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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17期

第２四半期累計期間
第18期

第２四半期累計期間
第17期

会計期間
自2019年４月１日
至2019年９月30日

自2020年４月１日
至2020年９月30日

自2019年４月１日
至2020年３月31日

売上高 （千円） 311,333 360,063 819,128

経常利益 （千円） 63,388 105,557 273,236

四半期（当期）純利益 （千円） 49,116 77,677 172,578

持分法を適用した場合の投資利益 （千円） － － －

資本金 （千円） 148,571 150,311 149,471

発行済株式総数 （株） 5,123,000 5,146,000 5,138,000

純資産額 （千円） 1,122,352 1,092,165 1,047,934

総資産額 （千円） 1,186,403 1,170,378 1,189,149

１株当たり四半期（当期）純利益 （円） 9.68 15.47 34.12

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益
（円） 9.51 15.39 33.71

１株当たり配当額 （円） － － 7.00

自己資本比率 （％） 94.60 93.32 88.12

営業活動によるキャッシュ・フロー （千円） 50,705 103,485 217,309

投資活動によるキャッシュ・フロー （千円） △6,366 △2,807 6,452

財務活動によるキャッシュ・フロー （千円） △30,452 △33,767 △229,357

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（千円） 983,997 1,031,425 964,515

 

回次
第17期

第２四半期会計期間
第18期

第２四半期会計期間

会計期間
自2019年７月１日
至2019年９月30日

自2020年７月１日
至2020年９月30日

１株当たり四半期純利益 （円） 7.95 8.90

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る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．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社を有していないため記載しておりません。

 

２【事業の内容】

当第２四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
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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【経営者による財政状態、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、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。

（１）財政状態及び経営成績の状況

当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、前事業年度から続く新型コロナ感染症の拡大によって東京オリ

ンピック・パラリンピックが開催延期、緊急事態宣言発出による不要・不急の外出自粛等が影響し、急激に悪化

いたしました。事業者は休業要請対応やテレワーク対応に追われ、緊急事態宣言解除後には経済活動と感染予防

の両立を目指した「新しい生活様式」が公表されたものの、７月から９月にかけて感染者数は増加し、依然とし

て日本経済の先行きは不透明であります。

当社を取り巻く環境においては、東京オリンピック・パラリンピックの開催延期に伴いオリンピック関連案件

の発注延期、海外からの観光者減少に伴う多言語案件の減少、展示会の中止等に伴う営業機会の減少等の影響が

ありましたが、企業のテレワーク対応、学校のオンライン授業対応等により、eラーニング教材、動画等でのナ

レーション作成用途での需要が増加し、また、個人の外出自粛に伴いコンシューマー向け製品の需要が拡大しま

した。当社は、需要が拡大している分野への拡販を進めるとともに、ポストコロナを見据え、次世代音声合成エ

ンジン「AITalk®5.0」の提供開始、セレンス社との技術連携強化、営業体制の強化、「AITalk®5声プラス®」販

売記念キャンペーンの実施等を進めてまいりました。

このような事業環境の中で、当第２四半期累計期間の音声合成事業は、コンシューマー向け製品、法人向け製

品が順調に推移しました。

この結果、当第２四半期会計期間末の財政状態及び当第２四半期累計期間の経営成績は以下のとおりとなりま

した。

 

①財政状態

（資産）

当第２四半期会計期間末の資産合計は、前事業年度末と比較して18,771千円減少し、1,170,378千円となりま

した。これは主に、現金及び預金が66,910千円増加したものの、売掛金が75,500千円、投資その他の資産に含ま

れる繰延税金資産が3,652千円、投資有価証券が3,196千円減少したことによるものです。

（負債）

当第２四半期会計期間末の負債合計は、前事業年度末と比較して63,002千円減少し、78,212千円となりまし

た。これは主に、未払法人税等が30,944千円、買掛金が10,996千円、その他に含まれる未払金が15,290千円減少

したことによるものです。

（純資産）

当第２四半期会計期間末の純資産合計は、前事業年度末と比較して44,231千円増加し、1,092,165千円となり

ました。これは主に、利益剰余金が42,551千円増加したことによるものです。

 

②経営成績

当第２四半期累計期間の売上高は360,063千円（前年同期比15.7％増）、営業利益は105,585千円（同66.5％

増）、経常利益は105,557千円（同66.5％増）、四半期純利益は77,677千円（同58.1％増）となりました。

なお当社は音声合成事業の単一セグメントであるため、セグメントごとの記載はしておりませんが、特性に応

じた３つの区分別の売上高につきましては、法人向け製品188,837千円（前年同期比21.3％増）、法人向けサー

ビス111,495千円（同0.4％減）、コンシューマー向け製品59,730千円（同36.7％増）となりました。
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（２）キャッシュ・フローの状況

当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の四半期末残高は、前事業年度

末と比較して66,910千円増加し、1,031,425千円となりました。

当第２四半期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）

当第２四半期累計期間において営業活動の結果得られた資金は、103,485千円となりました。これは主に、未払

金の減少額15,375千円、法人税等の支払額47,419千円等があった一方、売上債権の減少額75,500千円、税引前四

半期純利益102,362千円の計上があったことによるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期累計期間において投資活動により支出した資金は、2,807千円となりました。これは主に、工具、

器具及び備品等の有形固定資産の取得による支出2,583千円によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期累計期間において財務活動により支出した資金は、33,767千円となりました。これは主に、配当

金の支払額35,040千円によるものです。

 

（３）会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の

分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。

 

（４）経営方針・経営戦略等

当第２四半期累計期間において、当社の経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。

 

（５）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第２四半期累計期間において、当社が優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はあ

りません。

 

（６）研究開発活動

当第２四半期累計期間における研究開発活動の金額は、62,653千円であります。なお、当第２四半期累計期間

において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 

（７）従業員数

当第２四半期累計期間において、当社の従業員数について重要な変更はありません。

 

（８）生産、受注及び販売の実績

①生産実績

当社は生産活動を行っておりませんので、該当事項はありません。

②受注実績

当社は、提供する主要なサービスの性格上、受注実績の記載になじまないため、記載を省略しております。

③販売実績

当社は音声合成事業の単一セグメントのため、当第２四半期累計期間の販売実績をサービス区分別に示すと、

次のとおりであります。

サービスの名称

当第2四半期累計期間

（自　2020年４月１日

至　2020年９月30日）

前年同期比（％）

法人向け製品　　　　　　（千円） 188,837 121.3

法人向けサービス　　　　（千円） 111,495 99.6

コンシューマー向け製品　 (千円) 59,730 136.7

合計     (千円) 360,063 115.7

（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

（９）主要な設備

当第２四半期累計期間において、当社の主要な設備について重要な変更はありません。

３【経営上の重要な契約等】

当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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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 18,000,000

計 18,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末
現在発行数（株）
（2020年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（2020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 5,146,000 5,146,000
東京証券取引所

（マザーズ）

単元株式数

100株

計 5,146,000 5,146,000 － －

（注）「提出日現在発行数」欄には、2020年11月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行

された株式数は含まれておりません。

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【その他の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）【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）

2020年７月１日～

2020年９月30日

（注）

8,000 5,146,000 840 150,311 840 120,110

（注）新株予約権の行使による増加であります。
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（５）【大株主の状況】

  2020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（自己
株式を除く。）の
総数に対する所有
株式数の割合
（％）

廣飯　伸一 千葉県浦安市 880 17.51

吉田　大介 兵庫県神戸市垂水区 792 15.76

合同会社吉田事務所 千葉県市川市宝１丁目９-６ 575 11.44

株式会社ソルクシーズ 東京都港区芝浦３丁目１-21 350 6.96

吉田　大志 千葉県市川市 150 2.98

亀井　佳代 兵庫県神戸市垂水区 145 2.89

株式会社日本カストディ銀行

（信託口）
東京都中央区晴海１丁目８-12 121 2.41

ＴＩＳ株式会社 東京都新宿区西新宿８丁目17-１ 100 1.99

株式会社日本カストディ銀行

（証券投資信託口）
東京都中央区晴海１丁目８-12 85 1.69

BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG

（FE-AC）

（常任代理人　株式会社三菱UFJ銀行）

PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET

LONDON EC4A2BB UNITED KINGDOM

（東京都千代田区丸の内２丁目７-１）

63 1.27

計 － 3,261 64.90

（注）上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。

株式会社日本カストディ銀行（信託口）　　　　 121,000 株

株式会社日本カストディ銀行（証券投資信託口）　85,000 株
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（６）【議決権の状況】
 

①【発行済株式】

    2020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） 普通株式 120,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 5,023,200 50,232 －

単元未満株式 普通株式 2,800 － －

発行済株式総数  5,146,000 － －

総株主の議決権  － 50,232 －

（注）「単元未満株式」の欄の普通株式には、当社保有の自己株式28株が含まれております。

 

②【自己株式等】

    2020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（％）

株式会社エーアイ
東京都文京区西片

一丁目15番15号
120,000 － 120,000 2.33

計 － 120,000 － 120,000 2.33

 

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】

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

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２四半期会計期間（2020年７月１日から2020年９

月30日まで）及び第２四半期累計期間（2020年４月１日から2020年９月30日まで）に係る四半期財務諸表について、

有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】

（１）【四半期貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前事業年度

(2020年３月31日)
当第２四半期会計期間
(2020年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 964,515 1,031,425

売掛金 159,769 84,269

仕掛品 - 1,066

原材料及び貯蔵品 1,397 1,380

その他 12,188 10,287

流動資産合計 1,137,870 1,128,428

固定資産   

有形固定資産 16,038 16,054

無形固定資産   

ソフトウエア 8,899 6,699

無形固定資産合計 8,899 6,699

投資その他の資産 26,339 19,196

固定資産合計 51,278 41,949

資産合計 1,189,149 1,170,378

負債の部   

流動負債   

買掛金 13,767 2,771

リース債務 823 840

未払法人税等 55,188 24,244

前受収益 11,234 14,153

その他 57,359 33,943

流動負債合計 138,372 75,953

固定負債   

リース債務 1,676 1,251

長期前受収益 1,166 1,007

固定負債合計 2,842 2,258

負債合計 141,214 78,212

純資産の部   

株主資本   

資本金 149,471 150,311

資本剰余金 204,125 204,965

利益剰余金 894,099 936,650

自己株式 △199,762 △199,762

株主資本合計 1,047,934 1,092,165

純資産合計 1,047,934 1,092,165

負債純資産合計 1,189,149 1,170,378

 

EDINET提出書類

株式会社エーアイ(E34052)

四半期報告書

10/17



（２）【四半期損益計算書】

【第２四半期累計期間】

  （単位：千円）

 
 前第２四半期累計期間
(自　2019年４月１日
　至　2019年９月30日)

 当第２四半期累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

売上高 311,333 360,063

売上原価 62,718 49,052

売上総利益 248,615 311,011

販売費及び一般管理費 ※ 185,188 ※ 205,426

営業利益 63,426 105,585

営業外収益   

受取利息及び配当金 5 4

講演料収入 20 18

営業外収益合計 25 23

営業外費用   

支払利息 64 48

為替差損 － 2

営業外費用合計 64 50

経常利益 63,388 105,557

特別損失   

固定資産除却損 0 －

投資有価証券評価損 － 3,195

特別損失合計 0 3,195

税引前四半期純利益 63,388 102,362

法人税、住民税及び事業税 15,129 21,033

法人税等調整額 △857 3,651

法人税等合計 14,271 24,685

四半期純利益 49,116 77,677
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：千円）

 
 前第２四半期累計期間
(自　2019年４月１日
　至　2019年９月30日)

 当第２四半期累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 63,388 102,362

減価償却費 6,240 4,992

投資有価証券評価損益（△は益） － 3,195

受取利息及び受取配当金 △5 △4

支払利息 64 48

固定資産除却損 0 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,640 －

売上債権の増減額（△は増加） 43,887 75,500

たな卸資産の増減額（△は増加） 196 △1,049

仕入債務の増減額（△は減少） △1,166 △10,996

未払金の増減額（△は減少） △13,514 △15,375

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） △3,848 △4,557

前受収益の増減額（△は減少） 181 2,919

長期前受収益の増減額（△は減少） － △159

その他 △19,083 △5,927

小計 79,979 150,947

利息及び配当金の受取額 5 4

利息の支払額 △64 △48

法人税等の支払額 △29,215 △47,419

営業活動によるキャッシュ・フロー 50,705 103,485

投資活動によるキャッシュ・フロー   

出資金の回収による収入 20 －

有形固定資産の取得による支出 △5,686 △2,583

無形固定資産の取得による支出 △699 △224

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,366 △2,807

財務活動によるキャッシュ・フロー   

新株予約権の行使による株式の発行による収入 9,940 1,680

配当金の支払額 △40,000 △35,040

リース債務の返済による支出 △391 △407

財務活動によるキャッシュ・フロー △30,452 △33,767

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 13,886 66,910

現金及び現金同等物の期首残高 970,110 964,515

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 983,997 ※ 1,031,425
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【注記事項】

（四半期損益計算書関係）

※ 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２四半期累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

 当第２四半期累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

役員報酬 23,700千円 23,400千円

給料及び手当 40,272 48,334

賞与引当金繰入額 1,672 －

研究開発費 53,366 62,653

 

（四半期キャッシュ・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貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおり

であります。

 
　前第２四半期累計期間
　（自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日）

　当第２四半期累計期間
　（自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日）

現金及び預金勘定 983,997千円 1,031,425千円

現金及び現金同等物 983,997 1,031,425

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期累計期間（自　2019年４月１日　至　2019年９月30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

2019年６月27日

定時株主総会
普通株式 40,287 8 2019年３月31日 2019年６月28日 利益剰余金

 

２．基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の末日後と

なるもの

該当事項はありません。

 

３．株主資本の金額の著しい変動

該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第２四半期累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年９月30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

2020年６月24日

定時株主総会
普通株式 35,125 7 2020年３月31日 2020年６月25日 利益剰余金

 

２．基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の末日後と

なるもの

該当事項はありません。

 

３．株主資本の金額の著しい変動

該当事項はありません。

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社は音声合成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。
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（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下

のとおりであります。

 
前第２四半期累計期間
（自　2019年４月１日
至　2019年９月30日）

当第２四半期累計期間
（自　2020年４月１日
至　2020年９月30日）

（１）１株当たり四半期純利益 9円68銭 15円47銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益（千円） 49,116 77,677

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（千円） 49,116 77,677

普通株式の期中平均株式数（千株） 5,074 5,021

（２）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 9円51銭 15円39銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（千株） 87 24

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た

り四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前

事業年度末から重要な変動があったものの概要

 

－

 

 

－

 

 

（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  

 

2020年11月13日

株式会社エーアイ

取締役会　御中

 

有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 前田　啓　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 野田　哲章　　印

 

監査人の結論

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ーア

イの2020年４月１日から2021年３月31日までの第18期事業年度の第２四半期会計期間（2020年７月１日から2020年９月30

日まで）及び第２四半期累計期間（2020年４月１日から2020年９月30日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期

貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・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。

 

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

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社エーアイの2020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全ての重

要な点において認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

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。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に

記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人

としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

 

四半期財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

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財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

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。

四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切であ

るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関す

る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半

期財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、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従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・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する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手

続を実施する。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。

・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認めら

れると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付

ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期財務

諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切でない場合は、

四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レ

ビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく

なる可能性がある。

・四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠

していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表の表示、構

成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められ

ないかどうかを評価する。

 

監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見

事項について報告を行う。

 

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じ

ている場合はその内容について報告を行う。

 

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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