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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58期

第２四半期連結
累計期間

第59期
第２四半期連結
累計期間

第58期

会計期間

自平成23年
４月１日
至平成23年
９月30日

自平成24年
４月１日
至平成24年
９月30日

自平成23年
４月１日
至平成24年
３月31日

売上高（千円） 14,797,50010,955,94730,264,780

経常利益又は経常損失（△）（千円） 237,539△180,932 570,794

四半期（当期）純利益

又は四半期純損失（△）（千円）
43,857△146,788 161,530

四半期包括利益又は包括利益（千円） 39,576△170,274 168,839

純資産額（千円） 6,367,2776,271,4976,496,541

総資産額（千円） 19,396,36717,021,06619,434,594

１株当たり四半期（当期）純利益金額

又は１株当たり四半期純損失金額（△）（円）
4.00 △13.40 14.75

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（％） 32.8 36.8 33.4

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△1,237,541672,183△336,140

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△199,789△232,847△69,358

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△136,299△56,469△138,952

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高

（千円）
2,115,7543,527,7993,144,933

　

回次
第58期

第２四半期連結
会計期間

第59期
第２四半期連結
会計期間

会計期間

自平成23年
７月１日
至平成23年
９月30日

自平成24年
７月１日
至平成24年
９月30日

１株当たり四半期純利益金額

（円）
20.58 2.34

　（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（消費税及び地方消費税をいう。以下同じ。）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、第59期第２四半期連結累計期間において
１株当たり四半期純損失が計上されており、また、上表の各第２四半期連結累計期間及び連結会計年度にお
いて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２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。 

　また、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】

　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（当社及び当社の関係会社）

が判断したものであります。

(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経済は、東日本大震災の復興需要やエコカー補助金制度等の施策に

より緩やかな回復傾向にありましたが、欧州の債務問題の再燃、中国を中心とした新興国経済の成長鈍化、長期化

する円高や株価の低迷などに国内政局の混迷も加わり、本格回復への足掛かりを掴めないまま推移いたしまし

た。

　建設業界におきましては、公共事業投資の縮減傾向が継続するなか、震災復興需要に因る労務費等の上昇傾向が

顕在化したうえ、予算関連法案の成立遅延に伴う予算執行の抑制などの影響も重なり、引続き厳しい状況で推移

しております。

　このような環境下にあって、当社グループの連結業績は、売上高につきましては10,955百万円（前年同四半期比

26.0％減）となりました。損益面では、営業損失223百万円（前年同四半期は178百万円の営業利益）、経常損失180

百万円（前年同四半期は237百万円の経常利益）、四半期純損失146百万円（前年同四半期は43百万円の四半期純利

益）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。

　（建築事業）

　完成工事高は8,148百万円（前年同四半期比29.3％減）、営業利益は309百万円（前年同四半期比38.2％減）

となりました。

　（土木事業）　

　完成工事高は2,673百万円（前年同四半期比8.1％減）、営業利益は42百万円（前年同四半期比73.5％減）と

なりました。

　（不動産事業）

　不動産事業の売上高は5百万円（前年同四半期比97.5％減）、営業損失は3百万円（前年同四半期は25百万円

の営業利益）となりました。

　（その他事業）

　その他の事業の売上高は127百万円（前年同四半期比8.3％減）、営業利益は7百万円（前年同四半期比54.7％

減）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の現金及び現金同等物の四半期末残高は3,527百万円となりました。

　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果獲得した資金は672百万円（前年同四半期は1,237百万円の使用）となりました。これは売上

債権と仕入債務は減少しましたが概ね相殺され、主に未成工事受入金が増加したこと等によるものです。

　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は232百万円（前年同四半期は199百万円の使用）となりました。これは主に定

期預金の増加及び投資有価証券の取得による支出によるものです。

　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は56百万円（前年同四半期は136百万円の使用）となりました。これは主に配当

金の支払い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２四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。
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(4）研究開発活動

　当第２四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は14百万円であります。

　なお、当第２四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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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 39,000,000

計 39,000,000

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24年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成24年11月９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 11,300,000 同左

大阪証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数

1,000株

計 11,300,000 同左 － －

　　

（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24年７月１日　

～　

平成24年９月30日　

－ 11,300,000 － 1,712,500 － 1,341,130
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（６）【大株主の状況】

 平成24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（％）

守谷商会従業員持株会 長野市南千歳町878番地 1,234 10.92

財団法人守谷奨学財団 長野市南千歳一丁目３番12号 961 8.50

守谷商会取引先持株会 長野市南千歳町878番地 695 6.15

株式会社八十二銀行

（常任代理人　日本マスタートラ

スト信託銀行株式会社）

長野市中御所岡田178番地８号

（東京都港区浜松町２丁目11番３号）
546 4.83

山根　敏郎 長野市 396 3.50

守谷　晶子 長野市 384 3.40

守谷　堯夫 長野市 310 2.74

守谷　ソノ 長野市 252 2.23

八十二キャピタル株式会社 長野市南長野南石堂町1282番地11号 235 2.08

齋藤　嘉徳 上田市 208 1.84

計 － 5,223 46.22

　（注）上記のほか、当社所有の自己株式が346千株あります。

　

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成24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） 普通株式    346,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 10,930,000 10,930 －

単元未満株式 普通株式     24,000 － －

発行済株式総数 11,300,000 － －

総株主の議決権 － 10,930 －

（注）「完全議決権株式（その他）」の「株式数」及び「議決権の数」には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ

6,000株及び6個含まれております。
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　②【自己株式等】

　

 平成24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
（％）

株式会社守谷商会
長野市南千歳町878番

地
346,000 － 346,000 3.06

計 － 346,000 － 346,000 3.06

　

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）に準拠して作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）に準じ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24年７月１日から平成

24年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24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24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

資産の部

流動資産

現金預金 4,671,890 5,176,441

受取手形・完成工事未収入金等 6,628,582 4,082,998

販売用不動産 220,250 200,798

未成工事支出金 684,505 595,522

その他 652,597 417,678

貸倒引当金 △3,580 △3,158

流動資産合計 12,854,246 10,470,280

固定資産

有形固定資産

土地 2,637,581 2,637,581

その他 1,616,204 1,579,246

有形固定資産合計 4,253,785 4,216,828

無形固定資産 35,168 35,258

投資その他の資産

その他 2,812,252 2,819,149

貸倒引当金 △520,859 △520,450

投資その他の資産合計 2,291,393 2,298,698

固定資産合計 6,580,347 6,550,785

資産合計 19,434,594 17,021,066

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金 8,125,730 5,596,183

短期借入金 904,320 904,320

未払法人税等 24,842 19,170

未成工事受入金 1,297,618 1,776,011

賞与引当金 68,361 70,770

完成工事補償引当金 36,747 38,066

その他 379,139 352,577

流動負債合計 10,836,760 8,757,098

固定負債

長期借入金 12,360 10,200

退職給付引当金 706,316 722,664

入会保証預り金 964,186 917,850

その他 418,430 341,755

固定負債合計 2,101,292 1,992,470

負債合計 12,938,052 10,749,568
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,712,500 1,712,500

資本剰余金 1,341,130 1,341,130

利益剰余金 3,520,788 3,319,229

自己株式 △43,855 △43,855

株主資本合計 6,530,563 6,329,004

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △34,022 △57,507

その他の包括利益累計額合計 △34,022 △57,507

純資産合計 6,496,541 6,271,497

負債純資産合計 19,434,594 17,021,066
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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：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年９月30日)

売上高 14,797,500 10,955,947

売上原価 13,784,219 10,285,165

売上総利益 1,013,280 670,782

販売費及び一般管理費 ※
 834,348

※
 894,535

営業利益又は営業損失（△） 178,931 △223,753

営業外収益

受取利息 14,876 614

受取配当金 6,301 6,593

受取賃貸料 12,259 12,672

入会保証預り金償還益 21,850 25,036

その他 16,896 10,756

営業外収益合計 72,183 55,673

営業外費用

支払利息 13,505 12,591

その他 71 261

営業外費用合計 13,576 12,852

経常利益又は経常損失（△） 237,539 △180,932

特別利益

固定資産売却益 131 －

特別利益合計 131 －

特別損失

減損損失 7,966 －

投資有価証券評価損 1,213 －

退職給付制度改定損 210,677 －

特別損失合計 219,857 －

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

17,813 △180,932

法人税、住民税及び事業税 10,097 15,697

法人税等調整額 △36,140 △49,841

法人税等合計 △26,043 △34,143

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

43,857 △146,788

四半期純利益又は四半期純損失（△） 43,857 △146,788
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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：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

43,857 △146,788

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △4,280 △23,485

その他の包括利益合計 △4,280 △23,485

四半期包括利益 39,576 △170,274

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 39,576 △170,274

少数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：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

17,813 △180,932

減価償却費 63,588 55,940

退職給付引当金の増減額（△は減少） △348,155 16,348

減損損失 7,966 －

退職給付制度改定損 210,677 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △37,918 △830

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,014 2,409

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △525 1,318

固定資産売却損益（△は益） △131 －

投資有価証券評価損益（△は益） 1,213 －

受取利息及び受取配当金 △21,177 △7,208

支払利息 13,505 12,591

売上債権の増減額（△は増加） △1,144,187 2,546,553

販売用不動産の増減額（△は増加） 121,790 19,452

未成工事支出金の増減額（△は増加） △383,782 88,983

仕入債務の増減額（△は減少） 294,067 △2,529,547

未成工事受入金の増減額（△は減少） △422,987 478,392

その他 413,583 190,753

小計 △1,213,645 694,224

利息及び配当金の受取額 14,258 7,158

利息の支払額 △13,497 △11,899

法人税等の支払額 △24,656 △17,300

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,237,541 672,183

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加） △148,831 △121,683

有形固定資産の取得による支出 △15,893 △7,743

有形固定資産の売却による収入 769 500

投資有価証券の取得による支出 △657 △100,505

貸付けによる支出 － △1,000

貸付金の回収による収入 1,684 28

その他 △36,860 △2,444

投資活動によるキャッシュ・フロー △199,789 △232,847

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △80,000 －

長期借入金の返済による支出 △2,160 △2,160

配当金の支払額 △54,139 △54,309

財務活動によるキャッシュ・フロー △136,299 △56,469

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,573,630 382,866

現金及び現金同等物の期首残高 3,689,385 3,144,933

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 2,115,754

※
 3,527,799
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【注記事項】

（四半期連結損益計算書関係）

※　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23年４月１日
至  平成23年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自  平成24年４月１日
至  平成24年９月30日）

役員報酬 76,602千円 85,392千円

従業員給料手当 328,642 336,703

賞与引当金繰入額 26,841 27,106

退職給付費用 23,570 26,037

貸倒引当金繰入額 △37,688 △263

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　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23年４月１日
至  平成23年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自  平成24年４月１日
至  平成24年９月30日）

現金預金勘定 3,751,403千円 5,176,441千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金・定期積金 △1,635,649 △1,648,641

現金及び現金同等物 2,115,754 3,527,799

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年９月30日）

配当に関する事項

　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23年６月24日

定時株主総会
普通株式 54,769 5.00平成23年３月31日平成23年６月27日利益剰余金

　

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年９月30日）

配当に関する事項

　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24年６月22日

定時株主総会
普通株式 54,769 5.00平成24年３月31日平成24年６月25日利益剰余金

　

EDINET提出書類

株式会社　守谷商会(E00251)

四半期報告書

15/19



（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年９月30日）

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：千円）　

 
報告セグメント

その他
（注）１

調整額
（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額（注）

３
建築事業 土木事業 不動産事業 計

売上高        

外部顧客への売

上高
11,529,0432,909,434219,58714,658,064139,436 － 14,797,500

セグメント間の
内部売上高又は
振替高

3,003104,913 － 107,917 － △107,917 －

計 11,532,0463,014,347219,58714,765,981139,436△107,91714,797,500

セグメント利益 501,092161,43725,538688,06716,193△525,329178,931

（注）１．「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、ゴルフ事業であります。

２．セグメント利益の調整額△525,329千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、全社費用

は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

３．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。

　

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年９月30日）

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：千円）　

 
報告セグメント

その他
（注）１

調整額
（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額（注）

３
建築事業 土木事業 不動産事業 計

売上高        

外部顧客への売

上高
8,148,7362,673,9405,43010,828,106127,840 － 10,955,947

セグメント間の
内部売上高又は
振替高

1,012 64,624 － 65,636 － △65,636 －

計 8,149,7492,738,5645,43010,893,743127,840△65,63610,955,947

セグメント利益又

はセグメント損失

（△）

309,71642,845△3,661348,9017,330△579,984△223,753

（注）１．「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、ゴルフ事業であります。

２．セグメント利益又はセグメント損失（△）の調整額△579,984千円は、各報告セグメントに配分していない

全社費用であり、全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

３．セグメント利益又はセグメント損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第２四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期

純損失金額（△）
4円00銭 △13円40銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額又は四半期純損失金額（△）

（千円）
43,857 △146,788

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額又は四半期純

損失金額（△）（千円）
43,857 △146,788

普通株式の期中平均株式数（株） 10,953,984 10,953,984

（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、前第２四半期連結累計期間は、潜在株式が存在しないた
め、当第２四半期連結累計期間は、１株当たり四半期純損失金額であり、また、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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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成24年11月８日

株式会社守谷商会

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 杉　田　昌　則　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 小　松　　　聡　　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守谷商

会の平成24年４月１日から平成25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24年７月１日から平

成24年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24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、株式会社守谷商会及び連結子会社の平成24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。

２．四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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