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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104期

第３四半期
連結累計期間

第105期
第３四半期
連結累計期間

第104期

会計期間
自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日

自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日

自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日

営業収益 (百万円) 30,498 30,024 41,616

経常利益 (百万円) 1,300 998 1,112

四半期(当期)純利益 (百万円) 893 1,068 1,387

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 989 1,242 1,900

純資産額 (百万円) 33,288 35,214 34,199

総資産額 (百万円) 90,565 90,680 92,048

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 14.73 17.61 22.87

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 (％) 36.0 38.0 36.4
 

　

回次
第104期

第３四半期
連結会計期間

第105期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成24年10月１日
至 平成24年12月31日

自 平成25年10月１日
至 平成25年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 5.33 5.37
 

(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．営業収益には消費税等は含まれておりません。

３．当社及び連結子会社は、潜在株式が存在しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益は記

載しておりません。

　

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）において営まれている

事業の内容に重要な変更はありません。

また、主要な関係会社の異動は次のとおりであります。

　（不動産事業）

　当社は、当社の100％子会社である広電不動産株式会社を平成25年４月１日付で吸収合併いたしまし

た。
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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行われておりません。

　

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におけるわが国経済は、政府の各種経済対策と日銀の金融緩和による円

安・株高の定着を背景に、輸出や個人消費の持ち直しなどにより企業の業績回復が進み、幅広い業種で

景況感が上向きました。一方で平成26年４月の消費税引き上げ決定により、増税前の駆け込み需要は期

待されるものの、増税後の反動による景気の腰折れが懸念されております。

　このような状況のもと、当社グループにおきましては、広島市が事業主体である電車の広島駅前通り

線の整備や、広島県と廿日市市が事業主体である宮島口整備事業といった事業を関係機関と協力しなが

ら推進してまいります。また、平成24年７月に着工し、現在まで順調に工事が進捗している大規模不動

産開発プロジェクト「石内東地区開発事業」につきましても、引き続き造成工事を安全かつ堅実に施工

するよう、工程管理を行ってまいります。

　これらの将来計画を念頭に置きつつ、旅客輸送における一層の安全確保や、顧客へのサービス向上を

図り、各事業とも積極的な営業活動を展開することで収益の確保に努めました。

　当第３四半期連結累計期間の営業収益は、運輸業、不動産業および建設業が増収となったものの、流

通業およびレジャー・サービス業が減収となり、前第３四半期連結累計期間と比較して1.6％、474百万

円減少し、30,024百万円となりました。利益につきましては、主に運輸業において、人件費や燃料費の

増加に加え、輸送の安全確保のための設備投資や修繕費が増加したことにより、営業利益は、前第３四

半期連結累計期間と比較して25.8％、400百万円減少し、1,150百万円となり、経常利益は、前第３四半

期連結累計期間と比較して23.2％、301百万円減少し、998百万円となりました。四半期純利益は、見積

実効税率の下落に伴い法人税等が減少したため、前第３四半期連結累計期間と比較して、19.6％、174

百万円増加し、1,068百万円となりました。

 

　各セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

 

① (運輸業)

　運輸業におきましては、鉄軌道事業では、平成25年４月から５月にかけて開催された「ひろしま菓子

博2013」が寄与し、増収となりました。自動車事業では、平成25年４月１日から中国横断自動車道・尾

道松江線へ運行ルートを変更した高速バス広島松江線が順調に推移したものの、そごう呉店閉店による

呉市内中心部の利用減などにより、減収となりました。海上運送業では、大河ドラマ「平清盛」の放映

終了による団体ツアー客の減少により、減収となりました。索道業では、「平清盛」放映終了による減

収が懸念されましたが、「広島県デスティネーションキャンペーン」の寄与や工事中であった弥山展望

休憩所の部分供用開始にあわせた旅客誘致の取り組みなどにより、増収となりました。

　この結果、当第３四半期連結累計期間における営業収益は、前第３四半期連結累計期間と比較して

0.2％、28百万円増加し、16,555百万円となりましたが、人件費や燃料費、修繕費の増加により営業利

益は、前第３四半期連結累計期間654百万円に対し、71.2％、466百万円減少し、188百万円となりまし

た。

 

② (流通業)

　流通業におきましては、平成25年７月にマダムジョイ牛田店を開店、平成25年８月に路線バスを改造

した移動販売を開始し増収を図りましたが、平成25年２月末のマダムジョイアルパーク店閉店による売

上の減少のほか、競合他店との競争激化による影響もあり、大幅な減収となりました。

　また、宮島口もみじ本陣では、大河ドラマ「平清盛」の放映終了による団体ツアー客の減少により減

収となりましたが、宮島・下松のサービスエリアにおいては、商品等の充実を図るなどしたほか、近接
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のサービスエリア・パーキングエリアの改修工事の影響による利用者の流入もあり、増収となりまし

た。

　この結果、当第３四半期連結累計期間における営業収益は、前第３四半期連結累計期間と比較して

7.7％、736百万円減少し、8,871百万円となり、営業利益は、前第３四半期連結累計期間198百万円に対

し、37.2％、74百万円減少し、124百万円となりました。

 

③ (不動産業)

　不動産業におきましては、不動産賃貸業では、平成24年２月に竣工した「広島トランヴェールビル

ディング」が平成24年11月に全テナントの入居が完了したことや、平成24年11月に国泰寺賃貸ビルを購

入したことなどにより、増収となりました。また、不動産販売業でも、既存団地の販売促進により、増

収となりました。

　この結果、当第３四半期連結累計期間における営業収益は、前第３四半期連結累計期間と比較して

10.6％、233百万円増加し、2,427百万円となり、営業利益は、前第３四半期連結累計期間474百万円に

対し、42.2％、199百万円増加し、674百万円となりました。

 

④ (建設業)

　建設業におきましては、耐震工事等の公共工事の受注増により、大幅な増収となりました。

　この結果、当第３四半期連結累計期間における営業収益は、前第３四半期連結累計期間と比較して

16.8％、384百万円増加し、2,670百万円となりましたが、営業利益は、前第３四半期連結累計期間59百

万円に対し、18.5％、11百万円減少し、48百万円となりました。

 

⑤ (レジャー・サービス業)

　レジャー・サービス業におきましては、ホテル業では、平成25年４月から５月にかけて開催された

「ひろしま菓子博2013」、７月から９月の「広島県デスティネーションキャンペーン」が寄与し、宿泊

部門は増収となりましたが、平成25年３月末にグリーンバーズゴルフ倶楽部内レストランを撤退した影

響により、減収となりました。

　ゴルフ業では、来場者の減少と価格競争の激化により、減収となりました。

　ボウリング業では、「健康ボウリング教室」の精力的な開催により固定客が増加し、増収となりまし

た。ゴルフ練習場においては、シニア層の来客の減少により、減収となりました。

　この結果、当第３四半期連結累計期間における営業収益は、前第３四半期連結累計期間と比較して

3.5％、52百万円減少し、1,438百万円となり、営業利益は、前第３四半期連結累計期間146百万円に対

し、32.8％、48百万円減少し、98百万円となりました。

　

(2) 財政状態の分析

 当第３四半期連結会計期間末の財政状態は、総資産は、「現金及び預金」の減少828百万円、主とし

て減価償却による有形・無形固定資産の減少1,092百万円などにより、前連結会計年度末と比較して

1,368百万円の減少となりました。負債は、前連結会計年度に行った設備投資に係る支払いや、販売用

マンションの建築代金の支払いによる「未払金」の減少2,100百万円などにより、前連結会計年度末と

比較して2,383百万円の減少となりました。純資産は、四半期純利益の計上により、前連結会計年度末

と比較して1,014百万円の増加となり、自己資本比率は1.6ポイント上昇の38.0%となりました。

 
(3) 設備の新設、除却

　前連結会計年度末において計画中であった重要な設備の新設、除却のうち、当社の自動車事業車両購

入を59両、1,062百万円から42両、929百万円に変更しております。
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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 240,000,000

計 240,000,000
 

　

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25年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成26年２月13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 60,891,000 60,891,000
東京証券取引所
（市場第二部）

単元株式数は1,000株であり
ます。

計 60,891,000 60,891,000 ― ―
 

　

(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25年12月31日 ─ 60,891,000 ─ 2,335 ─ 1,971
 

　

(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】

① 【発行済株式】

平成25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 130,000

 

(相互保有株式)
普通株式 168,000

 

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 60,501,000
 

60,501 ―

単元未満株式 普通株式 92,000
 

― ―

発行済株式総数 60,891,000
 

― ―

総株主の議決権 ― 60,501 ―
 

(注) １　「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 8,000株（議決権8個）

含まれております。

２　「単元未満株式」欄の普通株式には、広島観光開発株式会社所有の相互保有株式942株及び当社所有の自己

株式200株が含まれております。

３　当第３四半期会計期間末日現在の「発行済株式」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25年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。

　

② 【自己株式等】

平成25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)
広島電鉄株式会社

広島市中区東千田町二丁目
９番29号

130,000 ― 130,000 0.21

(相互保有株式)
広島観光開発株式会社

広島市中区東千田町二丁目
９番29号

168,000 ― 168,000 0.28

計 ― 298,000 ― 298,000 0.49
 

　

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25年10月１

日から平成25年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成25年４月１日から平成25年12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：百万円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,229 5,401

受取手形及び売掛金 1,621 1,698

販売土地及び建物 8,631 8,535

未成工事支出金 213 801

商品及び製品 144 199

原材料及び貯蔵品 391 450

その他 1,934 2,111

貸倒引当金 △7 △9

流動資産合計 19,159 19,188

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 17,914 17,261

機械装置及び運搬具（純額） 4,540 4,127

土地 42,971 42,950

建設仮勘定 3 24

その他（純額） 976 991

有形固定資産合計 66,406 65,355

無形固定資産

借地権 45 45

その他 198 157

無形固定資産合計 244 202

投資その他の資産

投資有価証券 3,935 3,988

長期貸付金 14 15

その他 2,397 2,036

貸倒引当金 △108 △107

投資その他の資産合計 6,238 5,932

固定資産合計 72,889 71,491

資産合計 92,048 90,680
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,382 1,492

短期借入金 12,840 14,230

1年内償還予定の社債 479 514

未払金 3,177 1,077

未払法人税等 885 249

未払消費税等 371 277

未払費用 816 925

預り金 1,244 1,190

賞与引当金 1,050 372

役員賞与引当金 19 －

その他 3,219 3,210

流動負債合計 25,487 23,540

固定負債

社債 934 899

長期借入金 12,085 12,106

再評価に係る繰延税金負債 11,684 11,677

退職給付引当金 1,632 1,488

役員退職慰労引当金 59 －

その他 5,964 5,753

固定負債合計 32,360 31,925

負債合計 57,848 55,465

純資産の部

株主資本

資本金 2,335 2,335

資本剰余金 1,972 1,972

利益剰余金 7,150 8,019

自己株式 △90 △91

株主資本合計 11,368 12,236

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,079 1,186

土地再評価差額金 21,031 21,018

その他の包括利益累計額合計 22,111 22,205

少数株主持分 720 772

純資産合計 34,199 35,214

負債純資産合計 92,048 90,680
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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：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

営業収益 30,498 30,024

営業費

運輸業等営業費及び売上原価 23,219 22,887

販売費及び一般管理費 5,728 5,986

営業費合計 28,947 28,873

営業利益 1,550 1,150

営業外収益

受取利息 1 1

受取配当金 74 82

持分法による投資利益 18 14

受託工事収入 0 185

その他 89 54

営業外収益合計 184 338

営業外費用

支払利息 308 268

受託工事費用 0 185

その他 124 36

営業外費用合計 434 490

経常利益 1,300 998

特別利益

固定資産売却益 42 0

工事負担金等受入額 466 619

その他 14 61

特別利益合計 523 681

特別損失

固定資産売却損 0 0

固定資産除却損 4 4

固定資産圧縮損 175 210

減損損失 15 21

特別損失合計 195 237

税金等調整前四半期純利益 1,628 1,443

法人税等 660 308

少数株主損益調整前四半期純利益 968 1,135

少数株主利益 74 67

四半期純利益 893 1,068
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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：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 968 1,135

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 20 106

持分法適用会社に対する持分相当額 0 0

その他の包括利益合計 21 106

四半期包括利益 989 1,242

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 915 1,175

少数株主に係る四半期包括利益 74 67
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【注記事項】

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

 
当第３四半期連結累計期間

(自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日)

(連結の範囲の重要な変更)

当社は、第１四半期連結会計期間より、前連結会計年度まで連結子会社でありました広電不動産株式会社を吸

収合併したため、同社を連結の範囲から除外しております。
 

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

　
当第３四半期連結累計期間

(自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日)

(税金費用の計算)

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純

利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。　
 

　

(四半期連結貸借対照表関係)

　　　偶発債務

持分法適用関連会社の代理店契約にもとづく債務保証を行っております。

 
前連結会計年度

(平成25年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成25年12月31日)

ひろでん中国新聞旅行㈱ 30百万円 31百万円
 

　

　

(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（のれんを除く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24年４月１日
至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

減価償却費 2,056百万円 2,122百万円
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(株主資本等関係)

前第３四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日)

１．配当金支払額
　

決議 株式の種類
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 配当の原資

平成24年６月28日
定時株主総会

普通株式 212 3.50 平成24年３月31日 平成24年６月29日 利益剰余金
 

(注) １株当たり配当額3.50円には、電車開業100周年に伴う記念配当1.00円が含まれております。

　

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。

　

３．株主資本の著しい変動

該当事項はありません。

　

当第３四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日)

１．配当金支払額
　

決議 株式の種類
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 配当の原資

平成25年６月27日
定時株主総会

普通株式 212 3.50 平成25年３月31日 平成25年６月28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。

　

３．株主資本の著しい変動

該当事項はありません。
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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24年４月１日 至 平成24年12月31日)

１．報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

       (単位：百万円)

区分 運輸業 流通業 不動産業 建設業
レジャー・
サービス業

合計
調整額
（注）１

四半期連結損
益計算書計上
額（注）２

営業収益         

  外部顧客への営業収益 16,520 8,691 1,815 1,987 1,483 30,498 ― 30,498

  セグメント間の内部営業

　収益又は振替高
6 916 378 298 7 1,607 △1,607 ―

計 16,527 9,608 2,193 2,286 1,490 32,106 △1,607 30,498

セグメント利益 654 198 474 59 146 1,534 15 1,550
 

(注) １　セグメント利益の調整額15百万円は、セグメント間取引消去であります。

２　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

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

重要なものがないため記載しておりません。

　

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日)

１．報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

       (単位：百万円)

区分 運輸業 流通業 不動産業 建設業
レジャー・
サービス業

合計
調整額
（注）１

四半期連結損
益計算書計上
額（注）２

営業収益         

  外部顧客への営業収益 16,548 7,874 2,047 2,123 1,429 30,024 ― 30,024

  セグメント間の内部営業

　収益又は振替高
7 997 379 546 8 1,939 △1,939 ―

計 16,555 8,871 2,427 2,670 1,438 31,963 △1,939 30,024

セグメント利益 188 124 674 48 98 1,135 15 1,150
 

(注) １　セグメント利益の調整額15百万円は、セグメント間取引消去であります。

２　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

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

重要なものがないため記載しておりません。
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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３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

   １株当たり四半期純利益金額 14円73銭 17円61銭

    (算定上の基礎)   

   四半期純利益金額(百万円) 893 1,068

    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) 893 1,068

    普通株式の期中平均株式数(株) 60,663,130 60,662,113
 

(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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

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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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　　濱田　芳弘　　印

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士　　河合　聡一郎　印

独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成26年２月12日

広島電鉄株式会社

取締役会  御中

　

 

　

 

　
 

　
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」に掲げられている広

島電鉄株式会社の平成25年４月１日から平成26年３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25年10月１日から平成25年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成25年４月１日から平成25
年12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、広島電鉄株式会社及び連結子会社の平成25
年12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。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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