４月１日

　　至　平成27年９月30日）

販売促進費 245,435千円 203,506千円

従業員給与・賞与 63,118 67,603

荷造配送費 70,640 67,488

減価償却費 6,963 6,589

貸倒引当金繰入額 268 168

 

（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26年４月１日
至　平成26年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成27年４月１日
至　平成27年９月30日）

現金及び預金勘定 205,631千円 104,929千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △20,003 △20,007

現金及び現金同等物 185,627 84,921

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年９月30日）

１．配当金支払額

　該当事項はありません。

 

２．基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発

生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

　該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年９月30日）

１．配当金支払額

　該当事項はありません。

 

２．基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発

生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

　該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年９月30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
その他
（注）

合計
 通販小売事業 不動産事業 計

売上高      

外部顧客への売上高 915,787 32,761 948,548 28,059 976,608

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － －

計 915,787 32,761 948,548 28,059 976,608

セグメント利益 67,021 14,242 81,263 2,944 84,208

（注）　「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、通所介護サービス事業を含んでお

ります。

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円）
 

利益 金額

報告セグメント計 81,263

「その他」の区分の利益 2,944

全社費用（注） △53,373

四半期連結損益計算書の営業利益 30,834

（注）　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。

 

３．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。
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Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年９月30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
その他
（注）

合計
 通販小売事業 不動産事業 計

売上高      

外部顧客への売上高 814,554 28,750 843,304 34,213 877,517

セグメント間の内部売上高

又は振替高
1,666 － 1,666 － 1,666

計 816,220 28,750 844,970 34,213 879,184

セグメント利益 53,358 10,824 64,182 5,206 69,389

（注）　「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、通所介護サービス事業を含んでお

ります。

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円）
 

利益 金額

報告セグメント計 64,182

「その他」の区分の利益 5,206

全社費用（注） △59,717

四半期連結損益計算書の営業利益 9,671

（注）　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。

 

３．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。
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（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26年４月１日
至　平成26年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成27年４月１日
至　平成27年９月30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（△）
50円70銭 △0円06銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は親

会社株主に帰属する四半期純損失金額（△）

（千円）

512,900 △650

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純

利益金額又は普通株式に係る親会社株主に帰属

する四半期純損失金額（千円）

512,900
△650

 

普通株式の期中平均株式数（千株） 10,116 10,116

（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27年11月13日

夢みつけ隊株式会社

取締役会　御中

 

清流監査法人

 

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 安　　田　　　　　裕

 

 業務執行社員  公認会計士 加　　悦　　正　　史

 

　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」に掲げられている夢みつけ隊株式

会社の平成27年４月１日から平成28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27年７月１日から平

成27年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成27年４月１日から平成27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、夢みつけ隊株式会社及び連結子会社の平成27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　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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