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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26期

第２四半期
連結累計期間

第27期
第２四半期
連結累計期間

第26期

会計期間
自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日

自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日

自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日

売上高 (百万円) 21,170 27,382 35,824

経常利益 (百万円) 5,202 9,573 8,491

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(百万円) 3,267 6,126 5,457

四半期包括利益
又は包括利益

(百万円) 3,268 6,125 5,457

純資産額 (百万円) 108,399 113,953 108,939

総資産額 (百万円) 183,994 188,345 186,833

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 91.63 173.74 153.35

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 (％) 58.9 60.5 58.3

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 9,686 9,188 18,868

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △29 △45 △104

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △738 △1,136 △2,412

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 38,261 53,700 45,694
 

 

回次
第26期

第２四半期
連結会計期間

第27期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成28年７月１日
至 平成28年９月30日

自 平成29年７月１日
至 平成29年９月30日

１株当たり四半期
純利益金額

(円) 78.10 29.38
 

(注) １  当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、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  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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２ 【事業の内容】

当第２四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)が営んでいる事業の内容に重要な変

更はありません。

 また、主要な関係会社についても異動はありません。　
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項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」についての重要な変更はありません。

 なお、重要事象等は存在しておりません。

 

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第２四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】

(1) 業績の状況

当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、企業収益、雇用情勢の改善が続く中で、緩やかな回復を続

けています。

当社が事業展開する新築分譲マンション市場におきましては、建築資材・人件費の高騰などにより、販売価格が

上昇しており、供給戸数は低水準で推移しておりますが、低金利等を背景に都心および都心近郊のマンション需要

は堅調で、底堅く推移していくことが期待されます。

このような環境の中、当社は利益の見込める用地を選別して取得することに努め、都心部を中心に高品質で競争

力の高い新築分譲マンションを供給してまいりました。

その結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は27,382百万円（前年同期比29.3％増）、営業利益は9,742

百万円（前年同期比81.6％増）、経常利益は9,573百万円（前年同期比84.0％増）、親会社株主に帰属する四半期純

利益は6,126百万円（前年同期比87.5％増）となりました。

自己資本につきましては、当第２四半期連結会計期間末では113,953百万円、自己資本比率は60.5％と高い水準に

なっております。
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セグメントの業績は、次のとおりであります。

 

セグメントの名称

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日)

売上高(百万円) 構成比(％)

不動産分譲事業 23,154 84.6

不動産賃貸事業 1,394 5.1

その他 2,833 10.3

合計 27,382 100.0
 

(注)  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

(不動産分譲事業)

不動産分譲事業におきましては、売上高は23,154百万円（前年同期比34.9％増）となりました。

 

(不動産賃貸事業)

不動産賃貸事業におきましては、売上高は1,394百万円（前年同期比10.2％減）となりました。

 

(その他)

その他の事業におきましては、不動産管理事業売上高が1,123百万円（前年同期比20.4％減）、その他付帯事

業売上高が1,710百万円（前年同期比64.9％増）となりました。

 

(2) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は、期首残高に比べ8,006百万円増加し、

53,700百万円となりました。

 

①　営業活動によるキャッシュ・フロー

当第２四半期連結累計期間における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9,573百

万円、たな卸資産の減少6,106百万円、前受金の減少3,194百万円、法人税等の支払1,814百万円を主な要因とし

て、9,188百万円の収入(前年同期は9,686百万円の収入)となりました。

②　投資活動によるキャッシュ・フロー

当第２四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出47

百万円を主な要因として、45百万円の支出(前年同期は29百万円の支出)となりました。

③　財務活動によるキャッシュ・フロー

当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額775百万円を主な要

因として、1,136百万円の支出(前年同期は738百万円の支出)となりました。
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(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四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

該当事項はありません。

 

(5) 従業員数

当第２四半期連結累計期間において、連結会社又は提出会社の従業員数の著しい増減はありません。

 

(6) 生産、受注及び販売の実績

当第２四半期連結累計期間において、生産、受注及び販売実績の著しい変動はありません。

 

(7) 主要な設備

当第２四半期連結累計期間において、主要な設備の著しい変動及び主要な設備の前連結会計年度末における計画

の著しい変更はありません。
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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 94,000,000

計 94,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成29年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成29年11月14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 35,784,000 35,784,000
東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数は100株であります。

計 35,784,000 35,784,000 ― ―
 

 

(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
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成29年９月30日 ― 35,784,000 ― 12,499 ― 12,190
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(6) 【大株主の状況】

平成29年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

株式会社ミューアセット 東京都千代田区麹町三丁目４番地 17,459.0 48.79

ステート ストリート バンク ア
ンド トラスト カンパニー
(常任代理人　香港上海銀行)

One Lincoln Street, Boston,
Massachusetts, USA
(東京都中央区日本橋三丁目11番１号)

1,671.4 4.67

日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社（信託口）

東京都中央区晴海一丁目８番11号 1,120.7 3.13

安川 秀俊 東京都港区 1,037.7 2.90

株式会社エスディサポート 東京都新宿区新宿五丁目６番11号 1,000.0 2.79

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口）

東京都港区浜松町二丁目11番３号 552.0 1.54

NORTHERN TRUST CO. (AVFC)
RE FIDELITY FUNDS
(常任代理人 香港上海銀行)

50 Bank Street Canary Wharf
London, UK
(東京都中央区日本橋三丁目11番１号)

534.1 1.49

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内一丁目１番２号 500.0 1.39

日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社（信託口９）

東京都中央区晴海一丁目８番11号 493.5 1.37

DFA INTL SMALL CAP
VALUE PORTFOLIO
(常任代理人 シティバンク)

Palisades West 6300, Bee Cave Road
Building One Austin TX 78746 US
(東京都新宿区新宿六丁目27番30号)

390.2 1.09

計 ― 24,758.8 69.16
 

(注) １　上記のほか当社所有の自己株式521.7千株(1.45%)があります。

    ２　信託銀行の所有する株式数は、すべて信託業務に係る株式数であります。

３　平成28年10月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、エフエムアール

エルエルシー（FMR LLC）が平成28年10月14日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているもの

の、当社として当第２四半期会計期間末における実質所有株式数の確認ができませんので、上記表には含め

ておりません。

なお、大量保有報告書（変更報告書）の内容は以下のとおりです。

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

エフエムアール　エルエルシー
（FMR LLC）

245 Summer Street, Boston,
Massachusetts, USA

3,067.6 8.57
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成29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)
(自己保有株式)

― ―
普通株式 521,700

完全議決権株式(その他) 普通株式 35,205,300 352,053 ―

単元未満株式 普通株式 57,000 ― ―

発行済株式総数 35,784,000 ― ―

総株主の議決権 ― 352,053 ―
 

(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が2,300株(議決権23個)含まれて

おります。

 

② 【自己株式等】

平成29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(％)

(自己保有株式)      

株式会社ゴールドクレスト
東京都千代田区大手町
二丁目１番１号

521,700 ― 521,700 1.5

計 ― 521,700 ― 521,700 1.5
 

 

 

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いて、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２四半期連結会計期間(平成29年７月１日から平成

29年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成29年４月１日から平成29年９月30日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、有限責任監査法人トーマツにより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：百万円)

          前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 45,700 53,706

  売掛金 422 266

  販売用不動産 27,260 25,482

  仕掛販売用不動産 75,237 70,006

  その他 1,577 1,671

  流動資産合計 150,199 151,133

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 16,058 16,504

   土地 17,611 17,748

   その他（純額） 80 77

   有形固定資産合計 33,749 34,330

  無形固定資産   

   のれん 1,538 1,432

   その他 30 27

   無形固定資産合計 1,569 1,459

  投資その他の資産 1,315 1,421

  固定資産合計 36,634 37,211

 資産合計 186,833 188,345

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 2,521 1,192

  1年内償還予定の社債 3,050 13,050

  1年内返済予定の長期借入金 500 500

  未払法人税等 1,986 3,814

  前受金 3,801 606

  賞与引当金 51 41

  その他 1,500 793

  流動負債合計 13,410 19,996

 固定負債   

  社債 48,300 38,275

  長期借入金 9,800 9,800

  繰延税金負債 4,382 4,389

  役員退職慰労引当金 633 648

  退職給付に係る負債 126 128

  その他 1,240 1,154

  固定負債合計 64,483 54,395

 負債合計 77,894 74,392

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 12,499 12,499

  資本剰余金 12,708 12,372

  利益剰余金 84,819 90,170

  自己株式 △1,085 △1,085

  株主資本合計 108,941 113,955

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 △1 △2

  その他の包括利益累計額合計 △1 △2

 純資産合計 108,939 113,953

負債純資産合計 186,833 188,345
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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２四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

売上高 21,170 27,382

売上原価 13,006 14,466

売上総利益 8,163 12,916

販売費及び一般管理費 ※１  2,799 ※１  3,173

営業利益 5,364 9,742

営業外収益   

 受取利息 0 0

 受取配当金 1 1

 契約収入 20 7

 受取販売手数料 5 47

 施設賃貸料 5 5

 その他 7 5

 営業外収益合計 41 68

営業外費用   

 支払利息 202 232

 その他 0 5

 営業外費用合計 202 237

経常利益 5,202 9,573

税金等調整前四半期純利益 5,202 9,573

法人税、住民税及び事業税 1,979 3,620

法人税等調整額 △44 △173

法人税等合計 1,935 3,447

四半期純利益 3,267 6,126

親会社株主に帰属する四半期純利益 3,267 6,126
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【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

四半期純利益 3,267 6,126

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 0 △0

 その他の包括利益合計 0 △0

四半期包括利益 3,268 6,125

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 3,268 6,125

 非支配株主に係る四半期包括利益 ― ―
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９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 5,202 9,573

 減価償却費 366 390

 のれん償却額 99 106

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 14 14

 賞与引当金の増減額（△は減少） △10 △9

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 1 2

 受取利息 △0 △0

 支払利息 202 232

 売上債権の増減額（△は増加） 199 156

 前受金の増減額（△は減少） 281 △3,194

 たな卸資産の増減額（△は増加） 8,450 6,106

 仕入債務の増減額（△は減少） △2,796 △1,329

 その他 △37 △814

 小計 11,974 11,234

 利息の受取額 0 0

 利息の支払額 △201 △231

 法人税等の支払額 △2,085 △1,814

 営業活動によるキャッシュ・フロー 9,686 9,188

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 △33 △47

 無形固定資産の取得による支出 ― △0

 その他 4 2

 投資活動によるキャッシュ・フロー △29 △45

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 社債の償還による支出 △25 △25

 自己株式の取得による支出 △0 △0

 配当金の支払額 △713 △775

 
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得
による支出

― △336

 財務活動によるキャッシュ・フロー △738 △1,136

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 8,919 8,006

現金及び現金同等物の期首残高 29,342 45,694

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１  38,261 ※１  53,700
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

保証債務

  当社顧客の住宅ローンに関して抵当権設定登記完了までの間、金融機関に対して連帯債務保証を行っておりま

す。

 
前連結会計年度

(平成29年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成29年９月30日)

  一般顧客 4,059百万円 918百万円
 

 

(四半期連結損益計算書関係)

※１ 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２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日)

 人件費 601百万円 671百万円

 広告宣伝費 534 〃 711 〃

  租税公課 397 〃 406 〃

  賞与引当金繰入額 54 〃 59 〃
 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日)

  現金及び預金 38,268百万円 53,706百万円

  別段預金 △7　〃 △6　〃

  現金及び現金同等物 38,261百万円 53,700百万円
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(株主資本等関係)

前第２四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日)

 

１  配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成28年５月12日
取締役会

普通株式 利益剰余金 713 20 平成28年３月31日 平成28年６月20日
 

 

２ 基準日が当第２四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２四半期連結会計期間の末日後

となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成28年10月27日
取締役会

普通株式 利益剰余金 784 22 平成28年９月30日 平成28年12月５日
 

 

当第２四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日)

 

１  配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成29年５月11日
取締役会

普通株式 利益剰余金 775 22 平成29年３月31日 平成29年６月23日
 

 

２ 基準日が当第２四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２四半期連結会計期間の末日後

となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成29年10月26日
取締役会

普通株式 利益剰余金 881 25 平成29年９月30日 平成29年12月８日
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第２四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日)

１  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円）

 

報告セグメント
その他
(注)

 合計
不動産分譲

事業
不動産賃貸

事業
計

売上高      

外部顧客への売上高 17,168 1,553 18,722 2,448 21,170

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― 60 60 226 286

計 17,168 1,613 18,782 2,674 21,457

セグメント利益 4,292 793 5,085 354 5,439
 

(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産管理事業及びその他付帯事業を

含んでおります。

 

２  報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差

異調整に関する事項)

（単位：百万円）

利益 金額

報告セグメント計 5,085

「その他」の区分の利益 354

セグメント間取引消去 23

のれんの償却額 △99

四半期連結損益計算書の営業利益 5,364
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当第２四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日)

１  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円）

 

報告セグメント
その他
(注)

 合計
不動産分譲

事業
不動産賃貸

事業
計

売上高      

外部顧客への売上高 23,154 1,394 24,548 2,833 27,382

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― 181 181 190 372

計 23,154 1,576 24,730 3,024 27,755

セグメント利益 8,648 726 9,374 459 9,834
 

(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産管理事業及びその他付帯事業を

含んでおります。

 

２  報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差

異調整に関する事項)

（単位：百万円）

利益 金額

報告セグメント計 9,374

「その他」の区分の利益 459

セグメント間取引消去 14

のれんの償却額 △106

四半期連結損益計算書の営業利益 9,742
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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。

項目
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額 91円63銭 173円74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(百万円) 3,267 6,126

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

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(百万円)

3,267 6,126

普通株式の期中平均株式数(株) 35,662,605 35,262,274
 

(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。

 

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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２ 【その他】

第27期中間配当について

平成29年10月26日開催の当社取締役会において、平成29年９月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主

に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。

中間配当金の総額 881百万円

１株当たりの中間配当額 25円00銭

支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成29年12月８日
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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29年11月10日
 

株式会社　ゴールドクレスト

取締役会　御中
 

 

有限責任監査法人　トーマツ  
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　遠　　藤　　康　　彦　　㊞

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   永   田     立       ㊞

 

 

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ゴール

ドクレストの平成29年４月１日から平成30年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間(平成29年７月１日

から平成29年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成29年４月１日から平成29年９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、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、株式会社ゴールドクレスト及び連結子会社の平成29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。

 

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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