
                                          

平成 26年 2月 12日 

各  位 

会 社 名 株式会社エル・シー・エーホールディングス 

代表者名 代表取締役社長 笹部 高廣 

 （コード：4798東証第二部） 

問合せ先 取締役 田中 英男 

   （ＴＥＬ（ＩＲ専用）：03-3539-2587） 

 

（訂正）「平成 24年５月期 第３四半期決算短信［日本基準］（連結）」の一部訂正について 

 

 当社は、平成 25年 12月 27日付「関東財務局長命令による訂正報告書等の提出についてのお知らせ」 

でお知らせしましたとおり、訂正報告書等の提出とあわせて過年度決算短信の訂正作業を進めてまいり

ました。 

 このたび、「平成 24 年５月期 第３四半期決算短信」の訂正作業が完了しましたので、訂正内容につ

いてお知らせいたします。 

 訂正箇所には下線  を付して表示しております。 

 

記 

 

【訂正箇所】 

 

サマリー情報 

１． 平成 24年５月期第３四半期の連結業績（平成 23年５月 21日～平成 24年２月 20日） 

 

添付資料 

１． 当四半期決算に関する定性的情報 

（１） 連結経営成績に関する定性的情報 

（２） 連結財政状態に関する定性的情報 

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

４．四半期連結財務諸表 

 （１）四半期連結財務諸表 

 （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） 

  （四半期連結包括利益計算書） 

 （３）継続企業の前提に関する注記 

 



                                          

□サマリー情報１ページ 

１．平成 24年５月期第３四半期の連結業績（平成 23年５月 21日～平成 24年２月 20日） 

（百万円未満切捨て） 

（訂正前） 

（１）連結経営成績 （％表示は、対前年同期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

  百万円 
 

％ 
 

百万円 
 

％ 
 

百万円 
 

％ 
 

百万円 
 

％ 

24年 5月期第３四半期  866 
 

△67.7 
 

△75  
 

－ 
 

△324 
 

－ 
 

△366  
 

－ 

23年 5月期第３四半期  2,684 
 

△3.7 
 

41 
 

－ 
 

△51 
 

－ 
 

△219  
 

－ 

（注）包括利益    24年 5月期第３四半期 △340 百万円 (－％) 
 

23年 5月期第３四半期 △128  百万円 (－％) 

 

 1株当たり四半期純利益  潜在株式調整後 1株当たり四半期純利益  

     円 銭 
    

円 銭 

24年 5月期第３四半期     △1.43 
    

－ 

23年 5月期第３四半期     △0.91 
    

－ 

 

（２）連結財政状態 
 

           

 総資産 純資産 自己資本比率 

 
   

百万円 
   

百万円 
   

％ 

24年 5月期第３四半期 
   

3,289 
   

530 
   

9.0 

23年 5月期 
   

2,959 
   

330 
   

4.3 

（参考）自己資本 24年 5月期第３四半期 
 

296 百万円 23年 5月期 126 百万円 

 

（訂正後） 

（１）連結経営成績 （％表示は、対前年同期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

  百万円 
 

％ 
 

百万円 
 

％ 
 

百万円 
 

％ 
 

百万円 
 

％ 

24年 5月期第３四半期  866 
 

△67.7 
 

△75  
 

－ 
 

△350 
 

－ 
 

△392  
 

－ 

23年 5月期第３四半期  2,684 
 

△3.7 
 

41 
 

－ 
 

△77 
 

－ 
 

△245  
 

－ 

（注）包括利益    24年 5月期第３四半期 △366 百万円 (－％) 
 

23年 5月期第３四半期 △154  百万円 (－％) 

 

 1株当たり四半期純利益  潜在株式調整後 1株当たり四半期純利益  

     円 銭 
    

円 銭 

24年 5月期第３四半期     △1.54 
    

－ 

23年 5月期第３四半期     △1.02 
    

－ 

 

（２）連結財政状態 
 

           

 総資産 純資産 自己資本比率 

 
   

百万円 
   

百万円 
   

％ 

24年 5月期第３四半期 
   

2,845 
   

91 
   

△5.0 

23年 5月期 
   

2,546 
   

△82 
   

△11.3 

（参考）自己資本 24年 5月期第３四半期 
 

△142 百万円 23年 5月期 △286 百万円 

 



                                          

□添付資料２ページ 

１．当四半期決算に関する定性的情報 

（訂正前） 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当社グループは、前連結会計年度において大規模なリストラクチャリングと、それに伴う大胆なコスト

削減を行った結果、現在、「㈱インタープライズ・コンサルティング（旧㈱日本エル・シー・エー、平成

23年７月に商号変更）」、「㈱ＣＯＳＭＯ」、「㈱Ａｃｔｉｖｅ Ｌｉｎｋ」の３社を中心として事業を

展開しております。 

<中略> 

 以上の結果、売上高866,196千円（前年同四半期比67.7%減）、営業損失75,838千円（前年同四半期営業

利益41,158千円）、経常損失324,473千円（前年同四半期経常損失51,399千円）、四半期純損失は366,334

千円（前年同四半期純損失219,520千円）となりました。 

<後略> 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産、負債及び純資産の状況）  

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ329,920千円増加し、3,289,728

千円となりました。これは主に現金及び預金126,054千円、仕掛品25,470千円、未収入金58,306千円、のれ

ん121,074千円が増加したことによるものです。 

 当第３四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ130,161千円増加し、2,759,405

千円となりました。これは主に未払金57,370千円、訴訟損失引当金119,000千円が増加し、未払法人税等

17,871千円及び賞与引当金27,432千円が減少したこと等によるものです。 

 当第３四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ199,758千円増加し、530,323

千円となりました。これは、資本金269,083千円、資本剰余金267,272千円、その他有価証券評価差額金68

千円、新株予約権3,921千円及び少数株主持分25,747千円が増加し、利益剰余金が366,334千円減少したこ

とによるものです。  

 

（３） 省略 

 

 

（訂正後） 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当社グループは、前連結会計年度において大規模なリストラクチャリングと、それに伴う大胆なコスト

削減を行った結果、現在、「㈱インタープライズ・コンサルティング（旧㈱日本エル・シー・エー、平成

23年７月に商号変更）」、「㈱ＣＯＳＭＯ」、「㈱Ａｃｔｉｖｅ Ｌｉｎｋ」の３社を中心として事業を

展開しております。 

<中略> 

 以上の結果、売上高866,196千円（前年同四半期比67.7%減）、営業損失75,838千円（前年同四半期営業

利益41,158千円）、経常損失350,443千円（前年同四半期経常損失77,202千円）、四半期純損失は392,304

千円（前年同四半期純損失245,323千円）となりました。 

<後略> 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産、負債及び純資産の状況）  

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ298,923千円増加し、2,845,477

千円となりました。これは主に現金及び預金126,054千円、仕掛品25,470千円、未収入金26,279千円、のれ

ん121,074千円が増加したことによるものです。 

 当第３四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ125,134千円増加し、2,754,369

千円となりました。これは主に未払金57,370千円、訴訟損失引当金119,000千円が増加し、未払法人税等

17,871千円及び賞与引当金27,432千円が減少したこと等によるものです。 



                                          

当第３四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ173,788千円増加し、91,108千

円となりました。これは、資本金269,083千円、資本剰余金267,272千円、その他有価証券評価差額金68千

円、新株予約権3,921千円及び少数株主持分25,747千円が増加し、利益剰余金が392,304千円減少したこと

によるものです。 

 

（３） 省略 

 

 

□添付資料４ページ 

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

（訂正前） 

当社グループは、引続き厳しい経営環境のなか、財務体質改善に向けて、収益性の向上とキャッシュ・フロ

ーの改善にグループの総力をあげて取組んでおりますが、当第３四半期連結累計期間において75,838千円の営

業損失、366,334千円の四半期純損失を計上しております。また、多額の未払債務や未払税金等があるため、当

社の保有する不動産に対する強制競売の申し立てや国税局等による差押等を受けております。 

当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 

これらの状況の解消に向け、当社グループは、平成23年11月24日付にて146,708千円の第三者割当増資と総額

389,647千円の新株予約権を発行し、その全ての新株予約権が権利行使されましたが、当該資金調達だけでは当

社の財務状況を大きく改善するには至らないことから、引き続き新たなファイナンス等による資金調達をもっ

て、財務体質の健全化を図ってまいる方針です。 

本業の面においては、経営コンサルティング事業への原点回帰及び徹底したコストダウンにより収益力を回

復することに加え、新たな事業をグループ内に取り込むこと（平成23年12月12日付けで株式会社メディマック

スの全株式を取得）等により、収益性向上、企業価値を増大させ、営業キャッシュ・フローの黒字化を目指し

てまいります。 

しかしながら、新たなファイナンス等は、その内容や実現の時期等によっては資金計画の実現可能性に重要

な不確実性があります。また、新たな事業をグループ内に取り込むためには、そのための資金調達が実現でき

ることを前提としております。当該状況のため、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。   

 

 

（訂正後） 

当社グループは、引続き厳しい経営環境のなか、財務体質改善に向けて、収益性の向上とキャッシュ・フロ

ーの改善にグループの総力をあげて取組んでおりますが、当第３四半期連結累計期間において75,838千円の営

業損失、392,304千円の四半期純損失を計上しております。また、多額の未払債務や未払税金等があるため、当

社の保有する不動産に対する強制競売の申し立てや国税局等による差押等を受けております。 

当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 

これらの状況の解消に向け、当社グループは、平成23年11月24日付にて146,708千円の第三者割当増資と総額

389,647千円の新株予約権を発行し、その全ての新株予約権が権利行使されましたが、当該資金調達だけでは当

社の財務状況を大きく改善するには至らないことから、引き続き新たなファイナンス等による資金調達をもっ

て、財務体質の健全化を図ってまいる方針です。 

本業の面においては、経営コンサルティング事業への原点回帰及び徹底したコストダウンにより収益力を回

復することに加え、新たな事業をグループ内に取り込むこと（平成23年12月12日付けで株式会社メディマック

スの全株式を取得）等により、収益性向上、企業価値を増大させ、営業キャッシュ・フローの黒字化を目指し

てまいります。 

しかしながら、新たなファイナンス等は、その内容や実現の時期等によっては資金計画の実現可能性に重要

な不確実性があります。また、新たな事業をグループ内に取り込むためには、そのための資金調達が実現でき

ることを前提としております。当該状況のため、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。 

 



                                          

□添付資料５ページ 

４．四半期連結財務諸表 

（１）四半期連結貸借対照表 

（訂正前） 

（単位：千円） 

       前連結会計年度 

(平成23年５月20日) 

当第３四半期連結会計期間 

(平成24年２月20日) 

資産の部     

  流動資産     

    現金及び預金 143,744 269,798 
    受取手形及び売掛金 158,785 156,767 
    商品 1,768 7,739 
    貯蔵品 40 0 
    仕掛品 － 25,470 
    未収入金 226,957 285,263 
    繰延税金資産 43,674 11,675 
    その他 165,282 124,291 
    貸倒引当金 △33,111 △37,058 
    流動資産合計 707,139 843,948 
  固定資産     

    有形固定資産 19,507 18,510 
    無形固定資産     

      のれん － 121,074 
      その他 2,288 15,710 
      無形固定資産合計 2,288 136,784 
    投資その他の資産     

      長期貸付金 759,048 841,593 
      長期未収入金 1,167,370 1,167,435 
      投資不動産（純額） 2,121,023 2,074,428 
      繰延税金資産 2,313 8,057 
      その他 72,830 68,315 
      貸倒引当金 △1,891,713 △1,869,345 
      投資その他の資産合計 2,230,872 2,290,485 
    固定資産合計 2,252,668 2,445,779 
  資産合計 2,959,808 3,289,728 

負債の部     

  流動負債     

    買掛金 － 3,131 
    短期借入金 407,092 336,611 
    未払金 1,385,460 1,442,830 
    未払法人税等 268,088 250,217 
    賞与引当金 48,131 20,698 
    その他の引当金 2,195 1,040 
    その他 354,100 401,831 
    流動負債合計 2,465,068 2,456,361 
 



                                          

（単位：千円） 

       前連結会計年度 

(平成23年５月20日) 

当第３四半期連結会計期間 

(平成24年２月20日) 
 固定負債     

    役員退職慰労引当金 3,648 3,648 
    訴訟損失引当金 37,831 156,831 
    偶発損失引当金 105,133 126,890 
    その他の引当金 1,311 1,575 
    その他 16,249 14,098 
    固定負債合計 164,174 303,043 
  負債合計 2,629,243 2,759,405 

純資産の部     

  株主資本     

    資本金 5,629,530 5,898,614 
    資本剰余金 2,158,464 2,425,736 
    利益剰余金 △7,660,690 △8,027,024 
    自己株式 △943 △943 
    株主資本合計 126,361 296,383 
  その他の包括利益累計額     

    その他有価証券評価差額金 △1 66 
    その他の包括利益累計額合計 △1 66 
  新株予約権 4,704 8,625 
  少数株主持分 199,501 225,248 
  純資産合計 330,564 530,323 

負債純資産合計 2,959,808 3,289,728 
          

 



                                          

（訂正後） 

（単位：千円） 

        前連結会計年度 

(平成23年５月20日) 

当第３四半期連結会計期間 

(平成24年２月20日) 

資産の部     

  流動資産     

    現金及び預金 143,744 269,798 
    受取手形及び売掛金 158,785 156,767 
    商品 1,768 7,739 
    貯蔵品 40 0 
    仕掛品 － 25,470 
    未収入金 153,223 179,503 
    繰延税金資産 43,674 11,675 
    その他 165,282 124,291 
    貸倒引当金 △32,632 △36,604 
    流動資産合計 633,885 738,641 
  固定資産     

    有形固定資産 19,507 18,510 
    無形固定資産     

      のれん － 121,074 
      その他 2,288 15,710 
      無形固定資産合計 2,288 136,784 
    投資その他の資産     

      長期貸付金 759,048 841,593 
      長期未収入金 1,167,370 1,167,435 
      投資不動産（純額） 1,781,022 1,735,484 
      繰延税金資産 2,313 8,057 
      その他 72,830 68,315 
      貸倒引当金 △1,891,713 △1,869,345 
      投資その他の資産合計 1,890,872 1,951,540 
    固定資産合計 1,912,667 2,106,835 
  資産合計 2,546,553 2,845,477 

負債の部     

  流動負債     

    買掛金 － 3,131 
    短期借入金 407,092 336,611 
    未払金 1,385,460 1,442,830 
    未払法人税等 268,088 250,217 
    賞与引当金 48,131 20,698 
    その他の引当金 2,195 1,040 
    その他 354,091 396,795 
    流動負債合計 2,465,059 2,451,325 
  固定負債     

    役員退職慰労引当金 3,648 3,648 
    訴訟損失引当金 37,831 156,831 
    偶発損失引当金 105,133 126,890 
    その他の引当金 1,311 1,575 
    その他 16,249 14,098 
    固定負債合計 164,174 303,043 
  負債合計 2,629,234 2,754,369 
            
 



                                          

（単位：千円） 

      前連結会計年度 

(平成23年５月20日) 

当第３四半期連結会計期間 

(平成24年２月20日) 

純資産の部     

  株主資本     

    資本金 5,629,530 5,898,614 
    資本剰余金 2,158,464 2,425,736 
    利益剰余金 △8,073,935 △8,466,239 
    自己株式 △943 △943 
    株主資本合計 △286,883 △142,831 
  その他の包括利益累計額     

    その他有価証券評価差額金 △1 66 
    その他の包括利益累計額合計 △1 66 
  新株予約権 4,704 8,625 
  少数株主持分 199,501 225,248 
  純資産合計 △82,680 91,108 

負債純資産合計 2,546,553 2,845,477 
          
  



                                          

□添付資料７ページ 

（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：千円） 

    
前第３四半期連結累計期間 

(自 平成22年５月21日 

 至 平成23年２月20日) 

当第３四半期連結累計期間 

(自 平成23年５月21日 

 至 平成24年２月20日) 

売上高 2,684,027 866,196 

売上原価 1,610,989 498,062 

売上総利益 1,073,037 368,134 

販売費及び一般管理費 1,031,878 443,972 

営業利益又は営業損失（△） 41,158 △75,838 

営業外収益     

  投資不動産賃貸料 138,203 65,239 
  投資不動産売却益 － 20,990 
  その他 5,925 14,128 
  営業外収益合計 144,128 100,358 

営業外費用     

  支払利息 58,558 30,393 
  延滞税等 93,554 71,247 
  不動産賃貸費用 52,223 16,416 
  訴訟損失引当金繰入額 － 119,000 
  その他 32,350 111,935 
  営業外費用合計 236,686 348,993 

経常損失（△） △51,399 △324,473 

特別利益     

  債務免除益 － 24,280 
  新株予約権戻入益 － 4,704 
  その他 139,973 2,116 
  特別利益合計 139,973 31,100 

特別損失     

  和解金 － 7,300 
  その他 214,107 3,345 
  特別損失合計 214,107 10,645 

税金等調整前四半期純損失（△） △125,533 △304,018 

法人税、住民税及び事業税 4,834 10,313 

法人税等調整額 △655 26,255 

法人税等合計 4,179 36,568 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △129,713 △340,587 

少数株主利益 89,807 25,747 

四半期純損失（△） △219,520 △366,334 
        
 

 



                                          

（訂正後） 

（単位：千円） 

   
前第３四半期連結累計期間 

(自 平成22年５月21日 

 至 平成23年２月20日) 

当第３四半期連結累計期間 

(自 平成23年５月21日 

 至 平成24年２月20日) 

売上高 2,684,027 866,196 

売上原価 1,610,989 498,062 

売上総利益 1,073,037 368,134 

販売費及び一般管理費 1,031,878 443,972 

営業利益又は営業損失（△） 41,158 △75,838 

営業外収益     

  投資不動産賃貸料 111,203 38,239 
  投資不動産売却益 － 20,990 
  その他 5,925 14,128 
  営業外収益合計 117,128 73,358 

営業外費用     

  支払利息 58,558 30,393 
  延滞税等 93,554 71,247 
  不動産賃貸費用 51,026 15,359 
  訴訟損失引当金繰入額 － 119,000 
  その他 32,350 111,961 
  営業外費用合計 235,489 347,963 

経常損失（△） △77,202 △350,443 

特別利益     

  債務免除益 － 24,280 
  新株予約権戻入益 － 4,704 
  その他 139,973 2,116 
  特別利益合計 139,973 31,100 

特別損失     

  和解金 － 7,300 
  その他 214,107 3,345 
  特別損失合計 214,107 10,645 

税金等調整前四半期純損失（△） △151,336 △329,988 

法人税、住民税及び事業税 4,834 10,313 

法人税等調整額 △655 26,255 

法人税等合計 4,179 36,568 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △155,516 △366,556 

少数株主利益 89,807 25,747 

四半期純損失（△） △245,323 △392,304 
        
 

 



                                          

□添付資料８ページ 

（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：千円） 

    
前第３四半期連結累計期間 

(自 平成22年５月21日 

 至 平成23年２月20日) 

当第３四半期連結累計期間 

(自 平成23年５月21日 

 至 平成24年２月20日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △129,713 △340,587 

その他の包括利益     

  その他有価証券評価差額金 801 68 
  その他の包括利益合計 801 68 

四半期包括利益 △128,911 △340,518 

（内訳）     

  親会社株主に係る四半期包括利益 △218,718 △366,266 
  少数株主に係る四半期包括利益 89,807 25,747 
        
  

 

 

（訂正後） 

（単位：千円） 

    
前第３四半期連結累計期間 

(自 平成22年５月21日 

 至 平成23年２月20日) 

当第３四半期連結累計期間 

(自 平成23年５月21日 

 至 平成24年２月20日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △155,516 △366,556 

その他の包括利益     

  その他有価証券評価差額金 801 68 
  その他の包括利益合計 801 68 

四半期包括利益 △154,714 △366,488 

（内訳）     

  親会社株主に係る四半期包括利益 △244,521 △392,235 
  少数株主に係る四半期包括利益 89,807 25,747 
        
  

 

 

 



                                          

□添付資料９ページ 

（３）継続企業の前提に関する注記 

（訂正前） 

当社グループは、引続き厳しい経営環境のなか、財務体質改善に向けて、収益性の向上とキャッシュ・フ

ローの改善にグループの総力をあげて取組んでおりますが、当第３四半期連結累計期間において75,838千円

の営業損失、366,334千円の四半期純損失を計上しております。また、多額の未払債務や未払税金等があるた

め、当社の保有する不動産に対する強制競売の申し立てや国税局等による差押等を受けております。 

当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 

これらの状況の解消に向け、当社グループは、平成23年11月24日付にて146,708千円の第三者割当増資と総

額389,647千円の新株予約権を発行し、その全ての新株予約権が権利行使されましたが、当該資金調達だけで

は当社の財務状況を大きく改善するには至らないことから、引き続き新たなファイナンス等による資金調達

をもって、財務体質の健全化を図ってまいる方針です。 

本業の面においては、経営コンサルティング事業への原点回帰及び徹底したコストダウンにより収益力を

回復することに加え、新たな事業をグループ内に取り込むこと（平成23年12月12日付けで株式会社メディマ

ックスの全株式を取得）等により、収益性向上、企業価値を増大させ、営業キャッシュ・フローの黒字化を

目指してまいります。 

しかしながら、新たなファイナンス等は、その内容や実現の時期等によっては資金計画の実現可能性に重

要な不確実性があります。また、新たな事業をグループ内に取り込むためには、そのための資金調達が実現

できることを前提としております。当該状況のため、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められま

す。 

なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響を

四半期連結財務諸表には反映しておりません。     

 

 

（訂正後） 

当社グループは、引続き厳しい経営環境のなか、財務体質改善に向けて、収益性の向上とキャッシュ・フ

ローの改善にグループの総力をあげて取組んでおりますが、当第３四半期連結累計期間において75,838千円

の営業損失、392,304千円の四半期純損失を計上しております。また、多額の未払債務や未払税金等があるた

め、当社の保有する不動産に対する強制競売の申し立てや国税局等による差押等を受けております。 

当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 

これらの状況の解消に向け、当社グループは、平成23年11月24日付にて146,708千円の第三者割当増資と総

額389,647千円の新株予約権を発行し、その全ての新株予約権が権利行使されましたが、当該資金調達だけで

は当社の財務状況を大きく改善するには至らないことから、引き続き新たなファイナンス等による資金調達

をもって、財務体質の健全化を図ってまいる方針です。 

本業の面においては、経営コンサルティング事業への原点回帰及び徹底したコストダウンにより収益力を

回復することに加え、新たな事業をグループ内に取り込むこと（平成23年12月12日付けで株式会社メディマ

ックスの全株式を取得）等により、収益性向上、企業価値を増大させ、営業キャッシュ・フローの黒字化を

目指してまいります。 

しかしながら、新たなファイナンス等は、その内容や実現の時期等によっては資金計画の実現可能性に重

要な不確実性があります。また、新たな事業をグループ内に取り込むためには、そのための資金調達が実現

できることを前提としております。当該状況のため、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められま

す。 

なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響を

四半期連結財務諸表には反映しておりません。 

 

 

以上 


