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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20期

第２四半期連結
累計期間

第21期
第２四半期連結
累計期間

第20期

会計期間

自平成23年
10月１日
至平成24年
３月31日

自平成24年
10月１日
至平成25年
３月31日

自平成23年
10月１日
至平成24年
９月30日

売上高（千円） 957,6351,198,0912,083,317

経常利益（千円） 28,580 287,487 226,714

四半期純利益又は四半期（当期）

純損失（△）（千円）
△280,728 215,983△113,281

四半期包括利益又は包括利益

（千円）
△280,728 215,983△113,281

純資産額（千円） 1,280,3121,611,7341,447,758

総資産額（千円） 1,545,7302,211,1231,677,356

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）

△53.97 41.52 △21.78

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（％） 82.8 72.9 86.3

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△128,169 568,888 292,020

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△45,956△182,144△147,012

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△119,467△52,066△119,634

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
759,1991,412,8431,078,166

　

回次
第20期

第２四半期連結
会計期間

第21期
第２四半期連結
会計期間

会計期間

自平成24年
１月１日
至平成24年
３月31日

自平成25年
１月１日
至平成25年
３月31日

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

（△）（円）

△50.69 6.88
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（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、消費税等は含まれておりません。

３．平成24年10月１日付で株式分割を行いましたが、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、

１株当たり四半期（当期）純損失金額を算定しております。　

４．第20期第２四半期連結累計期間及び第20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、１株当たり四半期（当期）純損失金額であり、また潜在株式が存在しないため記載しておりません。

５．第21期第２四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、潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。　

　　　　 

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）で営まれる事業の内容について、

重要な変更はありません。また、主要な関係会社についても異動はありません。　

　なお、第１四半期連結会計期間から報告セグメントを変更しております。変更の内容については、「第４ 経理

の状況 １ 四半期連結財務諸表 注記事項 （セグメント情報等）」に記載のとおりです。 
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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、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、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。

　

（１）業績の状況

  当第２四半期連結累計期間におけるゲーム業界は、人気の高い有力タイトルが市場を牽引するとともに、新型ゲー

ム機の発表や既存ゲーム機の値下げによるソフトの需要喚起などにより、市場は活況を呈しました。

　家庭用ゲームソフト市場におきましては、2012年度の国内ゲーム市場規模（ソフト・ハード含む）が約4,479億円と

前年比1.2％の増加となり（株式会社エンターブレイン調べ）、今後の新型ゲーム機の発売等と併せて、市場の需要拡

大が期待されます。

　一方、ソーシャルゲーム市場におきましては、一部の有力タイトルが人気を博するとともに、新たなプラットフォー

ムを用いたゲームのダウンロード数が国内外で大きく伸びるなど、市場に好影響を与える要因が相次いでおり引き続

き盛況が期待されます。

　このような環境の中、当社グループとしましては、ゲームコンテンツを通じて「感動」と「喜び」をユーザーへ提供

すべく、プラットフォームやジャンルを問わない開発・運用運営体制の構築を図っております。

　家庭用ゲームソフト開発においては、マルチプラットフォーム対応の体制を整えるとともに、ミドルウェアの開発・

利用やゲーム制作ツールを用いることで開発の効率化を行っております。

　また、ソーシャルゲーム開発においては、従来の受託開発に加えて開発したコンテンツの運用運営業務まで視野に入

れ、初期開発から運用運営までをトータルパッケージとして提供できる体制の構築を図っております。そのために、こ

うした事業環境の変化に柔軟に対応出来るよう、社内リソースの再配分や社内人員の再教育などを進めております。

　家庭向けゲームソフト開発におきましては、PS3・XBOX360・Wii U向けソフト開発を中心に行っております。引き続

き、複数の大型案件や追加受注案件の開発を並行して進めており、若干の遅れはあるものの概ね順調に開発は進んで

おり、現状では大幅なスケジュール変更の必要性はないと見込んでおります。

　一方、ソーシャルゲーム開発におきましては、主にスマートフォン向けのコンテンツ開発を中心に行っております

が、開発後の運用運営業務についても併せて手掛けております。コンテンツの開発については有力タイトルの開発を

引き続き進めると共に、運用運営業務については業務の比重を高めるべく、手掛けるタイトルの拡大を目指しており

ます。　

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の当社グループの経営成績は、売上高は1,198,091千円（前年同四半期は売

上高957,635千円）、営業利益は280,830千円（前年同四半期は営業利益28,687千円）、経常利益は287,487千円（前年

同四半期は経常利益28,580千円）、四半期純利益は215,983千円（前年同四半期は四半期純損失280,728千円）となり

ました。

なお、第１四半期連結会計期間より、当社グループの事業は単一セグメントに変更したため、セグメント別の記載

を省略しております。
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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（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べて

334,677千円増加し、1,412,843千円となりました。

　また、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）

　営業活動の結果取得した資金は、568,888千円（前年同四半期は128,169千円の支出）となりました。主な増加要因

は、税金等調整前四半期純利益280,969千円、前受金の増加額312,846千円、主な減少要因は、売上債権の増加額

111,358千円等であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果支出した資金は、182,144千円（前年同四半期は45,956千円の支出）となりました。主な減少要因

は、有形固定資産の取得による支出65,980千円、無形固定資産の取得による支出63,343千円等であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果支出した資金は、52,066千円（前年同四半期は119,467千円の支出）となりました。減少要因は配

当金の支払額52,066千円であります。

　

（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、当社グループが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。

　

（５）主要な設備　

　当第２四半期連結累計期間に著しい変動があった設備は、平成25年２月の本社移転に伴う新本社の有形固定資産の

取得43,985千円であります。
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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 20,000,000

計 20,000,000

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25年３月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成25年５月10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  5,523,800     5,523,800
東京証券取引所

マザーズ市場

単元株式数は100

株であります。

計     5,523,800     5,523,800 － －

　

（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25年１月１日～

平成25年３月31日　
－ 5,523,800 － 210,351 － 271,601
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（６）【大株主の状況】

 平成25年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

 藤澤　知徳  東京都大田区 2,990,000 54.13

 豊嶋　真人  東京都世田谷区 790,000 14.30

 株式会社エーイング  東京都大田区田園調布３丁目49-１ 100,000 1.81

 落合　雄一  東京都目黒区 90,000 1.63

 外山　雄一  東京都大田区 90,000 1.63

 日比　進  東京都大田区 90,000 1.63

 エイティング従業員持株会  東京都品川区南大井６丁目21-12 67,400 1.22

 株式会社ＳＢＩ証券  東京都港区六本木１丁目６-１ 32,600 0.59

 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２-10 26,300 0.48

 楽天証券株式会社  東京都品川区東品川４丁目12番３号 20,800 0.38

計 － 4,297,100 77.79

（注）上記のほか、自己株式が323,000株あります。

　　　　

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】　

 平成25年３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   323,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 5,200,500     52,005 －

単元未満株式 普通株式　　　 300 － －

発行済株式総数 5,523,800 － －

総株主の議決権 －     52,005 －

 

②【自己株式等】

 平成25年３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（％）

株式会社エイティ

ング

東京都品川区南大

井六丁目21番12号
    323,000 －     323,000     5.85

計 －     323,000 －     323,000 5.85

　

EDINET提出書類

株式会社エイティング(E05538)

四半期報告書

 7/19



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25年１月１日から平成25

年３月31日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成24年10月１日から平成25年３月31日まで）に係る四半期連結財

務諸表について、新日本有限責任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24年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,078,166 1,412,843

受取手形及び売掛金 123,994 235,352

仕掛品 1,806 －

その他 99,730 119,103

流動資産合計 1,303,697 1,767,298

固定資産

有形固定資産 28,422 86,875

無形固定資産 229,670 264,582

投資その他の資産 115,566 92,366

固定資産合計 373,659 443,825

資産合計 1,677,356 2,211,123

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 20,090 25,222

未払法人税等 － 68,202

前受金 11,566 324,413

賞与引当金 － 38,129

受注損失引当金 － 1,555

本社移転費用引当金 31,000 －

資産除去債務 4,424 －

その他 162,516 140,165

流動負債合計 229,597 597,689

固定負債

資産除去債務 － 1,699

固定負債合計 － 1,699

負債合計 229,597 599,389

純資産の部

株主資本

資本金 210,351 210,351

資本剰余金 271,601 271,601

利益剰余金 1,157,819 1,321,795

自己株式 △192,013 △192,013

株主資本合計 1,447,758 1,611,734

純資産合計 1,447,758 1,611,734

負債純資産合計 1,677,356 2,211,123
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（２）【四半期連結損益及び包括利益計算書】
【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23年10月１日
　至　平成24年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成24年10月１日
　至　平成25年３月31日)

売上高 957,635 1,198,091

売上原価 660,645 709,526

売上総利益 296,989 488,564

販売費及び一般管理費 ※
 268,302

※
 207,734

営業利益 28,687 280,830

営業外収益

受取利息 1 0

還付加算金 142 1,734

本社移転費用引当金戻入額 － 4,735

その他 209 187

営業外収益合計 353 6,657

営業外費用

支払利息 459 －

営業外費用合計 459 －

経常利益 28,580 287,487

特別損失

減損損失 288,811 －

本社移転費用 － 6,518

特別損失合計 288,811 6,518

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（△）

△260,230 280,969

法人税等 20,497 64,986

四半期純利益又は四半期純損失（△） △280,728 215,983

四半期包括利益 △280,728 215,983

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △280,728 215,983
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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23年10月１日
　至　平成24年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成24年10月１日
　至　平成25年３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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△260,230 280,969

減価償却費 27,228 37,154

賞与引当金の増減額（△は減少） 38,224 38,129

減損損失 288,811 －

本社移転費用 － 6,518

受取利息及び受取配当金 △1 0

支払利息 459 －

受注損失引当金の増減額（△は減少） 1,729 1,555

本社移転費用引当金の増減額（△は減少） － △31,000

売上債権の増減額（△は増加） △18,865 △111,358

たな卸資産の増減額（△は増加） △111,409 1,806

仕入債務の増減額（△は減少） 21,440 5,132

前受金の増減額（△は減少） 12,227 312,846

未払金の増減額（△は減少） △3,926 24,711

未収消費税等の増減額（△は増加） 10,587 4,943

未払消費税等の増減額（△は減少） △9,661 △52,641

その他 △18,807 △11,806

小計 △22,193 506,960

利息及び配当金の受取額 1 0

利息の支払額 △459 －

法人税等の支払額 △105,517 －

法人税等の還付額 － 61,927

営業活動によるキャッシュ・フロー △128,169 568,888

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 △7,214 △65,980

無形固定資産の取得による支出 △38,527 △63,343

敷金及び保証金の差入による支出 △510 △52,820

その他 296 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △45,956 △182,144

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △67,440 －

配当金の支払額 △52,027 △52,066

財務活動によるキャッシュ・フロー △119,467 △52,066

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △293,593 334,677

現金及び現金同等物の期首残高 1,052,792 1,078,166

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 759,199

※
 1,412,843
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【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】

 （税金費用の計算）

  税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

　

【注記事項】

（四半期連結損益及び包括利益計算書関係）

　※  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23年10月１日
至  平成24年３月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自  平成24年10月１日
至  平成25年３月31日）

役員報酬 60,931千円 60,856千円

賞与引当金繰入額 10,002 5,042

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※  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は下記のとお

りであります。

  
前第２四半期連結累計期間
（自  平成23年10月１日
至  平成24年３月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自  平成24年10月１日
至  平成25年３月31日）

現金及び預金勘定 759,199千円 1,412,843千円

現金及び現金同等物 759,199 1,412,843
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成23年10月１日　至　平成24年３月31日）

１．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23年12月21日

定時株主総会
普通株式 52,008 1,000平成23年９月30日平成23年12月22日利益剰余金

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間

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24年10月１日　至　平成25年３月31日）

１．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24年12月20日

定時株主総会
普通株式 52,008 1,000平成24年９月30日平成24年12月21日利益剰余金

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間

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23年10月１日 至平成24年３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

その他 合計ゲームソフト
開発事業

モバイル
コンテンツ
開発事業

ネットワーク
コンテンツ
開発事業

計

売上高       

外部顧客への売上高 663,483294,152 － 957,635 － 957,635
セグメント間の内部売上高又
は振替高

－ － － － － －

計 663,483294,152 － 957,635 － 957,635

セグメント利益又は損失（△） 270,662△46,926 － 223,736 － 223,736

　

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及び包括利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 223,736

「その他」の区分の利益 －

全社費用（注） △195,048

四半期連結損益及び包括利益計算書の営業

利益
28,687

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び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　

　ネットワークコンテンツ開発事業において、コンテンツ仮勘定の減損損失の計上をいたしました。

なお、当該減損損失の計上額は、当第２四半期連結累計期間においては288,811千円であります。　
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Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自平成24年10月１日 至平成25年３月31日）

　　当社グループは「ゲームコンテンツ開発事業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

　

　　（報告セグメントの変更等に関する事項）

当社グループは、従来「ゲームソフト開発事業」、「モバイルコンテンツ開発事業」、「ネットワークコン

テンツ開発事業」の３事業を報告セグメントとしておりましたが、第１四半期連結会計期間より「ゲームコ

ンテンツ開発事業」の単一セグメントに変更しております。

　当社グループでは、主に提供するコンテンツのハードウェアを分類の基準としたセグメント毎に開発体制

を構築し、各種ゲームコンテンツの開発を行ってまいりました。その一方で、ゲームコンテンツ市場において

はネットワーク化やマルチプラットフォーム化が進展し、ハードウェア毎の開発環境が類似する傾向となり

ました。こうした市場の変化に対応するため、当社は開発組織の再構築を図り従来の事業セグメントを融合

させ、当社の技術優位性を活かしたコンテンツ開発を推進しております。

　このような状況を踏まえ、当社グループの組織構造の変更も含む事業展開、経営資源の配分、経営管理体制

の実態等の観点から事業セグメントについて再考した結果、当社グループの事業を一体として捉えることが

合理的であり、事業セグメントは単一セグメントが適切であると判断したことによるものであります。

　この変更により、当社グループは単一セグメントとなることから、当第２四半期連結累計期間のセグメント

記載を省略しております。
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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23年10月１日
至　平成24年３月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成24年10月１日
至　平成25年３月31日）

　　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（△）
△53円97銭 41円52銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額又は四半期純損失金額（△）

（千円）
△280,728 215,983

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金額又は四半期純

損失金額（△）（千円）
△280,728 215,983

普通株式の期中平均株式数（株） 5,200,800 5,200,800

（注）１　前第２四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、１株当たり四半期純

損失金額であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　　　２　当第２四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、潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。　　

　　　３　当社は、平成24年８月13日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成24年10月１日付で普通株式１株につき100

株の株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して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を算定しております。

　

（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25年５月 10日

株式会社エイティング

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 石井　一郎　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 立石　康人　　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イティ

ングの平成24年10月１日から平成25年９月30日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成25年１月１日から

平成25年３月31日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成24年10月１日から平成25年３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、四半期連結損益及び包括利益計算書、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、株式会社エイティング及び連結子会社の平成25年３月31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。

　　　　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。

　

EDINET提出書類

株式会社エイティング(E05538)

四半期報告書

19/19


	表紙
	本文
	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
	２事業の内容

	第２事業の状況
	１事業等のリスク
	２経営上の重要な契約等
	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

	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
	②発行済株式

	（２）新株予約権等の状況
	（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
	（４）ライツプランの内容
	（５）発行済株式総数、資本金等の推移
	（６）大株主の状況
	（７）議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２役員の状況

	第４経理の状況
	１四半期連結財務諸表
	（１）四半期連結貸借対照表
	（２）四半期連結損益及び包括利益計算書
	第２四半期連結累計期間

	（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
	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
	注記事項
	セグメント情報


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

