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１【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
　平成27年１月14日に提出いたしました第54期第３四半期（自　平成26年９月１日　至　平成26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

(2）キャッシュ・フローの状況

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

（企業結合等関係）

（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53期

第３四半期連結
累計期間

第54期
第３四半期連結

累計期間
第53期

会計期間
自 平成25年３月１日
至 平成25年11月30日

自 平成26年３月１日
至 平成26年11月30日

自 平成25年３月１日
至 平成26年２月28日

売上高 （百万円） 336,654 344,611 454,391

経常利益 （百万円） 9,747 9,980 14,688

四半期（当期）純利益 （百万円） 4,384 8,338 6,375

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 4,535 8,512 6,499

純資産額 （百万円） 108,057 118,722 110,019

総資産額 （百万円） 179,689 199,055 177,564

１株当たり四半期（当期）純利

益金額
（円） 79.68 150.68 115.86

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 （％） 60.1 59.1 62.0

（省略）

 

回次
第53期

第３四半期連結
会計期間

第54期
第３四半期連結

会計期間

会計期間
自 平成25年９月１日
至 平成25年11月30日

自 平成26年９月１日
至 平成26年11月30日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 24.12 73.81

 （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53期

第３四半期連結
累計期間

第54期
第３四半期連結

累計期間
第53期

会計期間
自 平成25年３月１日
至 平成25年11月30日

自 平成26年３月１日
至 平成26年11月30日

自 平成25年３月１日
至 平成26年２月28日

売上高 （百万円） 336,654 344,611 454,391

経常利益 （百万円） 9,747 9,980 14,688

四半期（当期）純利益 （百万円） 4,384 6,924 6,375

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 4,535 7,098 6,499

純資産額 （百万円） 108,057 118,722 110,019

総資産額 （百万円） 179,689 199,055 177,564

１株当たり四半期（当期）純利

益金額
（円） 79.68 125.13 115.86

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 （％） 60.1 58.4 62.0

（省略）

 

回次
第53期

第３四半期連結
会計期間

第54期
第３四半期連結

会計期間

会計期間
自 平成25年９月１日
至 平成25年11月30日

自 平成26年９月１日
至 平成26年11月30日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 24.12 48.59

 （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、当第３四半期より連結子会社となりました㈱ベ

ルプラスの業績貢献などにより売上高3,446億11百万円（対前年同期比2.4％増）、営業利益88億40百万円（対前

年同期比0.1％増）、経常利益99億80百万円（対前年同期比2.4％増）となりました。四半期純利益につきまして

は㈱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

ことなどにより83億38百万円（対前年同期比90.2％増）となり、増収増益となりました。

 

　　（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、当第３四半期より連結子会社となりました㈱ベ

ルプラスの業績貢献などにより売上高3,446億11百万円（対前年同期比2.4％増）、営業利益88億40百万円（対前

年同期比0.1％増）、経常利益99億80百万円（対前年同期比2.4％増）となりました。四半期純利益につきまして

は㈱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

ことなどにより69億24百万円（対前年同期比57.9％増）となり、増収増益となりました。

 

(2）キャッシュ・フローの状況

　　（訂正前）

（省略）

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

 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利益127億２百万円、減価償却費40億９百万円、

負ののれん発生益24億75百万円、仕入債務の増加額24億６百万円、及び法人税等の支払額54億30百万円などによ

り、163億36百万円の収入（対前年同期比では53億80百万円の収入増加）となりました。

（省略）

 

　　（訂正後）

（省略）

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

 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利益112億88百万円、減価償却費40億９百万円、

負ののれん発生益５億52百万円、仕入債務の増加額24億６百万円、及び法人税等の支払額54億30百万円などによ

り、163億36百万円の収入（対前年同期比では53億80百万円の収入増加）となりました。

（省略）
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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26年２月28日)
当第３四半期連結会計期間

(平成26年11月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 24,823 33,469

受取手形及び売掛金 2,280 3,100

たな卸資産 13,045 14,239

未収入金 4,378 3,886

繰延税金資産 1,389 1,503

その他 1,560 1,959

貸倒引当金 △8 △8

流動資産合計 47,468 58,149

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 38,697 42,083

土地 60,924 65,864

リース資産（純額） 2,427 3,208

その他（純額） 3,774 4,499

有形固定資産合計 105,824 115,656

無形固定資産   

のれん 356 604

ソフトウエア 812 798

その他 304 441

無形固定資産合計 1,473 1,844

投資その他の資産   

投資有価証券 3,062 3,737

敷金及び保証金 14,602 13,922

繰延税金資産 3,670 3,622

その他 1,829 2,140

貸倒引当金 △367 △17

投資その他の資産合計 22,797 23,405

固定資産合計 130,095 140,906

資産合計 177,564 199,055
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成26年２月28日)
当第３四半期連結会計期間

(平成26年11月30日)

負債の部   

流動負債   

買掛金 24,336 30,633

短期借入金 5,145 5,508

リース債務 493 603

未払金 5,253 5,898

未払費用 2,346 3,475

未払法人税等 2,764 1,899

未払消費税等 610 2,179

賞与引当金 2,066 3,306

ポイント引当金 475 1,395

その他 1,667 2,477

流動負債合計 45,159 57,377

固定負債   

長期借入金 7,525 6,472

リース債務 2,110 2,696

退職給付引当金 3,252 3,526

長期預り保証金 5,944 5,968

資産除去債務 2,207 2,889

その他 1,345 1,401

固定負債合計 22,385 22,955

負債合計 67,544 80,333

純資産の部   

株主資本   

資本金 20,000 20,000

資本剰余金 20,683 23,603

利益剰余金 69,714 75,855

自己株式 △643 △2,253

株主資本合計 109,753 117,204

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 265 433

その他の包括利益累計額合計 265 433

少数株主持分 － 1,083

純資産合計 110,019 118,722

負債純資産合計 177,564 199,055
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　　（訂正後）

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成26年２月28日)
当第３四半期連結会計期間

(平成26年11月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 24,823 33,469

受取手形及び売掛金 2,280 3,100

たな卸資産 13,045 14,239

未収入金 4,378 3,886

繰延税金資産 1,389 1,503

その他 1,560 1,959

貸倒引当金 △8 △8

流動資産合計 47,468 58,149

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 38,697 42,083

土地 60,924 65,864

リース資産（純額） 2,427 3,208

その他（純額） 3,774 4,499

有形固定資産合計 105,824 115,656

無形固定資産   

のれん 356 604

ソフトウエア 812 798

その他 304 441

無形固定資産合計 1,473 1,844

投資その他の資産   

投資有価証券 3,062 3,737

敷金及び保証金 14,602 13,922

繰延税金資産 3,670 3,622

その他 1,829 2,140

貸倒引当金 △367 △17

投資その他の資産合計 22,797 23,405

固定資産合計 130,095 140,906

資産合計 177,564 199,055
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成26年２月28日)
当第３四半期連結会計期間

(平成26年11月30日)

負債の部   

流動負債   

買掛金 24,336 30,633

短期借入金 5,145 5,508

リース債務 493 603

未払金 5,253 5,898

未払費用 2,346 3,475

未払法人税等 2,764 1,899

未払消費税等 610 2,179

賞与引当金 2,066 3,306

ポイント引当金 475 1,395

その他 1,667 2,477

流動負債合計 45,159 57,377

固定負債   

長期借入金 7,525 6,472

リース債務 2,110 2,696

退職給付引当金 3,252 3,526

長期預り保証金 5,944 5,968

資産除去債務 2,207 2,889

その他 1,345 1,401

固定負債合計 22,385 22,955

負債合計 67,544 80,333

純資産の部   

株主資本   

資本金 20,000 20,000

資本剰余金 20,683 23,603

利益剰余金 69,714 74,441

自己株式 △643 △2,253

株主資本合計 109,753 115,790

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 265 433

その他の包括利益累計額合計 265 433

少数株主持分 － 2,497

純資産合計 110,019 118,722

負債純資産合計 177,564 199,055
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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25年３月１日
　至　平成25年11月30日)

当第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)

売上高 336,654 344,611

売上原価 256,681 261,359

売上総利益 79,972 83,251

販売費及び一般管理費   

宣伝装飾費 4,186 4,007

店舗賃借料 5,225 5,178

ポイント引当金繰入額 2,688 3,846

給料及び手当 27,381 28,613

賞与引当金繰入額 3,412 3,637

退職給付費用 793 730

水道光熱費 5,590 6,156

租税公課 1,445 1,546

減価償却費 3,826 4,009

のれん償却額 414 449

その他 16,176 16,234

販売費及び一般管理費合計 71,141 74,410

営業利益 8,831 8,840

営業外収益   

受取利息 67 62

受取配当金 51 59

業務受託料 341 357

貸倒引当金戻入額 － 360

その他 647 798

営業外収益合計 1,108 1,638

営業外費用   

支払利息 150 136

ポイント引当金繰入額 － 300

その他 41 62

営業外費用合計 191 499

経常利益 9,747 9,980

特別利益   

負ののれん発生益 － 2,475

段階取得に係る差益 － 430

その他 3 16

特別利益合計 3 2,923

特別損失   

固定資産除売却損 115 138

店舗閉鎖損失 37 39

課徴金 ※ 1,287 －

その他 51 23

特別損失合計 1,492 201

税金等調整前四半期純利益 8,259 12,702

法人税等 3,874 4,358

少数株主損益調整前四半期純利益 4,384 8,344

少数株主利益 － 5

四半期純利益 4,384 8,338
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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25年３月１日
　至　平成25年11月30日)

当第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)

売上高 336,654 344,611

売上原価 256,681 261,359

売上総利益 79,972 83,251

販売費及び一般管理費   

宣伝装飾費 4,186 4,007

店舗賃借料 5,225 5,178

ポイント引当金繰入額 2,688 3,846

給料及び手当 27,381 28,613

賞与引当金繰入額 3,412 3,637

退職給付費用 793 730

水道光熱費 5,590 6,156

租税公課 1,445 1,546

減価償却費 3,826 4,009

のれん償却額 414 449

その他 16,176 16,234

販売費及び一般管理費合計 71,141 74,410

営業利益 8,831 8,840

営業外収益   

受取利息 67 62

受取配当金 51 59

業務受託料 341 357

貸倒引当金戻入額 － 360

その他 647 798

営業外収益合計 1,108 1,638

営業外費用   

支払利息 150 136

ポイント引当金繰入額 － 300

その他 41 62

営業外費用合計 191 499

経常利益 9,747 9,980

特別利益   

負ののれん発生益 － 552

段階取得に係る差益 － 940

その他 3 16

特別利益合計 3 1,509

特別損失   

固定資産除売却損 115 138

店舗閉鎖損失 37 39

課徴金 ※ 1,287 －

その他 51 23

特別損失合計 1,492 201

税金等調整前四半期純利益 8,259 11,288

法人税等 3,874 4,358

少数株主損益調整前四半期純利益 4,384 6,930

少数株主利益 － 5

四半期純利益 4,384 6,924
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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25年３月１日
　至　平成25年11月30日)

当第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)

少数株主損益調整前四半期純利益 4,384 8,344

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 151 168

その他の包括利益合計 151 168

四半期包括利益 4,535 8,512

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 4,535 8,507

少数株主に係る四半期包括利益 － 5

 

　　（訂正後）

  （単位：百万円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成25年３月１日
　至　平成25年11月30日)

当第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)

少数株主損益調整前四半期純利益 4,384 6,930

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 151 168

その他の包括利益合計 151 168

四半期包括利益 4,535 7,098

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 4,535 7,092

少数株主に係る四半期包括利益 － 5
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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25年３月１日
　至　平成25年11月30日)

当第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)

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 8,259 12,702

減価償却費 3,826 4,009

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 414 449

受取利息及び受取配当金 △119 △122

支払利息 150 136

課徴金 1,287 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,069 1,158

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 △360

ポイント引当金の増減額（△は減少） 73 916

売上債権の増減額（△は増加） △548 △629

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,269 △314

仕入債務の増減額（△は減少） 3,555 2,406

その他 2,152 4,347

小計 18,851 21,792

利息及び配当金の受取額 90 94

利息の支払額 △135 △120

課徴金の支払額 △1,287 －

法人税等の支払額 △6,563 △5,430

営業活動によるキャッシュ・フロー 10,955 16,336

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 △2,905 △4,708

無形固定資産の純増減額（△は増加） △193 △255

貸付けによる支出 △1 △3,087

差入保証金の差入による支出 △238 △84

差入保証金の回収による収入 853 1,530

預り保証金の返還による支出 △699 △487

預り保証金の受入による収入 174 338

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 33 326

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,977 △1,442

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） △640 470

長期借入れによる収入 5,000 100

長期借入金の返済による支出 △4,923 △1,429

自己株式の取得による支出 △2 △2,165

配当金の支払額 △2,218 △2,166

その他 △326 △484

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,111 △5,675

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,867 9,218

現金及び現金同等物の期首残高 18,989 23,288

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 23,856 ※ 32,507
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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25年３月１日
　至　平成25年11月30日)

当第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)

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 8,259 11,288

減価償却費 3,826 4,009

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 414 449

受取利息及び受取配当金 △119 △122

支払利息 150 136

課徴金 1,287 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,069 1,158

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 △360

ポイント引当金の増減額（△は減少） 73 916

売上債権の増減額（△は増加） △548 △629

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,269 △314

仕入債務の増減額（△は減少） 3,555 2,406

その他 2,152 4,347

小計 18,851 21,792

利息及び配当金の受取額 90 94

利息の支払額 △135 △120

課徴金の支払額 △1,287 －

法人税等の支払額 △6,563 △5,430

営業活動によるキャッシュ・フロー 10,955 16,336

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 △2,905 △4,708

無形固定資産の純増減額（△は増加） △193 △255

貸付けによる支出 △1 △3,087

差入保証金の差入による支出 △238 △84

差入保証金の回収による収入 853 1,530

預り保証金の返還による支出 △699 △487

預り保証金の受入による収入 174 338

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 33 326

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,977 △1,442

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） △640 470

長期借入れによる収入 5,000 100

長期借入金の返済による支出 △4,923 △1,429

自己株式の取得による支出 △2 △2,165

配当金の支払額 △2,218 △2,166

その他 △326 △484

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,111 △5,675

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,867 9,218

現金及び現金同等物の期首残高 18,989 23,288

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 23,856 ※ 32,507
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【注記事項】

（企業結合等関係）

　　（訂正前）

（省略）

３. 被取得企業の取得原価及びその内訳

取得の対価

追加取得直前に保有していた株式の企業結合日における時価

企業結合日に取得した株式の対価

 

　571百万円

3,800 〃

取得に直接要した費用 　 55 〃

取得原価 4,428百万円

（省略）

５. 被取得企業の取得原価と取得するに至った取引ごとの取得原価の合計額との差額

430百万円

なお、当該金額は四半期連結損益計算書上、特別利益に段階取得に係る差益として計上しております。
 

６. 発生した負ののれん発生益の金額及び発生原因

（1）発生した負ののれん発生益の金額

2,475百万円

（省略）

 

　　（訂正後）

（省略）

３. 被取得企業の取得原価及びその内訳

取得の対価

追加取得直前に保有していた株式の企業結合日における時価

企業結合日に取得した株式の対価

 

1,081百万円

3,800 〃

取得に直接要した費用 　 55 〃

取得原価 4,938百万円

（省略）

５. 被取得企業の取得原価と取得するに至った取引ごとの取得原価の合計額との差額

940百万円

なお、当該金額は四半期連結損益計算書上、特別利益に段階取得に係る差益として計上しております。
 

６. 発生した負ののれん発生益の金額及び発生原因

（1）発生した負ののれん発生益の金額

552百万円

（省略）
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（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25年３月１日
至 平成25年11月30日）

当第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）

１株当たり四半期純利益金額 79円68銭 150円68銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（百万円） 4,384 8,338

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） 4,384 8,338

普通株式の期中平均株式数（株） 55,025,590 55,342,432

（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25年３月１日
至 平成25年11月30日）

当第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）

１株当たり四半期純利益金額 79円68銭 125円13銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（百万円） 4,384 6,924

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） 4,384 6,924

普通株式の期中平均株式数（株） 55,025,590 55,342,432

（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 関 谷  靖 夫   印

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 大 森  茂 伸   印

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 池 内  基 明   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26年３月１日から平成27年２月28日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成26年９月１日から平成

26年11月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成26年３月１日から平成26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26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27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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