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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】

連結経営指標等

回次
第22期

第３四半期
連結累計期間

第23期
第３四半期
連結累計期間

第22期

会計期間
自　平成27年２月１日
至　平成27年10月31日

自　平成28年２月１日
至　平成28年10月31日

自　平成27年２月１日
至　平成28年１月31日

売上高 (千円) 1,622,650 1,782,792 2,203,556

経常利益 (千円) 382,209 322,489 506,417

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(千円) 265,819 209,254 350,550

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 257,199 212,663 342,664

純資産額 (千円) 2,669,030 2,891,495 2,754,495

総資産額 (千円) 3,038,220 3,180,980 3,161,718

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 63.09 49.61 83.18

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) 62.69 49.41 82.67

自己資本比率 (％) 86.2 89.1 85.5
 

　

回次
第22期

第３四半期
連結会計期間

第23期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自　平成27年８月１日
至　平成27年10月31日

自　平成28年８月１日
至　平成28年10月31日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 18.18 12.46
 

(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31日）等を適用し、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（当社及び当社の関係会社）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、主要な関係会社の異動は、ありません。

 

　なお、第１四半期連結会計期間において、報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「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) セグメント情報」の「３．報告セグメントの変更等

に関する事項」をご参照ください。
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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、又は、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行われていません。

 

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】

(1) 経営成績の分析

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業の収益改善並びに雇用環境の持ち直し等が見られました

が、中国をはじめとする新興国の経済動向や海外政情不安に加え、為替相場や株式市場が大きく変動する先行き不

透明な状況で推移しました。

このような状況の下、当社グループでは、ASPによるアウトソーシング事業とインターネットを活用したシステム

ソリューション事業に取り組み、外食産業のみならず、新業態への売上管理・勤怠管理・発注管理等のASPシステム

の展開をしております。

また、平成24年よりASP事業「まかせてネット」をシリーズ化し、「まかせてネット」の進化版「まかせてネット

EX」及び、クラウド型POSオーダリングサービス「まかせてタッチ」の拡販・運営を行っております。

 
当第３四半期連結累計期間は、売上高1,782,792千円（前年同四半期比9.9％増）、営業利益329,710千円（同

12.7％減）となりました。経常利益322,489千円（同15.6％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益209,254千円

（同21.3％減）となりました。

 
セグメントの業績は次のとおりであります。

なお、第１四半期連結会計期間より、報告セグメントの区分を変更しておりますので、以下の前年同四半期比較

は前年同四半期の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しております。

 
(ASP事業)

当社グループにおけるASP事業は平成11年８月より外食業界向けに「まかせてネット」というサービス名で、

サービスを展開しております。外食店舗におけるPOSシステム、勤怠管理システム、発注システム等の情報を、当

社ASPセンターで受信し、各企業データシステムへと展開して、売上管理・勤怠管理・発注管理等の本部システム

を稼動させ、外食本部からは、インターネット経由で当社ASPセンターにアクセスすることにより本部システムを

利用することができるようになっております。当第３四半期連結累計期間は、ASP事業「まかせてネット」の進化

版「まかせてネットEX」及び、クラウド型POSオーダリングサービス「まかせてタッチ」の拡販・運営を行ってお

ります。当第３四半期連結累計期間のASP事業の売上は687,029千円（前年同四半期比4.3％減）、セグメント利益

は527,734千円（同2.6％減）となりました。

 
(システムソリューション事業)

当社グループでは、平成６年３月の設立以来、外食業界向けの店舗システム及び本部システム(POSシステム、

出退勤システム、食材発注システム)等の業務システム構築全般にソフトウェアの企画・開発・販売を行ってまい

りました。システムソリューション事業の業務内容は、外食業界の業務システムにおけるソフトウェア受託開

発、POSシステム導入におけるシステム設定作業やシステム運用・業務コンサルティングやそれに伴うハードウェ

ア導入、当社POSシステムユーザーに対する消耗品販売等を行っているPOSシステムソリューションから構成され

ております。当第３四半期連結累計期間のシステムソリューション事業の売上は86,028千円（同19.9％増）、セ

グメント利益は22,318千円（同37.2％増）となりました。
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(物流ソリューション事業)

当社グループでは、外食チェーン企業等に対する物流ソリューション（3PL：サードパーティロジスティクス=

企業の流通機能全般を一括して請け負う）やマーチャンダイズソリューション（コンサルティング、コーディネ

イト）、本部業務代行（伝票処理、受発注代行、商品管理）等のソリューションサービス事業を展開しておりま

す。当第３四半期連結累計期間の物流ソリューション事業の売上は840,971千円（同18.7％増）、セグメント利益

は105,067千円（同19.1％減）となりました。

　

(太陽光発電事業)

当社グループでは平成27年２月より太陽光発電事業を行っております。栃木県那須塩原市、栃木県那須町で稼

動している他、平成28年２月より宮城県仙台市での売電も開始しており、当第３四半期連結累計期間末現在、３

拠点にて稼動しております。この結果、当第３四半期連結累計期間の太陽光発電事業の売上は86,419千円(同

63.5％増)、セグメント利益は8,532千円(同14.4％減)となりました。

　

(その他事業)

当社グループでは、平成21年８月より、外食等店舗運営を社員により行っております。社員による運営によ

り、店舗運営ノウハウの社員研修、情報システム開発、新システムのテストマーケティング等に活用しておりま

す。当第３四半期連結累計期間のその他事業の売上は82,343千円（同14.2％増）、セグメント利益は66,995千円

（同11.4％増）となりました。

　

(2) 財政状態の分析

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比べて19,262千円増加し、3,180,980千円と

なりました。主な増減は、現金及び預金の減少78,702千円、機械及び装置の増加282,524千円、建設仮勘定の減少

187,444千円、投資有価証券の減少14,745千円などによるものです。

負債は、前連結会計年度末に比べて117,738千円減少し、289,484千円となりました。主な増減は、未払法人税等

の減少141,014千円、未払消費税等の減少33,423千円などによるものです。

純資産は、前連結会計年度末に比べて137,000千円増加し、2,891,495千円となりました。主な増減は、利益剰余

金の増加133,342千円、その他有価証券評価差額金の減少3,801千円、非支配株主持分の増加7,210千円などによるも

のです。

　

(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、当社グループの事業上及び財務上の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

当第３四半期連結累計期間の研究開発費の総額は22,540千円であります。
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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 24,000,000

計 24,000,000
 

 

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10月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成28年12月12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 6,157,800 6,157,800
東京証券取引所

JASDAQ
(スタンダード)

単元株式数は100株であ
ります。

計 6,157,800 6,157,800 ― ―
 

(注) 「提出日現在発行数」欄には、平成28年12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８月１日～
平成28年10月31日

― 6,157,800 ― 402,022 ― 259,755
 

 

(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。

 

EDINET提出書類

株式会社ジャストプランニング(E05204)

四半期報告書

 5/17



 

(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７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10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 1,939,900
 

―
権利内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式

完全議決権株式(その他) 普通株式 4,217,100
 

42,171 同上

単元未満株式 普通株式 800
 

― 同上

発行済株式総数 6,157,800 ― ―

総株主の議決権 ― 42,171 ―
 

(注)　「単元未満株式」欄の普通株式のうち54株は自己株式であります。

 

② 【自己株式等】

  平成28年10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(％)

株式会社ジャストプラン
ニング

東京都大田区西蒲田
７－35－１

1,939,900 ― 1,939,900 31.5

計 ― 1,939,900 ― 1,939,900 31.5
 

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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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８月１日から平成

28年10月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成28年２月１日から平成28年10月31日まで）に係る四半期連結

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。
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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28年１月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成28年10月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 2,001,991 1,923,289

  売掛金 270,244 300,437

  たな卸資産 1,774 1,818

  その他 74,525 66,679

  貸倒引当金 △7,453 △11,187

  流動資産合計 2,341,082 2,281,038

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 59,733 68,944

   機械及び装置（純額） 401,031 683,555

   建設仮勘定 187,444 -

   その他（純額） 33,118 34,783

   有形固定資産合計 681,328 787,283

  無形固定資産 49,985 32,857

  投資その他の資産   

   投資有価証券 32,129 17,384

   その他 131,195 133,865

   貸倒引当金 △74,003 △71,447

   投資その他の資産合計 89,322 79,801

  固定資産合計 820,635 899,942

 資産合計 3,161,718 3,180,980
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成28年１月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成28年10月31日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 158,618 206,218

  未払法人税等 154,534 13,520

  賞与引当金 2,030 8,532

  その他 85,638 54,700

  流動負債合計 400,821 282,970

 固定負債   

  資産除去債務 6,401 6,514

  固定負債合計 6,401 6,514

 負債合計 407,222 289,484

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 401,868 402,022

  資本剰余金 259,601 259,755

  利益剰余金 3,505,746 3,639,088

  自己株式 △1,463,630 △1,463,630

  株主資本合計 2,703,586 2,837,235

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 1,103 △2,698

  その他の包括利益累計額合計 1,103 △2,698

 新株予約権 7,679 7,621

 非支配株主持分 42,126 49,337

 純資産合計 2,754,495 2,891,495

負債純資産合計 3,161,718 3,180,980
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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27年２月１日
　至 平成27年10月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年２月１日
　至 平成28年10月31日)

売上高 1,622,650 1,782,792

売上原価 864,480 1,052,144

売上総利益 758,170 730,647

販売費及び一般管理費 380,402 400,936

営業利益 377,767 329,710

営業外収益   

 受取家賃 360 360

 受取利息 196 164

 受取配当金 1,248 480

 還付加算金 1,616 －

 雑収入 1,268 943

 営業外収益合計 4,690 1,948

営業外費用   

 支払利息 37 53

 支払手数料 209 －

 雑損失 1 22

 投資有価証券評価損 － 9,094

 営業外費用合計 248 9,169

経常利益 382,209 322,489

特別利益   

 投資有価証券売却益 32,011 1,353

 固定資産売却益 16,324 －

 特別利益合計 48,335 1,353

特別損失   

 投資有価証券売却損 909 －

 特別損失合計 909 －

税金等調整前四半期純利益 429,635 323,842

法人税、住民税及び事業税 178,452 109,153

法人税等調整額 △22,006 △1,776

法人税等合計 156,445 107,377

四半期純利益 273,190 216,465

非支配株主に帰属する四半期純利益 7,370 7,210

親会社株主に帰属する四半期純利益 265,819 209,254
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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27年２月１日
　至 平成27年10月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年２月１日
　至 平成28年10月31日)

四半期純利益 273,190 216,465

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △15,990 △3,801

 その他の包括利益合計 △15,990 △3,801

四半期包括利益 257,199 212,663

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 249,829 205,452

 非支配株主に係る四半期包括利益 7,370 7,210
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【注記事項】

(会計方針の変更等)

　「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）、「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）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）等を、第１四半期連結会計期間から適用し、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、当第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を行っております。

 
(追加情報)

（法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額修正）

　「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より法人

税率等の引き下げ等が行われることとなりました。これに伴い、平成29年２月１日に開始する連結会計年度及び

平成30年２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、繰延税金資産及び繰延税金負

債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.26％から30.86％に変更されております。また、平成31年２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、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用

する法定実効税率は従来の32.26％から30.62％に変更されております。

　なお、この税率変更による影響は軽微であります。
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(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27年２月１日
至　平成27年10月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成28年２月１日
至　平成28年10月31日)

減価償却費 73,907千円 107,517千円
 

 

(株主資本等関係)

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成27年２月１日　至　平成27年10月31日）

１　配当に関する事項

(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27年４月28日
定時株主総会

普通株式 75,822 18 平成27年１月31日 平成27年４月30日 利益剰余金
 

 

(2) 基準日が当第３四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３四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。

 

２ 株主資本の著しい変動に関する事項

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成28年２月１日　至　平成28年10月31日）

１　配当に関する事項

(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28年４月26日
定時株主総会

普通株式 75,912 18 平成28年１月31日 平成28年４月27日 利益剰余金
 

 

(2) 基準日が当第３四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３四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。

 

２ 株主資本の著しい変動に関する事項

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自　平成27年２月１日　至　平成27年10月31日）

１　報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

       (単位：千円)

 

報告セグメント

調整額
(注)１

四半期
連結損益
計算書
計上額
(注)２ASP事業

システム
ソリュー
ション
事業

物流
ソリュー
ション
事業

太陽光
発電事業

その他
事業 計

売上高         

  外部顧客への売上高 717,704 71,740 708,225 52,866 72,114 1,622,650 － 1,622,650

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

17,368 － 30,710 － － 48,078 △48,078 －

計 735,072 71,740 738,935 52,866 72,114 1,670,729 △48,078 1,622,650

セグメント利益(売上総利益) 541,986 16,268 129,794 9,970 60,148 758,170 － 758,170
 

(注) １ セグメント間取引消去によるものであります。

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の売上総利益と一致しております。

　

２ 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

該当事項はありません。　

　

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自　平成28年２月１日　至　平成28年10月31日）

１　報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

       (単位：千円)

 

報告セグメント

調整額
(注)１

四半期
連結損益
計算書
計上額
(注)２ASP事業

システム
ソリュー
ション
事業

物流
ソリュー
ション
事業

太陽光
発電事業

その他
事業 計

売上高         

  外部顧客への売上高 687,029 86,028 840,971 86,419 82,343 1,782,792 － 1,782,792

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

34,024 － 17,398 － － 51,423 △51,423 －

計 721,054 86,028 858,369 86,419 82,343 1,834,215 △51,423 1,782,792

セグメント利益(売上総利益) 527,734 22,318 105,067 8,532 66,995 730,647 － 730,647
 

(注) １ セグメント間取引消去によるものであります。

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の売上総利益と一致しております。

　

２ 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

該当事項はありません。　

　

３ 報告セグメントの変更等に関する事項

当社グループは、第１四半期連結会計期間より報告セグメントの区分を変更しております。従来の「その他事

業」につきましては、太陽光発電事業の事業規模が拡大していることに鑑み、当社グループ内の経営管理区分の見

直しを行った結果、「太陽光発電事業」「その他事業」に報告セグメントの区分を変更しております。上記変更に

より、当社グループの報告セグメントを、「ASP事業」「システムソリューション事業」「物流ソリューション事

業」「太陽光発電事業」「その他事業」の５セグメントとしております。

　なお、前第３四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の報告セグメントの区分の方法により作

成しております。
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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。

 

項目
前第３四半期連結累計期間
(自　平成27年２月１日
至　平成27年10月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成28年２月１日
至　平成28年10月31日)

(1) １株当たり四半期純利益金額 63円09銭 49円61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) 265,819 209,254

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)

265,819 209,254

普通株式の期中平均株式数(株) 4,213,471 4,217,734

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 62円69銭 49円41銭

 (算定上の基礎)   

普通株式増加数(株) 26,501 17,248

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に用
いられた普通株式増加数の主要な内訳
新株予約権(株)

26,501 17,248

 

 

(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28年12月12日

株式会社ジャストプランニング

取締役会  御中

　

有限責任 あずさ監査法人
 

　

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 　中　　村　　宏　　之　　印

 

　

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　石　　井　　伸　　幸　　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ジャス

トプランニングの平成28年２月１日から平成29年１月31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８

月１日から平成28年10月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成28年２月１日から平成28年10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、株式会社ジャストプランニング及び連結子会社の平成28年10月31

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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