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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24期

第３四半期
連結累計期間

第25期
第３四半期
連結累計期間

第24期

会計期間
自 平成26年10月１日
至 平成27年６月30日

自 平成27年10月１日
至 平成28年６月30日

自 平成26年10月１日
至 平成27年９月30日

売上高 （千円） 5,674,167 6,267,339 7,621,060

経常利益 （千円） 581,667 655,085 630,539

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純利益
（千円） 356,035 411,201 409,793

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 356,035 415,150 404,528

純資産額 （千円） 2,377,636 2,636,254 2,426,129

総資産額 （千円） 3,706,252 4,006,658 3,971,106

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 52.10 60.17 59.96

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） 52.08 60.11 59.86

自己資本比率 （％） 61.7 63.5 58.8

 

回次
第24期

第３四半期
連結会計期間

第25期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成27年４月１日
至 平成27年６月30日

自 平成28年４月１日
至 平成28年６月30日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 14.82 22.66

　（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．「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）等の適用により、第１四半期連

結累計期間より、「四半期（当期）純利益」を「親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益」としており

ます。

 

２【事業の内容】

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の連結子会社）が営む事業の内容について、重

要な変更はありません。また、関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前連結会計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【経営上の重要な契約等】

 当第３四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３四半期連結累計期間（平成27年10月１日～平成28年６月30日）における我が国経済は、世界経済の影響等に

より依然として先行き不透明な状況が続いているものの、各種政策を背景にした企業収益の改善が進み、景気は緩や

かな回復基調で推移しております。雇用情勢においては、企業の採用意欲は引き続き活発であり、平成28年5月の有

効求人倍率は1.36倍と高い水準を維持しております。

　このような状況において、当社グループは、メディア情報事業におけるエンジニアマーケットの売上高が鈍化して

おりますが、人材紹介事業が牽引することで、売上高は概ね計画通りに推移いたしました。また、支出面において

は、広告宣伝費をはじめとするコストを抑制した結果、経常利益についても概ね計画通りに推移いたしました。

　以上の結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は、6,267,339千円（前年同四半期比10.5％増）、損益に

ついては、営業利益650,855千円（前年同四半期比12.0％増）、経常利益655,085千円（前年同四半期比12.6％増）、

親会社株主に帰属する四半期純利益411,201千円（前年同四半期比15.5％増）となりました。

 

＜事業の種類別の業績＞

　当社グループは人材サービス事業の単一セグメントでありセグメント情報の記載を省略しているため、事業の種類

別に記載しております。なお、平成27年10月1日より事業シナジーを強化するため、従来のキャリア情報事業で運営

をしておりました新卒採用支援事業を、新卒紹介事業と統合いたしました。これに伴い、キャリア情報事業の中途採

用支援事業をメディア情報事業へ名称変更をしております。

 

①メディア情報事業

　メディア情報事業は、Ｗｅｂ求人広告・適職フェア・情報誌等の商品・サービスを展開しております。

　当第３四半期連結累計期間におきましては、企業の女性採用ニーズが引き続き活況且つ、人気キャラクター「リ

トルミイ」をイメージキャラクターとした広告宣伝やＳＮＳを活用したプロモーションにより、「女性」マーケッ

トは前年同期比13％増と順調に推移しております。また、「営業」マーケットについては前年同期比４%増と堅調

に推移しております。一方、苦戦をしておりました「エンジニア」マーケットについては、前年同期比６%減では

あるものの、当期より教育・研修の強化や応募効果の改善に注力したことにより、第３四半期連結会計期間の売上

高については、前年同期比２%増となりました。

　以上の結果、当第３四半期連結累計期間におけるメディア事業の売上高は、2,989,707千円（前年同期比3.7%

増）となりました。

 

②人材紹介事業

　人材紹介事業は、ご登録頂いた求職者の方に最適な求人案件をご紹介する登録型人材紹介を運営しております。

　当第３四半期連結累計期間におきましては、引き続き「エンジニア」「営業」マーケットが堅調に推移しており

ます。さらに、第２四半期より注力している「女性」マーケットが好調に推移していることから、成約件数が増加

しております。また、広告宣伝や、知人紹介キャンペーン、自社メディア『＠type』『女の転職＠type』と人材紹

介サービスを組み合わせた提案も好調で、登録数の獲得も順調に推移しております。

　以上の結果、当第３四半期連結累計期間における人材紹介事業の売上高は、1,355,609千円（前年同期比25.5%

増）となりました。

 

③新卒採用支援事業（新卒メディア事業・新卒紹介事業）

　新卒メディア事業は、新卒者を対象とする就職イベント・情報誌等の商品・サービスを展開しております。

　当第３四半期連結累計期間におきましては、2017年卒業予定の学生向けの就職活動の時期が変更となりました

が、インターンシップ向けのイベントなどを開催し、売上高は堅調に推移しております。

　以上の結果、当第３四半期連結累計期間における新卒メディア事業の売上高は、293,840千円（前年同期比3.1%

増）となりました。
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　新卒紹介事業は、ご登録頂いた学生の方に最適な新卒採用案件をご紹介する登録型新卒紹介を運営しておりま

す。

当第３四半期連結累計期間におきましては、採用単価の上昇や、新規求人案件の増加により、成約件数が増加いた

しました。また、新卒メディア事業との連携により、学生の登録数は好調に推移しております。

　以上の結果、当第３四半期連結累計期間における新卒紹介事業の売上高は、53,035千円（前年同四半期比

110.6％増）となりました。

 

④ＩＴ派遣事業

　ＩＴ派遣事業は、当社にご登録頂いた登録者の中から、求人企業の採用ニーズに最適な人材を派遣する一般労働

者派遣を運営しております。

　当第３四半期連結累計期間におきましては、引き続き強みとする「エンジニア」マーケットを中心に、派遣ス

タッフの稼動人数が増加し、売上高が増加いたしました。また、引き続き既存事業との連携を行いながら、新規案

件獲得が順調に推移しており、売上高の増加を図っております。

　以上の結果、当第３四半期連結推計期間におけるIT派遣事業の売上高は、1,583,640千円（前年同期比12.8％

増）となりました。

 

 （２）財政状態の分析

（流動資産）

　当第３四半期連結会計期間末における流動資産の残高は3,117,606千円となり、前連結会計年度末に比べ

63,287千円減少いたしました。これは主に現金及び預金が74,699千円減少したことによるものであります。

（固定資産）

　当第３四半期連結会計期間末における固定資産の残高は889,051千円となり、前連結会計年度末に比べ98,839

千円増加いたしました。これは主に有形固定資産が44,443千円増加、無形固定資産が40,237千円増加したことに

よるものであります。

（流動負債）

　当第３四半期連結会計期間末における流動負債の残高は1,218,148千円となり、前連結会計年度末に比べ

162,561千円減少いたしました。これは主に賞与引当金が106,269千円減少、未払法人税等が101,658千円減少し

たことによるものであります。

（固定負債）

　当第３四半期連結会計期間末における固定負債の残高は152,255千円となり、前連結会計年度末に比べ12,011

千円減少いたしました。これは主に長期借入金が45,600千円減少、資産除去債務が19,534千円増加したことによ

るものであります。

（純資産）

　当第３四半期連結会計期間末における純資産の残高は2,636,254千円となり、前連結会計年度末に比べ210,124

千円増加いたしました。これは主に利益剰余金が206,175千円増加したことによるものであります。

 

 （３）事業上及び財務上の対処すべき課題

　　当第３四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ついて重要な変更はありません。

 

 （４）研究開発活動

 　 該当事項はありません。
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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 20,640,000

計 20,640,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成28年６月30日）

提出日現在発行数
（株）

（平成28年８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  7,054,400 7,054,400
東京証券取引所

（市場第一部）
単元株式数100株

計 7,054,400  7,054,400 － －

（注）「提出日現在発行数」欄には、平成28年８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】

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28年４月１日～

平成28年６月30日
－ 7,054,400 － 558,663 － 211,310

 

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成28年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。

 

①【発行済株式】

（平成28年６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　　220,200            － 　　　　　 －

 完全議決権株式（その他） 普通株式　6,831,300 68,313 　　　　　 －

 単元未満株式 普通株式　　　2,900            －            －

 発行済株式総数 7,054,400            －            －

 総株主の議決権            － 68,313            －

 

②【自己株式等】

（平成28年６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（％）

株式会社キャリア

デザインセンター

東京都港区赤坂三

丁目21番20号
220,200 － 220,200 3.12

計 － 220,200 － 220,200 3.12

 

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３四半期連結会計期間（平成28年４月１日から平

成28年６月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成27年10月１日から平成28年６月30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27年９月30日)
当第３四半期連結会計期間

(平成28年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,066,172 1,991,473

売掛金 918,794 1,000,461

その他 198,634 130,730

貸倒引当金 △2,708 △5,059

流動資産合計 3,180,894 3,117,606

固定資産   

有形固定資産 179,923 224,367

無形固定資産   

ソフトウエア 427,428 464,771

その他 3,879 6,774

無形固定資産合計 431,308 471,545

投資その他の資産 ※ 178,980 ※ 193,139

固定資産合計 790,212 889,051

資産合計 3,971,106 4,006,658

負債の部   

流動負債   

買掛金 27,726 18,667

短期借入金 25,000 25,000

1年内返済予定の長期借入金 60,800 60,800

未払金 421,777 425,489

未払法人税等 184,147 82,489

賞与引当金 133,146 26,876

株主優待引当金 － 1,200

その他 528,111 577,625

流動負債合計 1,380,709 1,218,148

固定負債   

長期借入金 80,400 34,800

退職給付に係る負債 83,347 91,165

資産除去債務 － 19,534

その他の引当金 － 6,755

その他 520 －

固定負債合計 164,267 152,255

負債合計 1,544,977 1,370,404

純資産の部   

株主資本   

資本金 558,663 558,663

資本剰余金 339,295 339,295

利益剰余金 1,537,039 1,743,214

自己株式 △95,598 △95,598

株主資本合計 2,339,399 2,545,574

その他の包括利益累計額   

退職給付に係る調整累計額 △5,265 △1,315

その他の包括利益累計額合計 △5,265 △1,315

新株予約権 91,995 91,995

純資産合計 2,426,129 2,636,254

負債純資産合計 3,971,106 4,006,658
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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】

  （単位：千円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成26年10月１日
　至　平成27年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成27年10月１日
　至　平成28年６月30日)

売上高 5,674,167 6,267,339

売上原価 1,946,766 2,101,609

売上総利益 3,727,401 4,165,730

販売費及び一般管理費 3,146,129 3,514,874

営業利益 581,272 650,855

営業外収益   

受取利息 167 184

解約手数料 2,506 4,962

その他 678 891

営業外収益合計 3,352 6,037

営業外費用   

支払利息 2,466 1,746

その他 490 61

営業外費用合計 2,957 1,807

経常利益 581,667 655,085

特別損失   

固定資産除却損 46 10,468

特別損失合計 46 10,468

税金等調整前四半期純利益 581,620 644,616

法人税、住民税及び事業税 143,314 177,900

法人税等調整額 82,270 55,515

法人税等合計 225,584 233,415

四半期純利益 356,035 411,201

親会社株主に帰属する四半期純利益 356,035 411,201
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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】

  （単位：千円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成26年10月１日
　至　平成27年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成27年10月１日
　至　平成28年６月30日)

四半期純利益 356,035 411,201

その他の包括利益   

退職給付に係る調整額 － 3,949

その他の包括利益合計 － 3,949

四半期包括利益 356,035 415,150

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 356,035 415,150
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（企業結合に関する会計基準等の適用）

　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」とい

う。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日。以下「連結会計基準」

という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下「事業分離等

会計基準」という。）等を第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社

の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用とし

て計上する方法に変更しております。また、第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合について

は、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半

期連結財務諸表に反映させる方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分

から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第３四半期連結累

計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

　企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(4)、連結会計基準第44－５項(4)及び事

業分離等会計基準第57－４項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結会計期間の期首時点か

ら将来にわたって適用しております。

　これによる損益に与える影響はありません。

 

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

　法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対

応報告第32号　平成28年6月17日）を当第３四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建

物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

　この結果、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽

微であります。

 

EDINET提出書類

株式会社キャリアデザインセンター(E05419)

四半期報告書

11/17



（追加情報）

（法人税率の変更等による影響）

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を改正する等の法

律」（平成28年法律第13号）が平成28年３月31日に公布され、平成28年４月１日以後に開始する連結会計年度か

ら法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産の計算に使用する法定実効税

率は前連結会計年度の計算において使用した32.3％から平成28年10月１日に開始する連結会計年度及び平成29年

10月１日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については30.9％に、平成30年10月１日に開始す

る連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.6％となります。

　なお、この税率の変更による影響は軽微であります。
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（四半期連結貸借対照表関係）

※　資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

 
前連結会計年度

（平成27年９月30日）
当第３四半期連結会計期間
（平成28年６月30日）

投資その他の資産 218千円 209千円

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自 平成26年10月１日
至 平成27年６月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成27年10月１日
至 平成28年６月30日）

減価償却費 103,307千円 120,484千円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成26年10月１日　至　平成27年６月30日）

　　配当金支払額

（決　議） 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年12月19日

定時株主総会
普通株式 170,855千円 25円 平成26年９月30日 平成26年12月22日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成27年10月１日　至　平成28年６月30日）

　　配当金支払額

（決　議） 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年12月18日

定時株主総会
普通株式 205,026千円 30円 平成27年９月30日 平成27年12月21日 利益剰余金

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自平成26年10月１日　平成27年６月30日）

当社グループは、人材サービス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。

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自平成27年10月１日　平成28年６月30日）

当社グループは、人材サービス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金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎

は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　平成26年10月１日
至　平成27年６月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成27年10月１日
至　平成28年６月30日）

（１）１株当たり四半期純利益金額 52円10銭 60円17銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額

（千円）
356,035 411,201

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純

利益金額（千円）
356,035 411,201

普通株式の期中平均株式数（株） 6,834,200 6,834,200

（２）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 52円08銭 60円11銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額

（千円）
－ －

普通株式増加数（株） 2,349 6,869

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計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）

（自己株式の取得）

当社は、平成28年７月29日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用さ

れる同法第156条第１項及び当社定款の規定に基づき、自己株式を取得すること及びその具体的な取得方法に

ついて決議し、自己株式の取得を以下のとおり実施いたしました。

 

（1）自己株式の取得を行う理由

　資本効率の向上を図るとともに、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため。

 

（2）自己株式取得に関する取締役会の決議内容

①　取得する株式の種類

当社普通株式

②　取得する株式の総数

40,000株（上限）

③　取得する期間

平成28年８月１日

④　取得価額の総額

40,920,000円（上限）

⑤　取得の方法

東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-３)による買付け

 

（3）取得日

平成28年８月１日

 

（4）その他

　上記自己株式立会外買付取引による取得の結果、当社普通株式40,000株（取得価額40百万円）を取得い

たしました。
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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28年８月９日

株式会社キャリアデザインセンター

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 岸　　　　洋　平　　印

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 松　本　　雄　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キャリ

アデザインセンターの平成27年10月１日から平成28年９月30日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成28年

４月１日から平成28年６月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成27年10月１日から平成28年６月30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、四半期連結包括利益計算書及び注記

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、株式会社キャリアデザインセンター及び連結子会社の平成28年６月30

日現在の財政状態及び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．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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