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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94期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第93期

会計期間

自平成21年
３月１日
至平成21年
５月31日

自平成20年
３月１日
至平成21年
２月28日

売上高（千円） 16,383,53377,511,961

経常損失（千円） 163,640    919,095

四半期（当期）純損失（千円） 45,564  2,844,639

純資産額（千円） 14,091,989   14,114,454

総資産額（千円） 65,563,423   66,643,337

１株当たり純資産額（円） 501.16    501.81

１株当たり四半期（当期）純損失金額（円） 1.62     100.95

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（％） 21.5     21.2

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△162,262    299,319

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△5,015    △799,880

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△1,189,881  △1,857,870

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高（百万円） 6,888,303    8,245,464

従業員数（人） 1,648     1,696

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、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い

ない。

　　　　２．売上高には、消費税等は含まれていない。

        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いな

い。　
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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、重要な変更はない。また、

主要な関係会社に異動はない。 

 

 

 

 

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ない。 

 

 

 

 

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成21年５月31日現在

従業員数（人） 1,648    

　（注）１．従業員数は就業人員数である。

２．㈱大和カーネーションサークルの従業員は、提出会社の従業員が兼務している。

(2）提出会社の状況

 平成21年５月31日現在

従業員数（人） 1,332    

　（注）　従業員数は就業人員数である。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）販売実績

　当第１四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりである。

事業の種類別セグメントの名称 金額（千円）

百貨店業 15,338,931

その他事業 1,044,601

合計 16,383,533

　（注）１．セグメント間の取引については相殺消去している。

２．上記の金額には、消費税等は含まれていない。

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ない。 

 

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る。

 

（１）業績の状況

　　　当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、昨年秋からの急激な景気悪化の影響による雇用や所得など将

来に対する不安感を背景に、個人消費の冷え込みが続き、当地域の消費動向においても、総体として極めて厳しい

状況で推移した。

　　　こうした情勢のなか当社企業グループは、現在の社会変化に対応した営業活動を展開するとともに、更なる効率運

営の営業に徹するべく、販売管理費の削減に努めてきたが、業績動向については、主力の百貨店業の売上高が減少

する等、厳しい推移を余儀なくされた。

　　　この結果、当第１四半期連結会計期間の連結業績は、売上高163億８千３百万円、営業損失３億２千９百万円、経常

損失１億６千３百万円、四半期純損失４千５百万円となった。

　　　尚、今後については一層の経営効率改善と営業力強化を図っていく。 

　　　百貨店業においては、社会変化に伴う消費動向に対応すべく、高齢者マーケットへの取り組み強化や価格政策商品

の拡充と併せ、新たな生活提案の充実・接客サービスの向上に努めるとともに、販売管理費の削減に努めてきた

が、百貨店業の業績は153億３千８百万円、経常損失１億１千８百万円となった。

　　　その他事業では、それぞれの事業分野で経営効率向上と収益力強化に取り組んできたが、売上高10億４千４百万円

となった。また、経常損失は３千９百万円となった。 

 

（２）キャッシュ・フローの状況 

 　 　当第１四半期連結会計期間の「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損失１千９百　

万円にたな卸資産の増加７億８千９百万円等により、１億６千２百万円の減少となった。

　　　「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、有形固定資産取得による支出１億６千万円、投資有価証券売却による

収入１億７千万円等により、５百万円の減少となった。

　　　また、「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、短期借入金の減少９億８千９百万円等により、11億８千９百万

円となった。　

　　　この結果、「現金および現金同等物の四半期末残高」は、前連結会計年度末と比較し13億５千７百万円減少し、68

億　８千８百万円となった。

 

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

　　　当第１四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題については重要な変更及び新たに生じた課

題はない。

　

（４）研究開発活動

　　　該当事項なし。 
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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ない。 

 

 

 

 

(2）設備の新設、除却等の計画

　該当事項なし。 
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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 80,000,000

計 80,000,000

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21年５月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成21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 30,017,000 30,017,000

大阪証券取引所

（市場第二部）

東京証券取引所

（市場第二部）

単元株式数

1,000株　

計 30,017,000 30,017,000 － －

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項なし。

（３）【ライツプランの内容】

該当事項なし。 

 

 

 

 

（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21年３月１日～

平成21年５月31日 
－ 30,017 － 3,462 － 2,605

（５）【大株主の状況】

　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いない。 

 

 

 

 

EDINET提出書類

株式会社大和(E03025)

四半期報告書

 6/21



（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ないの

で、直前の基準日である平成21年２月28日現在で記載している。 

①【発行済株式】

 平成21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 1,889,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式27,372,000 27,372 －

単元未満株式 普通株式　 756,000 －
１単元（1,000株）未満の株

式

発行済株式総数 30,017,000 － －

総株主の議決権 － 27,372 －

 

②【自己株式等】

   平成21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（％）

株式会社大和
金沢市片町二丁目

２番５号
1,889,000 － 1,889,000 6.29

計 － 1,889,000 － 1,889,000 6.29

 

 

 

 

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21年
３月

４月 ５月

最高（円） 75 82 85

最低（円） 61 67 78

　（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものである。

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はない。 
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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いる。

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21年３月１日から平

成21年５月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、永昌監査法人による四半期レビューを受けている。
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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21年５月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,943,362 8,300,511

受取手形及び売掛金 4,026,381 4,379,597

商品 8,321,997 7,529,244

仕掛品 18,527 2,685

貯蔵品 98,015 117,348

繰延税金資産 529,744 598,134

その他 859,561 840,841

貸倒引当金 △14,010 △16,753

流動資産合計 20,783,581 21,751,609

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 48,486,773 48,401,320

減価償却累計額及び減損損失累計額 △29,010,489 △28,673,465

建物及び構築物（純額） 19,476,284 19,727,854

機械装置及び運搬具 707,062 738,883

減価償却累計額及び減損損失累計額 △553,305 △571,074

機械装置及び運搬具（純額） 153,757 167,808

土地 11,688,983 11,688,983

その他 1,262,727 1,259,923

減価償却累計額及び減損損失累計額 △840,514 △829,544

その他（純額） 422,212 430,379

有形固定資産合計 31,741,237 32,015,026

無形固定資産

施設利用権 12,164 12,247

ソフトウエア 14,052 13,658

無形固定資産合計 26,216 25,906

投資その他の資産

投資有価証券 3,078,739 2,867,711

差入保証金 8,712,345 8,720,893

繰延税金資産 1,086,628 1,127,387

その他 134,675 134,802

投資その他の資産合計 13,012,388 12,850,794

固定資産合計 44,779,842 44,891,727

資産合計 65,563,423 66,643,337
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年５月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年２月28日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,036,977 5,461,410

短期借入金 14,410,287 15,393,164

未払金 187,850 653,860

未払消費税等 73,061 319,475

未払法人税等 26,711 95,609

未払事業所税 14,575 56,139

未払費用 231,102 221,798

商品券 11,104,067 10,105,017

預り金 6,520,830 7,152,146

商品券等回収損失引当金 1,081,202 1,067,465

その他の引当金 122,288 230,736

その他 312,677 248,984

流動負債合計 40,121,632 41,005,806

固定負債

長期借入金 7,437,916 7,588,539

繰延税金負債 45 7

再評価に係る繰延税金負債 489,606 489,606

退職給付引当金 2,968,503 2,959,302

その他 453,729 485,620

固定負債合計 11,349,801 11,523,076

負債合計 51,471,434 52,528,882

純資産の部

株主資本

資本金 3,462,700 3,462,700

資本剰余金 2,605,362 2,605,362

利益剰余金 7,508,336 7,638,281

自己株式 △587,415 △586,840

株主資本合計 12,988,982 13,119,503

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 380,715 272,660

土地再評価差額金 722,291 722,291

評価・換算差額等合計 1,103,006 994,951

純資産合計 14,091,989 14,114,454

負債純資産合計 65,563,423 66,643,337
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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21年３月１日
　至　平成21年５月31日)

売上高 16,383,533

売上原価 12,414,314

売上総利益 3,969,218

販売費及び一般管理費 ※1
 4,299,093

営業利益 △329,875

営業外収益

受取利息 1,055

受取配当金 8,877

持分法による投資利益 31,534

その他 395,433

営業外収益合計 436,900

営業外費用

支払利息 97,641

その他 173,024

営業外費用合計 270,666

経常利益 △163,640

特別利益

投資有価証券売却益 153,034

特別利益合計 153,034

特別損失

固定資産除却損 9,139

特別損失合計 9,139

税金等調整前四半期純利益 △19,745

法人税、住民税及び事業税 8,687

法人税等調整額 17,131

法人税等合計 25,818

四半期純利益 △45,564
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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21年３月１日
　至　平成21年５月31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 △19,745

減価償却費 366,794

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,200

引当金の増減額（△は減少） △97,454

固定資産除却損 9,139

投資有価証券売却損益（△は益） △153,034

受取利息及び受取配当金 △9,932

支払利息 97,641

持分法による投資損益（△は益） △31,534

売上債権の増減額（△は増加） 353,215

たな卸資産の増減額（△は増加） △789,261

仕入債務の増減額（△は減少） 575,567

未払消費税等の増減額（△は減少） △217,995

預り金の増減額（△は減少） 367,734

その他の資産の増減額（△は増加） 11,735

その他の負債の増減額（△は減少） △459,186

小計 12,882

利息及び配当金の受取額 9,932

利息の支払額 △79,074

法人税等の支払額 △106,003

営業活動によるキャッシュ・フロー △162,262

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △10,059

定期預金の払戻による収入 10,047

有形固定資産の取得による支出 △160,449

無形固定資産の取得による支出 △1,689

投資有価証券の取得による支出 △64

投資有価証券の売却による収入 173,345

貸付けによる支出 △25,702

貸付金の回収による収入 942

差入保証金の差入による支出 △74

差入保証金の回収による収入 8,621

その他の支出 △1,590

その他の収入 1,656

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,015
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（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年３月１日
　至　平成21年５月31日)

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） △989,800

長期借入金の返済による支出 △143,700

自己株式の取得による支出 △575

配当金の支払額 △55,806

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,189,881

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,357,160

現金及び現金同等物の期首残高 8,245,464

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 6,888,303
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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21年３月１日
至　平成21年５月31日）

１．会計処理基準に関する事

項の変更

（棚卸資産の評価に関する会計基準の適用） 

　 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成18年７月５日　企

業会計基準第９号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、通常の販売目的で保有す

る棚卸資産については、売価還元法による原価法（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）に変更している。

　なお、これによる損益に与える影響は軽微である。 

 

（リース取引に関する会計基準の適用）

　「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成５年６月17日　最終改正

平成19年３月30日　企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準委員会　平成６年１月18日　最終改正平成19年３月30日　企業会計基

準適用指針第16号）が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結

財務諸表から適用することができることになったことに伴い、当第１四半期連結会計期

間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理に変更している。

　また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法に

ついては、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。

　なお、これによる損益に与える影響はない。　

　なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取

引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用してい

る。 
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【簡便な会計処理】

 
当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年５月31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いる。 

 

 

２．棚卸資産の評価方法 　当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結

会計年度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によってい

る。 

 

 

３．繰延税金資産の回収可能

性の判断

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等に

著しい変化が生じておらず、かつ、一時差異等の発生状況に大幅な変動がないと認めら

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想やタックス・プランニン

グを利用する方法によっている。 

 

 

【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】

　　　当第１四半期会計期間（自　平成21年３月１日　至　平成21年５月31日）　　　　

 　　 該当事項なし。 
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

　　　　該当事項なし。

　

（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21年３月１日
至　平成21年５月31日）

※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る。

　　給料手当　　　　　　　　 1,155,272千円 　　　　　　　　

　　賞与引当金繰入額            11,150千円　

　　ポイント引当金繰入額        12,629千円

　　退職給付費用                34,338千円

 　 賃借料                     460,518千円

　

（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21年３月１日
至　平成21年５月31日）

※１　現金及び現金同等物の当第１四半期連結累計期間末残高と当第１四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

（平成21年５月31日）

　現金及び預金勘定　　　　　　　　　6,943,362千円　

　預入期間が３ヶ月を超える定期預金　 △55,059千円　 

  現金及び現金同等物　　　　　　　  6,888,503千円　
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（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成21年５月31日）及び当第１四半期連結累計期間（自　平成21年３月１日　至　

平成21年５月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

 株式の種類
 当第１四半期

  連結会計期間末 

 普通株式（株） 30,017,000    

 

 

 

 

２．自己株式の種類及び株式数

 株式の種類
当第１四半期

 連結会計期間末 

 普通株式（株）                                     1,898,017

 

  

 

３．新株予約権等に関する事項

　　該当事項なし。  

 

 

４．配当に関する事項

（１）配当金支払額　

　平成21年５月28日の定時株主総会において、次のとおり決議している。

　・普通株式の配当に関する事項 

　　　　①　　配当金の総額　　　　　　　　　　84百万円

　　　　②　　１株当たり配当額　　　　　　　　　　３円

　　　　③　　基準日　　　　　　　　　平成21年２月28日

　　　　④　　効力発生日　　　　　　　平成21年５月29日

　　　　⑤　　配当の原資　　　　　　　　　　利益剰余金 

　

（２）基準日が当連結会計年度の開始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

　　該当事項なし。　　
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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21年３月１日　至　平成21年５月31日）

 
百貨店業
（千円）

その他事業
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

売上高                     

(1）外部顧客に対する売上高 15,338,9311,044,60116,383,533 － 16,383,533

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
20,954 492,343 513,297(513,297) －

計 15,359,8851,536,94516,896,831(513,297)16,383,533

経常損失 △118,558△39,445△158,003 (5,637)△163,640

　（注）１．事業の区分は日本標準産業分類によっている。

２．「百貨店業」では、百貨店７店舗を営むほか、百貨店の友の会運営を行っている。

３．「その他事業」では、印刷、出版、家具販売・造作、ホテル、飲食業等を行っている。

　

【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21年３月１日　至　平成21年５月31日）

　本邦以外の国又は地域に連結子会社及び重要な在外支店がないため記載していない。 

 

 

 

 

【海外売上高】

　当第１四半期連結累計期間（自　平成21年３月１日　至　平成21年５月31日） 

　海外売上高がないため記載していない。 

 

 

 

（有価証券関係）

　当第１四半期連結会計期間末（平成21年５月31日）　　

　有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動はないた

め記載していない。 

　　　

 

（デリバティブ取引関係）

　当第１四半期連結会計期間末（平成21年５月31日）

　ヘッジ会計が適用されているため記載を省略している。 

 

 

 

 

（ストック・オプション等関係）

当第１四半期連結会計期間（自　平成21年３月１日　至　平成21年５月31日）

該当事項なし。
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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21年５月31日）

前連結会計年度末
（平成21年２月28日）

１株当たり純資産額 501.16円 １株当たり純資産額 501.81円

２．１株当たり四半期純損失金額

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年５月31日）

１株当たり四半期純損失金額 1.62円

　　（注）１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していない。

　　　　　２．１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。

 
当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年５月31日）

四半期純損失（千円） 45,564

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損失（千円） 45,564

期中平均株式数（株） 28,122,996

（重要な後発事象）

　　　　該当事項なし。　

　

（リース取引関係）

　当第１四半期連結会計期間（自　平成21年３月１日　至　平成21年５月31日）

　　リース取引開始日がリース会計基準等適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については

通常に賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しているが、取引残高に前連結会計年度末に比して著しい

変動が認められないため、記載を省略している。 

 

 

 

 

２【その他】

　該当事項なし。 
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項なし。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年７月13日

株式会社大和

取締役会　御中

永　昌　監　査　法　人

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 松田　俊雄　　印

 業務執行社員  公認会計士 南波　洋行　　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大和の平成

21年３月１日から平成22年２月28日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間（平成21年３月１日から平成21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、株式会社大和及び連結子会社の平成21年５月31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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