
【表紙】
 

【提出書類】 四半期報告書の訂正報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成28年４月８日

【四半期会計期間】 第55期第３四半期（自 平成27年９月１日 至 平成27年11月30日）

【会社名】 株式会社アークス

【英訳名】 ARCS COMPANY,LIMITED

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長   横山 清

【本店の所在の場所】 北海道札幌市中央区南十三条西十一丁目２番32号

【電話番号】 011(530)1000（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 管理部門・コーポレート部門管掌   古川 公一

【最寄りの連絡場所】 北海道札幌市中央区南十三条西十一丁目２番32号

【電話番号】 011(530)1000（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 管理部門・コーポレート部門管掌   古川 公一

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

証券会員制法人札幌証券取引所

（北海道札幌市中央区南一条西五丁目14番地の１）

 

EDINET提出書類

株式会社アークス(E03199)

訂正四半期報告書

 1/16



１【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
　平成28年１月14日に提出いたしました第55期第３四半期（自　平成27年９月１日　至　平成27年11月30日）に係る四

半期報告書に訂正すべき事項が生じましたので、金融商品取引法第24条の４の７第４項の規定に基づき、四半期報告書

の訂正報告書を提出するものであります。

　なお、訂正後の四半期連結財務諸表については、新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けており、四半

期レビュー報告書を添付しております。

　また、四半期連結財務諸表の記載内容に係る訂正箇所についてはＸＢＲＬの修正も行いましたので、併せて修正後の

ＸＢＲＬ形式データ一式（表示情報ファイルを含む）を提出いたします。

 

２【訂正事項】
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

第２　事業の状況

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

(1）業績の状況

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）四半期連結損益計算書及び四半期包括利益計算書

(3）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

注記事項

（１株当たり情報）

 

３【訂正箇所】
　訂正箇所は＿＿＿線を付して表示しております。
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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】

　　（訂正前）

回次
第54期

第３四半期連結
累計期間

第55期
第３四半期連結

累計期間
第54期

会計期間
自 平成26年３月１日
至 平成26年11月30日

自 平成27年３月１日
至 平成27年11月30日

自 平成26年３月１日
至 平成27年２月28日

売上高 （百万円） 344,611 371,075 470,310

経常利益 （百万円） 9,980 10,682 14,290

四半期（当期）純利益 （百万円） 8,338 6,085 9,475

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 8,512 6,288 9,779

純資産額 （百万円） 118,722 121,628 119,417

総資産額 （百万円） 199,055 205,557 201,356

１株当たり四半期（当期）純利

益金額
（円） 150.68 109.48 171.03

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 （％） 59.1 58.6 58.7

（省略）

 

回次
第54期

第３四半期連結
会計期間

第55期
第３四半期連結

会計期間

会計期間
自 平成26年９月１日
至 平成26年11月30日

自 平成27年９月１日
至 平成27年11月30日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 73.81 31.47

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。
       ２. 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。
       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おり

ません。
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　　（訂正後）

回次
第54期

第３四半期連結
累計期間

第55期
第３四半期連結

累計期間
第54期

会計期間
自 平成26年３月１日
至 平成26年11月30日

自 平成27年３月１日
至 平成27年11月30日

自 平成26年３月１日
至 平成27年２月28日

売上高 （百万円） 344,611 371,075 470,310

経常利益 （百万円） 9,980 10,682 14,290

四半期（当期）純利益 （百万円） 6,924 6,085 8,060

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 7,098 6,288 8,365

純資産額 （百万円） 118,722 121,628 119,417

総資産額 （百万円） 199,055 205,557 201,356

１株当たり四半期（当期）純利

益金額
（円） 125.13 109.48 145.50

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 （％） 58.4 58.6 58.0

（省略）

 

回次
第54期

第３四半期連結
会計期間

第55期
第３四半期連結

会計期間

会計期間
自 平成26年９月１日
至 平成26年11月30日

自 平成27年９月１日
至 平成27年11月30日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 48.59 31.47

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。
       ２. 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。
       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おり

ません。
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第２【事業の状況】

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】

(1）業績の状況

　　（訂正前）

（省略）

　以上の取り組みの結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高3,710億75百万円（対前年同期比7.7％

増）、営業利益96億27百万円（対前年同期比8.9％増）、経常利益106億82百万円（対前年同期比7.0％増）と経常

利益段階で増収増益となりました。四半期純利益につきましては、前年同期に㈱ベルプラスの子会社化に伴う負

ののれん発生益24億75百万円、段階取得に係る差益４億30百万円を計上した反動もあり、60億85百万円（対前年

同期比27.0％減）となりました。

　なお、連結子会社であった㈱イワイは、平成26年９月より酒販事業を㈱ラルズへ移管したことに伴い、重要性

の観点から当連結会計年度より連結の範囲から除外しております。

 

　　（訂正後）

（省略）

　以上の取り組みの結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高3,710億75百万円（対前年同期比7.7％

増）、営業利益96億27百万円（対前年同期比8.9％増）、経常利益106億82百万円（対前年同期比7.0％増）と経常

利益段階で増収増益となりました。四半期純利益につきましては、前年同期に㈱ベルプラスの子会社化に伴う負

ののれん発生益５億52百万円、段階取得に係る差益９億40百万円を計上した反動もあり、60億85百万円（対前年

同期比12.1％減）となりました。

　なお、連結子会社であった㈱イワイは、平成26年９月より酒販事業を㈱ラルズへ移管したことに伴い、重要性

の観点から当連結会計年度より連結の範囲から除外しております。
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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】

　　（訂正前）

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成27年２月28日)
当第３四半期連結会計期間

(平成27年11月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 34,140 35,202

売掛金 2,133 3,970

たな卸資産 14,126 14,608

未収入金 4,774 3,537

繰延税金資産 1,335 1,468

その他 2,048 2,159

貸倒引当金 △58 △18

流動資産合計 58,502 60,928

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 41,895 42,087

土地 65,889 66,294

リース資産（純額） 6,238 7,550

その他（純額） 3,747 3,573

有形固定資産合計 117,771 119,505

無形固定資産   

のれん 569 465

ソフトウエア 755 592

その他 429 718

無形固定資産合計 1,755 1,776

投資その他の資産   

投資有価証券 3,864 3,795

敷金及び保証金 13,706 13,530

繰延税金資産 3,734 3,558

その他 2,039 2,524

貸倒引当金 △18 △62

投資その他の資産合計 23,327 23,346

固定資産合計 142,854 144,628

資産合計 201,356 205,557
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成27年２月28日)
当第３四半期連結会計期間

(平成27年11月30日)

負債の部   

流動負債   

買掛金 27,587 29,532

短期借入金 5,362 4,313

リース債務 850 1,158

未払金 4,618 5,851

未払費用 3,128 3,264

未払法人税等 3,593 2,081

未払消費税等 2,560 957

賞与引当金 2,155 3,458

ポイント引当金 1,864 2,724

その他 1,971 2,188

流動負債合計 53,693 55,530

固定負債   

長期借入金 8,078 7,380

リース債務 5,679 6,723

退職給付に係る負債 4,302 4,332

長期預り保証金 5,844 5,588

資産除去債務 2,913 2,984

その他 1,426 1,388

固定負債合計 28,245 28,397

負債合計 81,938 83,928

純資産の部   

株主資本   

資本金 20,000 20,000

資本剰余金 23,603 23,603

利益剰余金 77,000 79,131

自己株式 △2,253 △2,256

株主資本合計 118,350 120,478

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 521 528

退職給付に係る調整累計額 △580 △478

その他の包括利益累計額合計 △59 50

少数株主持分 1,126 1,099

純資産合計 119,417 121,628

負債純資産合計 201,356 205,557
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　　（訂正後）

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成27年２月28日)
当第３四半期連結会計期間

(平成27年11月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 34,140 35,202

売掛金 2,133 3,970

たな卸資産 14,126 14,608

未収入金 4,774 3,537

繰延税金資産 1,335 1,468

その他 2,048 2,159

貸倒引当金 △58 △18

流動資産合計 58,502 60,928

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 41,895 42,087

土地 65,889 66,294

リース資産（純額） 6,238 7,550

その他（純額） 3,747 3,573

有形固定資産合計 117,771 119,505

無形固定資産   

のれん 569 465

ソフトウエア 755 592

その他 429 718

無形固定資産合計 1,755 1,776

投資その他の資産   

投資有価証券 3,864 3,795

敷金及び保証金 13,706 13,530

繰延税金資産 3,734 3,558

その他 2,039 2,524

貸倒引当金 △18 △62

投資その他の資産合計 23,327 23,346

固定資産合計 142,854 144,628

資産合計 201,356 205,557
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成27年２月28日)
当第３四半期連結会計期間

(平成27年11月30日)

負債の部   

流動負債   

買掛金 27,587 29,532

短期借入金 5,362 4,313

リース債務 850 1,158

未払金 4,618 5,851

未払費用 3,128 3,264

未払法人税等 3,593 2,081

未払消費税等 2,560 957

賞与引当金 2,155 3,458

ポイント引当金 1,864 2,724

その他 1,971 2,188

流動負債合計 53,693 55,530

固定負債   

長期借入金 8,078 7,380

リース債務 5,679 6,723

退職給付に係る負債 4,302 4,332

長期預り保証金 5,844 5,588

資産除去債務 2,913 2,984

その他 1,426 1,388

固定負債合計 28,245 28,397

負債合計 81,938 83,928

純資産の部   

株主資本   

資本金 20,000 20,000

資本剰余金 23,603 23,603

利益剰余金 75,586 77,717

自己株式 △2,253 △2,256

株主資本合計 116,936 119,064

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 521 528

退職給付に係る調整累計額 △580 △478

その他の包括利益累計額合計 △59 50

少数株主持分 2,541 2,513

純資産合計 119,417 121,628

負債純資産合計 201,356 205,557
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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】

　　（訂正前）

  （単位：百万円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成26年３月１日
　至　平成26年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成27年３月１日
　至　平成27年11月30日)

売上高 344,611 371,075

売上原価 261,359 281,418

売上総利益 83,251 89,656

販売費及び一般管理費   

宣伝装飾費 4,007 3,863

店舗賃借料 5,178 5,488

ポイント引当金繰入額 3,846 4,311

給料及び手当 28,613 31,174

賞与引当金繰入額 3,637 3,632

退職給付費用 730 875

水道光熱費 6,156 6,487

租税公課 1,546 1,726

減価償却費 4,009 4,438

のれん償却額 449 104

その他 16,234 17,928

販売費及び一般管理費合計 74,410 80,029

営業利益 8,840 9,627

営業外収益   

受取利息 62 62

受取配当金 59 42

業務受託料 357 391

貸倒引当金戻入額 360 －

その他 798 769

営業外収益合計 1,638 1,265

営業外費用   

支払利息 136 165

ポイント引当金繰入額 300 －

その他 62 44

営業外費用合計 499 210

経常利益 9,980 10,682

特別利益   

負ののれん発生益 2,475 －

段階取得に係る差益 430 －

受取和解金 － 40

その他 16 20

特別利益合計 2,923 60

特別損失   

固定資産除売却損 138 95

店舗閉鎖損失 39 0

その他 23 19

特別損失合計 201 114

税金等調整前四半期純利益 12,702 10,628

法人税等 4,358 4,505

少数株主損益調整前四半期純利益 8,344 6,123

少数株主利益 5 38

四半期純利益 8,338 6,085
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　　（訂正後）

  （単位：百万円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成26年３月１日
　至　平成26年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成27年３月１日
　至　平成27年11月30日)

売上高 344,611 371,075

売上原価 261,359 281,418

売上総利益 83,251 89,656

販売費及び一般管理費   

宣伝装飾費 4,007 3,863

店舗賃借料 5,178 5,488

ポイント引当金繰入額 3,846 4,311

給料及び手当 28,613 31,174

賞与引当金繰入額 3,637 3,632

退職給付費用 730 875

水道光熱費 6,156 6,487

租税公課 1,546 1,726

減価償却費 4,009 4,438

のれん償却額 449 104

その他 16,234 17,928

販売費及び一般管理費合計 74,410 80,029

営業利益 8,840 9,627

営業外収益   

受取利息 62 62

受取配当金 59 42

業務受託料 357 391

貸倒引当金戻入額 360 －

その他 798 769

営業外収益合計 1,638 1,265

営業外費用   

支払利息 136 165

ポイント引当金繰入額 300 －

その他 62 44

営業外費用合計 499 210

経常利益 9,980 10,682

特別利益   

負ののれん発生益 552 －

段階取得に係る差益 940 －

受取和解金 － 40

その他 16 20

特別利益合計 1,509 60

特別損失   

固定資産除売却損 138 95

店舗閉鎖損失 39 0

その他 23 19

特別損失合計 201 114

税金等調整前四半期純利益 11,288 10,628

法人税等 4,358 4,505

少数株主損益調整前四半期純利益 6,930 6,123

少数株主利益 5 38

四半期純利益 6,924 6,085
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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】

　　（訂正前）

  （単位：百万円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成26年３月１日
　至　平成26年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成27年３月１日
　至　平成27年11月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 8,344 6,123

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 168 62

退職給付に係る調整額 － 102

その他の包括利益合計 168 164

四半期包括利益 8,512 6,288

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 8,507 6,250

少数株主に係る四半期包括利益 5 38

 

　　（訂正後）

  （単位：百万円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成26年３月１日
　至　平成26年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成27年３月１日
　至　平成27年11月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 6,930 6,123

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 168 62

退職給付に係る調整額 － 102

その他の包括利益合計 168 164

四半期包括利益 7,098 6,288

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 7,092 6,250

少数株主に係る四半期包括利益 5 38
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

　　（訂正前）

  （単位：百万円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成26年３月１日
　至　平成26年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成27年３月１日
　至　平成27年11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 12,702 10,628

減価償却費 4,009 4,438

負ののれん発生益 △2,475 －

段階取得に係る差損益（△は益） △430 －

のれん償却額 449 104

受取利息及び受取配当金 △122 △104

支払利息 136 165

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,158 1,303

貸倒引当金の増減額（△は減少） △360 4

ポイント引当金の増減額（△は減少） 916 860

売上債権の増減額（△は増加） △629 △1,836

たな卸資産の増減額（△は増加） △314 △481

仕入債務の増減額（△は減少） 2,406 1,945

未払消費税等の増減額（△は減少） 1,569 △1,579

その他 2,778 307

小計 21,792 15,756

利息及び配当金の受取額 94 77

利息の支払額 △120 △147

法人税等の支払額 △5,430 △6,144

営業活動によるキャッシュ・フロー 16,336 9,541

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 △4,708 △3,655

無形固定資産の純増減額（△は増加） △255 △385

貸付けによる支出 △3,087 △252

差入保証金の差入による支出 △84 △291

差入保証金の回収による収入 1,530 817

預り保証金の返還による支出 △487 △369

預り保証金の受入による収入 338 124

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

支出
△769 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

収入
5,753 －

その他 326 602

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,442 △3,410

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） 470 △950

長期借入れによる収入 100 1,150

長期借入金の返済による支出 △1,429 △1,947

自己株式の取得による支出 △2,165 △2

配当金の支払額 △2,166 △2,365

その他 △484 △763

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,675 △4,878

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 9,218 1,253

現金及び現金同等物の期首残高 23,288 33,240

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △226

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 32,507 ※ 34,267
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　　（訂正後）

  （単位：百万円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成26年３月１日
　至　平成26年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成27年３月１日
　至　平成27年11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 11,288 10,628

減価償却費 4,009 4,438

負ののれん発生益 △552 －

段階取得に係る差損益（△は益） △940 －

のれん償却額 449 104

受取利息及び受取配当金 △122 △104

支払利息 136 165

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,158 1,303

貸倒引当金の増減額（△は減少） △360 4

ポイント引当金の増減額（△は減少） 916 860

売上債権の増減額（△は増加） △629 △1,836

たな卸資産の増減額（△は増加） △314 △481

仕入債務の増減額（△は減少） 2,406 1,945

未払消費税等の増減額（△は減少） 1,569 △1,579

その他 2,778 307

小計 21,792 15,756

利息及び配当金の受取額 94 77

利息の支払額 △120 △147

法人税等の支払額 △5,430 △6,144

営業活動によるキャッシュ・フロー 16,336 9,541

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 △4,708 △3,655

無形固定資産の純増減額（△は増加） △255 △385

貸付けによる支出 △3,087 △252

差入保証金の差入による支出 △84 △291

差入保証金の回収による収入 1,530 817

預り保証金の返還による支出 △487 △369

預り保証金の受入による収入 338 124

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

支出
△769 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

収入
5,753 －

その他 326 602

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,442 △3,410

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） 470 △950

長期借入れによる収入 100 1,150

長期借入金の返済による支出 △1,429 △1,947

自己株式の取得による支出 △2,165 △2

配当金の支払額 △2,166 △2,365

その他 △484 △763

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,675 △4,878

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 9,218 1,253

現金及び現金同等物の期首残高 23,288 33,240

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △226

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 32,507 ※ 34,267
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【注記事項】

（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。

　　（訂正前）

 
前第３四半期連結累計期間
（自 平成26年３月１日
至 平成26年11月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成27年３月１日
至 平成27年11月30日）

１株当たり四半期純利益金額 150円68銭 109円48銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（百万円） 8,338 6,085

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（百万円） 8,338 6,085

普通株式の期中平均株式数（株） 55,342,432 55,580,174

（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。

 

　　（訂正後）

 
前第３四半期連結累計期間
（自 平成26年３月１日
至 平成26年11月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成27年３月１日
至 平成27年11月30日）

１株当たり四半期純利益金額 125円13銭 109円48銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（百万円） 6,924 6,085

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（百万円） 6,924 6,085

普通株式の期中平均株式数（株） 55,342,432 55,580,174

（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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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成28年４月８日

株式会社アークス

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 若  保 志   印

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 新 居  伸 浩   印

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 谷 口  公 一   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アーク

スの平成27年３月１日から平成28年２月29日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成27年９月１日から平成

27年11月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成27年３月１日から平成27年11月30日まで）に係る訂正後の四半期

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、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、株式会社アークス及び連結子会社の平成27年11月30日現在の財政状態

並びに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。

 

その他の事項

 四半期報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、四半期連結財務諸表を訂正している。なお、

当監査法人は、訂正前の四半期連結財務諸表に対して平成28年１月14日に四半期レビュー報告書を提出した。

 

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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