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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111期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第110期

会計期間
自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日

自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

売上高 (百万円) 5,897 19,449

経常利益 (百万円) 323 862

四半期(当期)純利益 (百万円) 166 456

純資産額 (百万円) 14,643 14,490

総資産額 (百万円) 25,690 24,491

１株当たり純資産額 (円) 647.31 640.47

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 7.37 20.17

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) ─ ─

自己資本比率 (％) 57.0 59.2

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △913 708

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △108 △512

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 860 △550

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 940 1,113

従業員数 (名) 721 715

(注) 1.　売上高には、消費税等は含まれておりません。

2.　潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、希薄化効果を有する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 【事業の内容】

当第１四半期連結会計期間において、当社グループにおいて営まれている事業の内容に重要な変更はあ

りません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

　

３ 【関係会社の状況】

当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成20年６月30日現在

従業員数(名) 721[108]

(注) １.　従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は、[　]内に当第１四半期連結会計期間の平均人員を外数で記載

しております。

２.　臨時従業員には、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。

　

(2) 提出会社の状況

平成20年６月30日現在

従業員数(名) 483[108]

 (注) １.　従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は、[　]内に当第１四半期連結会計期間の平均人員を外数で記載

しております。

 ２.　臨時従業員には、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第１四半期連結会計期間における生産実績は、次のとおりであります。
　

区分 金額(百万円)

耐火物他 3,900

エンジニアリング 847

合計 4,747

(注) 1.　金額は外注を含み、実際原価で表示しております。

2.　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2) 受注実績

当第１四半期連結会計期間における受注実績は、次のとおりであります。
　

区分 受注高(百万円) 受注残高(百万円)

耐火物他 5,061 5,246

エンジニアリング 1,444 959

合計 6,506 6,206

(注)  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(3) 販売実績

当第１四半期連結会計期間における販売実績は、次のとおりであります。
　

区分 金額(百万円)

耐火物他 4,784

エンジニアリング 1,113

合計 5,897

(注) 1.　主な販売先については、当第１四半期連結会計期間において、販売実績及び総販売実績に対する割合が100分の

10を超える相手先がないため記載を省略しております。

2.　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

　

EDINET提出書類

株式会社　ヨータイ(E01147)

四半期報告書

 4/20



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は行われておりません。

　

３ 【財政状態及び経営成績の分析】

　

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループが判断したものでありま

す。

　

（１）経営成績の分析

当第１四半期連結会計期間の売上高は、活発な受注活動により58億97百万円となり、売上原価は、原料

および燃料の高騰によるコストアップを吸収すべく原価削減に努めたこと等により、50億14百万円とな

りました。 

　この結果、売上総利益は８億83百万円となり、販売費及び一般管理費６億５百万円を差引いた営業利益

は２億78百万円となりました。 

　営業外損益については、営業外収益は受取利息３百万円、受取配当金28百万円、デリバティブ評価益18百

万円等により68百万円となり、営業外費用は支払利息９百万円、為替差損12百万円等により23百万円とな

りました。 

　この結果、経常利益は３億23百万円、税金等調整前四半期純利益は３億23百万円、四半期純利益は１億66

百万円となりました。

　

（２）財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、256億90百万円であり、内訳は流動資産161億35百万円、固

定資産95億54百万円であります。

　流動資産の主なものは、現金及び預金９億40百万円（流動資産に占める比率5.8％）、受取手形及び売掛

金95億98百万円（同59.5％）、製品24億39百万円（同15.1％）、原材料22億92百万円（同14.2％）であ

り、固定資産の主なものは、有形固定資産57億70百万円（固定資産に占める比率60.4％）、投資有価証券

34億24百万円（同35.8％）であります。

　当第１四半期連結会計期間末の負債合計は110億46百万円で、流動負債は81億81百万円、固定負債は28億

65百万円であります。

　流動負債の主なものは、支払手形及び買掛金30億51百万円（流動負債に占める比率37.3％）、短期借入

金38億円（同46.4％）であり、固定負債の主なものは、長期借入金６億円（固定負債に占める比率

20.9％）、退職給付引当金13億15百万円（同45.9％）であります。

　当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は146億43百万円であり、内訳の主なものは資本金26億54百

万円、資本剰余金17億50百万円、利益剰余金94億31百万円、その他有価証券評価差額金12億41百万円であ

ります。

　この結果、当第１四半期連結会計期間末の自己資本比率は57.0％となり、財政状態は概ね良好であると

判断しております。 
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（３）キャッシュ・フローの状況

当第１四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９億40百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第１四半期連結会計期間における営業活動による資金の減少は９億13百万円となりました。これ

は主に、税金等調整前四半期純利益３億23百万円、減価償却費１億89百万円、仕入債務の増加額２億36

百万円等の増加要因があるものの、売上債権の増加額８億35百万円、たな卸資産の増加額３億75百万円

等の減少要因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１四半期連結会計期間における投資活動による資金の減少は１億８百万円となりました。これ

は主に、有形固定資産の取得による支出１億７百万円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１四半期連結会計期間における財務活動による資金の増加は８億60百万円となりました。これ

は主に、短期借入金の増加９億50百万円によるものであります。

　

（４）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結会計期間において、連結会社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。

　

（５）研究開発活動

　当第１四半期連結会計期間において、研究開発活動に重要な変更はありません。

なお、当第１四半期連結会計期間における研究開発費の総額は52百万円であります。

　

（６）経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

当社グループを取り巻く事業環境は、原油や原材料価格の高騰等によるコスト上昇要因もあり、輸入

品との競争も含めて厳しい事業環境は続くものと考えられます。 

　当社グループといたしましては、国内外の需要先からのニーズをつかみ、受注獲得に全力を注いでま

いります。また、品質の安定および向上を進めながら、生産設備の集約化や省人化の促進による一層の

コスト削減により業績の向上に努めてまいります。 
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

　

当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

　

当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等に

ついて、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。

　また、当第１四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありませ

ん。
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第４ 【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 70,000,000

計 70,000,000

　

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20年6月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年8月11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 25,587,42125,587,421
大阪証券取引所
市場第一部

―

計 25,587,42125,587,421― ―

　

　

(2) 【新株予約権等の状況】

　

該当事項はありません。

　

(3) 【ライツプランの内容】

　

該当事項はありません。

　

(4) 【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
　

(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)

平成20年４月１日～
平成20年６月30日

─ 25,587 ─ 2,654 ─ 1,710

　

　

(5) 【大株主の状況】

大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握してお

りません。
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(6) 【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、実質株主が把握できず、記載すること

ができませんので、直前の基準日である平成20年３月31日の株主名簿により記載しております。

① 【発行済株式】

平成20年６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)
（自己保有株式）
普通株式

2,962,000
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

22,470,000
22,470 ―

単元未満株式 普通株式 155,421 ― ―

発行済株式総数 25,587,421― ―

総株主の議決権 ― 22,470 ―

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

2.　「完全議決権株式(その他)」欄には、証券保管振替機構名義の株式が3,000株(議決権の数3個)含まれておりま

す。

3.　「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式998株が含まれております。

　

　

② 【自己株式等】

平成20年６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(％)

（自己保有株式）
株式会社ヨータイ

大阪府貝塚市二色中町
８番１

2,962,000― 2,962,000 11.58

計 ― 2,962,000― 2,962,000 11.58

　

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年
　４月 　５月 　６月

最高(円) 265 280 282

最低(円) 253 259 260

(注)　最高・最低株価は、大阪証券取引所市場第一部におけるものであります。

　

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【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。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。

　

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、当第１四半期連結累計期間(平成20年４月１

日から平成20年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、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）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 940,150 1,113,082

受取手形及び売掛金 9,598,748 8,783,292

製品 2,439,710 2,580,998

原材料 2,292,188 1,753,149

仕掛品 488,228 544,736

その他 378,326 392,815

貸倒引当金 △1,800 △1,800

流動資産合計 16,135,552 15,166,274

固定資産

有形固定資産 ※
 5,770,174

※
 5,897,685

無形固定資産 98,532 107,700

投資その他の資産

投資有価証券 3,424,134 3,092,888

その他 404,765 318,071

貸倒引当金 △142,607 △90,676

投資その他の資産合計 3,686,292 3,320,284

固定資産合計 9,554,999 9,325,669

資産合計 25,690,551 24,491,944

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,051,484 2,851,222

短期借入金 3,800,000 2,850,000

未払法人税等 80,222 209,938

役員賞与引当金 5,640 22,600

その他 1,243,874 1,325,512

流動負債合計 8,181,221 7,259,272

固定負債

長期借入金 600,000 600,000

退職給付引当金 1,315,790 1,313,946

その他 949,773 828,411

固定負債合計 2,865,563 2,742,358

負債合計 11,046,784 10,001,631

純資産の部

株主資本

資本金 2,654,519 2,654,519

資本剰余金 1,750,465 1,750,465

利益剰余金 9,431,415 9,377,786

自己株式 △519,438 △518,921

株主資本合計 13,316,962 13,263,850

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,241,311 1,044,841

繰延ヘッジ損益 1,739 △2,221

為替換算調整勘定 83,753 183,842

評価・換算差額等合計 1,326,803 1,226,462

純資産合計 14,643,766 14,490,313

負債純資産合計 25,690,551 24,491,944
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(2)【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）

当第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年６月30日)

売上高 5,897,991

売上原価 5,014,025

売上総利益 883,965

販売費及び一般管理費 ※
 605,473

営業利益 278,492

営業外収益

受取利息 3,566

受取配当金 28,012

デリバティブ評価益 18,047

その他 18,519

営業外収益合計 68,145

営業外費用

支払利息 9,729

為替差損 12,373

その他 1,189

営業外費用合計 23,291

経常利益 323,346

特別利益

投資有価証券売却益 968

特別利益合計 968

特別損失

固定資産除却損 632

特別損失合計 632

税金等調整前四半期純利益 323,681

法人税、住民税及び事業税 72,268

法人税等調整額 84,661

法人税等合計 156,929

四半期純利益 166,751
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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）

当第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年６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 323,681

減価償却費 189,116

貸倒引当金の増減額（△は減少） 59,551

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,843

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △16,960

受取利息及び受取配当金 △31,578

支払利息 9,729

固定資産除却損 632

投資有価証券売却損益（△は益） △968

売上債権の増減額（△は増加） △835,558

たな卸資産の増減額（△は増加） △375,779

仕入債務の増減額（△は減少） 236,142

その他 △311,630

小計 △751,776

利息及び配当金の受取額 31,578

利息の支払額 △9,729

法人税等の支払額 △183,853

営業活動によるキャッシュ・フロー △913,781

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 △107,782

投資有価証券の取得による支出 △2,078

投資有価証券の売却による収入 1,006

投資活動によるキャッシュ・フロー △108,854

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） 950,000

自己株式の取得による支出 △517

配当金の支払額 △88,611

財務活動によるキャッシュ・フロー 860,871

現金及び現金同等物に係る換算差額 △11,166

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △172,931

現金及び現金同等物の期首残高 1,113,082

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 940,150
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
　 当第１四半期連結会計期間

(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

会計処理の原則及び

手続の変更

 重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

たな卸資産

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として月次総

平均法による原価法によっておりましたが、当第１四半期連結会計期間より

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月

５日）が適用されたことに伴い、主として月次総平均法による原価法（貸借

対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算

定しております。

これに伴う、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

影響は軽微であります。

　

【簡便な会計処理】

　
当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

1. 一般債権の貸倒

見積高の算定方法

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定した

ものと著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を

使用して貸倒見積高を算定しております。

2. 棚卸資産の評価

方法

当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略

し、前連結会計年度末の実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定する

方法によっております。

　また、たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについ

てのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。

3.固定資産の減価償

却費の算定方法

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を

期間按分して算定する方法によっております。

4.繰延税金資産及び

繰延税金負債の算定

方法

繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境

等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会

計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する

方法によっております。

　

　

【追加情報】

　

当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

（有形固定資産の耐用年数の変更）

当社の機械装置については、従来、耐用年数を５～15年としておりましたが、当第１四半期連結会計期

間より９年に変更いたしました。

　この変更は、法人税法の改正を契機として資産の利用状況等を見直したことによるものであります。

これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ12,380千円減少しており

ます。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

※　有形固定資産の減価償却累計額　

18,026,856千円

※　有形固定資産の減価償却累計額　

17,868,988千円

　

　

(四半期連結損益計算書関係)

　
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

※　販売費及び一般管理費の主なもの

運賃及び荷造費 201,399千円

貸倒引当金繰入額 59,551 〃

従業員給料及び手当 116,365 〃

退職給付費用  4,560 〃

役員賞与引当金繰入額 5,640 〃

減価償却費 5,335 〃

 

　

　

(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
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

※　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

現金及び預金勘定 940,150千円

現金及び現金同等物 940,150千円
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(株主資本等関係)

当第１四半期連結会計(累計)期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 25,587,421

　

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 2,964,954

　

　

３　新株予約権等に関する事項
　
　　 該当事項はありません。

　

　
４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
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

平成20年5月15日
取締役会

普通株式 利益剰余金 113,122 5.0平成20年３月31日 平成20年6月27日

　
　(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)

　

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

当社グループが営む事業は、耐火物の製造販売及びこれに付随する築炉工事等を行う耐火物事業の

みの単一事業であるため、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。

　
　

　

【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメン

ト情報の記載を省略しております。

　

　

　

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

１株当たり純資産額 647円31銭 １株当たり純資産額 640円47銭

　
(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 14,643,766 14,490,313

普通株式に係る純資産額(千円) 14,643,766 14,490,313

差額の主な内訳(千円) ─ ─

普通株式の発行済株式数(千株) 25,587 25,587

普通株式の自己株式数(千株) 2,964 2,962

１株当たり純資産額の算定に用いら
れた普通株式の数(千株)

22,622 22,624

　

２　１株当たり四半期純利益

第１四半期連結累計期間

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

１株当たり四半期純利益 ７円37銭

(注) 1. 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、潜在株式が存在していないため、記載しておりませ

ん。　

2. 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。

項目
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円) 166,751

普通株式に係る四半期純利益(千円) 166,751

普通株主に帰属しない金額(千円) ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 22,623

　

　
　

　

(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20年８月７日

株式会社ヨータイ

取締役会　御中

　

監査法人　トーマツ

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　中　村　基　夫　　印

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　出　田　吉　孝　　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

会社ヨータイの平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間(平

成20年４月１日から平成20年６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及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半

期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は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により行われており、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限定された手続により行わ

れた。

　

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、株式会社ヨータイ及び連結子会社の平成20年

６月30日現在の財政状態並びに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。

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　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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