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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40期

第３四半期連結
累計期間

第41期
第３四半期連結

累計期間
第40期

会計期間
自平成27年９月１日
至平成28年５月31日

自平成28年９月１日
至平成29年５月31日

自平成27年９月１日
至平成28年８月31日

売上高 （千円） 10,213,286 9,772,211 13,020,497

経常利益 （千円） 589,459 674,893 346,928

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当期

純損失（△）

（千円） 311,107 895,162 △1,652,571

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 208,391 930,747 △1,782,316

純資産額 （千円） 7,338,930 6,122,931 5,348,221

総資産額 （千円） 14,545,120 12,491,275 12,260,655

１株当たり四半期純利益金額又は

１株当たり当期純損失金額(△)
（円） 35.90 103.29 △190.69

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 （％） 50.46 49.02 43.62

 

回次
第40期

第３四半期連結
会計期間

第41期
第３四半期連結

会計期間

会計期間
自平成28年３月１日
至平成28年５月31日

自平成29年３月１日
至平成29年５月31日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 34.69 42.58

　（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．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、前連結会計年度は１株当たり当期純損失

金額であり、また、潜在株式が存在しないため、前第３四半期連結累計期間及び当第３四半期連結累計期間

は潜在株式が存在しないため記載しておりません。

３．売上高には、消費税等は含んでおりません。

 

２【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当企業グループ（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。

また、第１四半期連結会計期間において、当社は吸収分割の方法による持株会社体制へ移行することを目的として

「株式会社クラウディア分割準備会社」を新たに設立し、連結の範囲に含めております。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四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または締結等はありません。
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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企業グループ（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３四半期連結累計期間における我が国の経済は、政府や日銀による経済・金融政策の効果により、雇用や所

得環境の改善が続くなど景気は回復基調にあります。しかしながら、為替の急激な変動、中国をはじめとする新興

国経済の減速や、米国新政権の経済政策の不透明感などにより依然として先行き不透明な状況にあります。

　　このような経済環境のもと、当企業グループは、総合ブライダル「メーカー」としての位置づけを定着させるべ

く、婚礼衣裳のメーカー機能を軸としてブライダル市場のシェアアップに向け引き続き注力しており、当第３四半

期連結累計期間においては、新たに次の事業展開を行っております。

　　平成29年３月には、当企業グループの更なる運営の効率化を図ることを目的に、当社と当社の連結子会社である

株式会社クラウディアブライダルサービスとの吸収合併を実施いたしました。

　　平成29年４月には、主力ブランドである「JILLSTUART」、「Barbie BRIDAL」の新作ドレスコレクションを発表

いたしました。

 

　　当企業グループは単一セグメントであるためセグメント別の記載を省略しております。

　　当第３四半期連結累計期間における事業部門別売上高の状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

　　以下の売上高の数値につきましては、事業部門内及び事業部門間の取引消去後となっております。

（単位：百万円）

   

前第３四半期
連結累計期間

（自 平成27年９月１日
至 平成28年５月31日）

当第３四半期
連結累計期間

（自 平成28年９月１日
至 平成29年５月31日）

増減
増減率

（％）

ホールセール事業　売上高 2,714 2,558 △155 △5.7

 製・商品売上高 1,905 1,803 △101 △5.3

 レンタル収入等 809 754 △54 △6.8

ショップ事業　売上高 5,153 5,092 △61 △1.2

 衣裳等取扱収入 3,189 3,262 73 2.3

  製・商品売上高 667 679 12 1.8

  レンタル収入等 2,521 2,582 61 2.4

 リゾート挙式売上高 1,964 1,830 △134 △6.8

式場事業　売上高 2,344 2,120 △223 △9.6

連結売上高 10,213 9,772 △441 △4.3

 

　　ホールセール事業については、製・商品売上高は受注高減少の影響により引き続き苦戦し、前年同四半期に比べ

101百万円減少の1,803百万円となりました。レンタル収入等につきましては、前年同四半期に比べ54百万円減少の

754百万円となりました。この結果、ホールセール事業の売上高は前年同四半期に比べ155百万円減少し2,558百万

円となりました。

EDINET提出書類

株式会社クラウディア(E00617)

四半期報告書

 4/19



　　ショップ事業については、引き続き国内インショップ店舗の既存店取扱件数が減少傾向にあるものの、写真事業

が順調に推移し、また、平成28年１月より開始した美容事業が通期で寄与した結果、衣裳等取扱収入は前年同四半

期に比べ73百万円増加の3,262百万円となりました。リゾート挙式事業については取扱件数、取扱高ともに減少

し、リゾート挙式売上高は前年同四半期に比べ134百万円減少の1,830百万円となりました。この結果、ショップ事

業の売上高は前年同四半期に比べ61百万円減少し5,092百万円となりました。

　　式場事業については、「ル・センティフォーリア　大阪」（大阪市北区）が施行組数を伸ばしましたが、同式場

以外の式場について施行組数が減少したことから、施行組数の合計は前年同四半期に比べ80組減少の970組となり

ました。この結果、式場事業の売上高は前年同四半期に比べ223百万円減少し2,120百万円となりました。

 

　　以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は9,772百万円（前年同四半期比4.3％減）、営業利益は637百

万円（同10.0％増）、経常利益は674百万円（同14.5％増）となりました。

　　なお、親会社株主に帰属する四半期純利益は、当第３四半期連結累計期間において法人税等調整額（益）441百

万円を計上したことにより、895百万円（同187.7％増）となりました。

 

（2）財政状態の分析

　当第３四半期連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末に比べ90百万円増加し、3,283百万円となりまし

た。これは主に、受取手形及び売掛金262百万円、繰延税金資産60百万円の増加、現金及び預金267百万円の減少に

よるものであります。

　固定資産は、前連結会計年度末に比べ139百万円増加し、9,207百万円となりました。これは主に、繰延税金資産

347百万円の増加、有形固定資産77百万円の減少によるものであります。

　この結果、資産合計は前連結会計年度末に比べ230百万円増加し、12,491百万円となりました。

　流動負債は、前連結会計年度末に比べ428百万円増加し、3,644百万円となりました。これは主に、短期借入金

510百万円、賞与引当金147百万円の増加、１年内返済予定の長期借入金158百万円、未払法人税等148百万円の減少

によるものであります。

　固定負債は、前連結会計年度末に比べ972百万円減少し、2,723百万円となりました。これは主に、長期借入金

764百万円、役員退職慰労引当金146百万円の減少によるものであります。

　この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べ544百万円減少し、6,368百万円となりました。

　純資産は、前連結会計年度末に比べ774百万円増加し、6,122百万円となりました。これは主に、利益剰余金739

百万円、為替換算調整勘定34百万円の増加によるものであります。この結果、自己資本比率は49.0％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 19,000,000

計 19,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成29年５月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成29年７月14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 9,689,200 9,689,200
東京証券取引所

市場第一部

単元株式数

100株

計 9,689,200 9,689,200 － －

 

（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】

記載事項はありません。

 

（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

（千株）

発行済株式総
数残高

（千株）

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29年３月１日～

平成29年５月31日
－ 9,689 － 1,071,590 － 1,102,138

 

 

（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（平成29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29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　1,022,900 － 単元株式数100株

完全議決権株式（その他） 普通株式　8,656,400 86,564 同上

単元未満株式 普通株式　　　9,900 － －

発行済株式総数 9,689,200 － －

総株主の議決権 － 86,564 －

 

 

②【自己株式等】

平成29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

クラウディア

京都市右京区西院

高田町34番地
1,022,900 - 1,022,900 10.56

計 － 1,022,900 - 1,022,900 10.56

（注）当第３四半期会計期間末日現在の自己名義株式数は1,022,982株で、発行済株式総数に対する所有株式数の割合は

10.56％であります。

 

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３四半期連結会計期間（平成29年３月１日から平

成29年５月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成28年９月１日から平成29年５月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、ＰｗＣ京都監査法人による四半期レビューを受けております。

　なお、従来、当社が監査証明を受けている京都監査法人は平成28年12月１日に名称を変更し、ＰｗＣ京都監査法人

となりました。
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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28年８月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成29年５月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,227,089 959,574

受取手形及び売掛金 893,217 1,156,105

商品及び製品 186,419 166,722

仕掛品 109,701 110,241

原材料 197,206 237,611

貯蔵品 95,765 91,792

繰延税金資産 190,509 251,002

その他 303,893 322,359

貸倒引当金 △10,974 △11,777

流動資産合計 3,192,827 3,283,632

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 6,215,370 6,305,036

減価償却累計額 △3,515,357 △3,747,730

建物及び構築物（純額） 2,700,013 2,557,306

機械装置及び運搬具 426,981 450,880

減価償却累計額 △331,244 △348,355

機械装置及び運搬具（純額） 95,736 102,525

工具、器具及び備品 801,508 828,439

減価償却累計額 △705,490 △741,868

工具、器具及び備品（純額） 96,018 86,571

レンタル衣裳 514,646 520,296

減価償却累計額 △290,394 △243,765

レンタル衣裳（純額） 224,251 276,530

土地 2,548,339 2,548,339

建設仮勘定 9,294 24,679

有形固定資産合計 5,673,654 5,595,953

無形固定資産   

借地権 13,523 14,128

のれん 16,941 －

その他 7,756 7,756

無形固定資産合計 38,220 21,884

投資その他の資産   

投資有価証券 16,728 19,746

保険積立金 293,157 291,157

差入保証金 2,614,274 2,548,394

繰延税金資産 9,930 357,538

その他 483,400 433,190

貸倒引当金 △61,540 △60,222

投資その他の資産合計 3,355,952 3,589,803

固定資産合計 9,067,828 9,207,642

資産合計 12,260,655 12,491,275
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成28年８月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成29年５月31日)

負債の部   

流動負債   

買掛金 302,808 394,225

短期借入金 140,000 650,000

1年内返済予定の長期借入金 1,218,873 1,059,980

リース債務 29,160 29,624

未払法人税等 240,190 91,848

賞与引当金 140,160 287,521

役員賞与引当金 － 9,000

繰延税金負債 2,218 －

その他 1,142,733 1,122,767

流動負債合計 3,216,145 3,644,967

固定負債   

長期借入金 2,733,333 1,968,936

リース債務 87,915 66,410

役員退職慰労引当金 535,761 389,463

繰延税金負債 30,230 －

資産除去債務 232,476 234,441

その他 76,570 64,124

固定負債合計 3,696,288 2,723,375

負債合計 6,912,433 6,368,343

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,071,590 1,071,590

資本剰余金 1,228,876 1,228,876

利益剰余金 3,462,449 4,201,618

自己株式 △623,327 △623,371

株主資本合計 5,139,588 5,878,713

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,893 3,324

為替換算調整勘定 206,739 240,894

その他の包括利益累計額合計 208,632 244,218

純資産合計 5,348,221 6,122,931

負債純資産合計 12,260,655 12,491,275
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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：千円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成27年９月１日
　至　平成28年５月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成28年９月１日
　至　平成29年５月31日)

売上高 10,213,286 9,772,211

売上原価 3,350,528 2,980,586

売上総利益 6,862,758 6,791,625

販売費及び一般管理費 6,283,405 6,154,245

営業利益 579,352 637,380

営業外収益   

受取利息 9,024 8,403

受取配当金 167 213

受取賃貸料 13,511 9,758

受取手数料 13,900 12,777

為替差益 － 2,866

助成金収入 783 1,963

その他 13,868 14,435

営業外収益合計 51,254 50,418

営業外費用   

支払利息 18,060 11,485

為替差損 18,214 －

その他 4,874 1,419

営業外費用合計 41,148 12,905

経常利益 589,459 674,893

特別利益   

固定資産売却益 1,134 649

保険解約返戻金 － 10,218

特別利益合計 1,134 10,868

特別損失   

固定資産売却損 5,100 189

固定資産除却損 2,650 304

保険解約損 － 53

減損損失 14,880 －

特別損失合計 22,630 546

税金等調整前四半期純利益 567,962 685,214

法人税、住民税及び事業税 342,810 231,161

法人税等調整額 △85,955 △441,109

法人税等合計 256,854 △209,947

四半期純利益 311,107 895,162

親会社株主に帰属する四半期純利益 311,107 895,162
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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：千円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成27年９月１日
　至　平成28年５月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成28年９月１日
　至　平成29年５月31日)

四半期純利益 311,107 895,162

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △159 1,430

為替換算調整勘定 △102,556 34,154

その他の包括利益合計 △102,716 35,585

四半期包括利益 208,391 930,747

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 208,391 930,747

非支配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）

　第１四半期連結会計期間において、当社は吸収分割の方法による持株会社体制へ移行することを目的として「株

式会社クラウディア分割準備会社」を新たに設立し、連結の範囲に含めております。

　当第３四半期連結会計期間において、連結子会社であった株式会社クラウディアブライダルサービスは、当社を

存続会社とする吸収合併により消滅したため、連結の範囲から除外しております。

 

 

（追加情報）

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）を第１四

半期連結会計期間から適用しております。
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（四半期連結貸借対照表関係）

１．受取手形裏書譲渡高

 
前連結会計年度

（平成28年８月31日）
当第３四半期連結会計期間
（平成29年５月31日）

受取手形裏書譲渡高 8,557千円 －千円

 

２．保証債務

連結会社以外の会社の金融機関等からの借入に対し、債務保証を行っております。

 
前連結会計年度

（平成28年８月31日）
当第３四半期連結会計期間
（平成29年５月31日）

有限会社貸衣裳東陣 1,028千円 1,812千円

 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

 当第３四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３四半期連

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３四半期連結累計期間
（自 平成27年９月１日
至 平成28年５月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成28年９月１日
至 平成29年５月31日）

減価償却費 475,137千円 290,225千円

のれんの償却額 29,184 16,941

 

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自平成27年９月１日　至平成28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11月25日

定時株主総会
普通株式 43,331 5 平成27年８月31日 平成27年11月26日 利益剰余金

平成28年３月31日

取締役会
普通株式 43,331 5 平成28年２月29日 平成28年５月10日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自平成28年９月１日　至平成29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28年11月29日

定時株主総会
普通株式 86,662 10 平成28年８月31日 平成28年11月30日 利益剰余金

平成29年３月31日

取締役会
普通株式 69,330 8 平成29年２月28日 平成29年５月９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】

当企業グループは単一セグメントであるためセグメント別の記載を省略しております。

 

 

（企業結合等関係）

（連結子会社の吸収合併）

　当社は、平成29年１月10日開催の取締役会において、当社の連結子会社である株式会社クラウディアブライダル

サービスを吸収合併することを決議し、同日付で合併契約を締結いたしました。この契約に基づき、当社は平成29

年３月１日付で株式会社クラウディアブライダルサービスを吸収合併いたしました。

 

１．取引の概要

（1）結合当事企業の名称及びその事業の内容

結合企業

　名称　　　　　株式会社クラウディア（当社）

　事業の内容　　婚礼衣裳等の企画・製造・販売・レンタルに関する事業など

被結合企業

　名称　　　　　株式会社クラウディアブライダルサービス（当社の100％子会社）

　事業の内容　　結婚式場の運営

（2）企業結合日

平成29年３月１日

（3）企業結合の法的形式

当社を吸収合併存続会社、株式会社クラウディアブライダルサービスを吸収合併消滅会社とする吸収合併

（4）結合後企業の名称

株式会社クラウディア

（5）その他取引の概要に関する事項

　株式会社クラウディアブライダルサービス（以下「ＫＢＳ」といいます。）は、当社が平成22年８月に設立

いたしました当社100％出資の連結子会社であり、同年９月に実施いたしました当社から同社への結婚式場の

運営に関する事業（以下「式場事業」といいます。）の譲渡以降、当社の主要連結子会社として式場事業の運

営を行ってまいりました。

　その後、平成28年９月１日付にて、当企業グループのサービス事業領域の事業部門（ショップ事業・式場事

業）を統合・一社化し、経営の効率化を図ることを目的として、ＫＢＳが営む式場事業（建物等一部の不動産

に関する資産・負債及び契約上の地位を除く。）を、同じく当社100％出資の連結子会社である株式会社クラ

ウディアコスチュームサービスに吸収分割により承継いたしました。

　上記の経緯から、ＫＢＳについては、当該吸収分割の分割会社としての事務手続きを進めるとともに、当企

業グループにおける事業会社としての活用方法等を検討してまいりましたが、当社が平成29年９月１日付（予

定）で持株会社に移行することから、同社が所有する不動産を当社に集約することにより当企業グループの更

なる運営の効率化を図ることを目的に、同社を吸収合併いたしました。

 

２．実施した会計処理の概要

　「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）及び「企業結合会計基準及び事業分

離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年９月13日）に基づき、共通支配下の取

引として処理をしております。
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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　平成27年９月１日
至　平成28年５月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成28年９月１日
至　平成29年５月31日）

１株当たり四半期純利益金額 35円90銭 103円29銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益（千円） 311,107 895,162

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（千円）
311,107 895,162

普通株式の期中平均株式数（株） 8,666,298 8,666,282

 （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】

中間配当について

　平成29年３月31日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

　(イ) 中間配当による配当金の総額・・・・・・69,330千円

　(ロ) １株当たりの金額・・・・・・・・・・・８円00銭

　(ハ) 支払請求の効力発生日及び支払開始日・・平成29年５月９日

　　（注）　平成29年２月28日現在の株主名簿に記載または記録された株主または登録質権者に対し、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29年７月14日

株式会社クラウディア

取締役会　御中

 

ＰｗＣ京都監査法人

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 秋山　直樹　　印

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 矢野　博之　　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クラウ

ディアの平成28年９月１日から平成29年８月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成29年３月１日から

平成29年５月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成28年９月１日から平成29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、株式会社クラウディア及び連結子会社の平成29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３四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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