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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12期

第２四半期
連結累計期間

第13期
第２四半期
連結累計期間

第12期

会計期間
自平成24年４月１日
至平成24年９月30日

自平成25年４月１日
至平成25年９月30日

自平成24年４月１日
至平成25年３月31日

売上高（千円） 2,743,539 2,435,640 5,571,846

経常利益（千円） 106,121 50,708 327,160

四半期（当期）純利益

又は四半期純損失（△）（千円）
43,958 △3,999 149,275

四半期包括利益又は包括利益（千円） 52,222 5,938 161,456

純資産額（千円） 4,634,912 4,684,874 4,718,062

総資産額（千円） 5,444,939 5,329,548 5,580,821

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）
16.85 △1.53 57.23

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（％） 85.1 87.9 84.5

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
355,038 21,746 470,801

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△72,559 1,696 △235,034

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△39,180 △39,374 △65,569

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高

（千円）
3,945,470 3,870,349 3,879,621

回次
第12期

第２四半期
連結会計期間

第13期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自平成24年７月１日
至平成24年９月30日

自平成25年７月１日
至平成25年９月30日

１株当たり四半期純利益金額（円） 19.36 12.09

（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．第12期及び第12期第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後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。第13期第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株

当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失であり、また潜在株式が存在しないため記載

しておりません。

４．当社は、平成25年10月１日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を実施しており、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は、当該株式分割が前連結会計年度の期首に行わ

れたと仮定して算定しております。

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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新政権による経済政策や金融政策を背景に、円安や株高が進

行し、景気は緩やかな回復基調となりました。一方、来年４月からの消費税率引き上げへの不安感や新興国経済の

減速懸念などの景気下振れリスクにより、先行きが不透明な状況が続いております。

当社グループの主要顧客である製造業においては、輸出産業を中心に企業収益が改善に向かうなど明るい兆しが

見えつつありますが、長引く不況の影響から引き続き予算縮小や内製化を行う傾向が見受けられました。また、製

造業では収益力とコスト競争力の観点から、海外生産拠点での国際分業を進めるとともに、経営資源を効率的に配

分していくために事業の選択と集中がより図られていくものと考えられます。

こうした中、当社グループにおきましては、顧客のニーズに対応し、既存取引の維持・拡大に努めることで、業

績拡大に注力するとともに、新規分野・新規顧客の開拓に努めてまいりました。

　検証対象製品を分野別に見てみますと、ＩＴＳ（高度道路交通システム）関連につきましては、主力分野である

カーナビゲーション・システムが本格的な回復には至りませんでしたが、それ以外の車載関連において新規案件の

獲得もあり、前第２四半期連結累計期間に比べて売上高が増加しました。また、本年10月にＩＴＳ世界会議が東京

で行われるなど、その多様化・高度化する情報技術に高い関心が注がれていることから、今後も当社グループでは

ビジネスの維持・拡大に向けて引き続き注力してまいります。制御機器や産業機器といったその他の組込製品につ

いては、新規案件の寄与もあり、前第２四半期連結累計期間と比べて売上高が増加した反面、ＡＶ関連機器、モバ

イル通信やエンタープライズ系などの組込み以外のソフトウェア分野においては停滞いたしました。一方、中国で

は景気減速により、検証案件が減少しており、厳しい状況となっております。

当社グループでは、幅広い分野で検証業務を提供するため、検証技術者のコントロールを適宜行い、適材適所に

配置してまいりました。また、全般的なコストの見直しも進めており、販売費及び一般管理費は、前第２四半期連

結累計期間に比べ7.6％減少いたしました。

以上のような結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は2,435,640千円（前年同四半期比11.2％減、307,899千

円減）、営業利益は67,184千円（前年同四半期比36.9％減、39,326千円減）、経常利益は50,708千円（前年同四半

期比52.2％減、55,413千円減）、四半期純損失は3,999千円（前年同四半期は四半期純利益43,958千円）となりま

した。

　

（2）キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて9,271千円減少

し、3,870,349千円となりました。

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、以下のとおりであります。

（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の営業活動によるキャッシュ・フローは、21,746千円の増加となりました。これは主

に法人税等の支払により減少したものの、売上債権の回収により増加したことによるものであります。

（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の投資活動によるキャッシュ・フローは、1,696千円の増加となりました。これは主

に無形固定資産の取得により減少したものの、有価証券の売却や敷金及び保証金の回収により増加したことによる

ものであります。
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（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の財務活動によるキャッシュ・フローは、39,374千円の減少となりました。これは配

当金の支払により減少したこと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重要な変更はありません。

（4）研究開発活動

当第２四半期連結累計期間における研究開発費は、2,338千円であります。

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 64,000

計 64,000

(注)平成25年５月21日の取締役会決議及び平成25年６月21日の株主総会決議により、平成25年10月１日付で株式分割に

伴う定款の変更が行われ、発行可能株式総数は6,336,000株増加し、6,400,000株となっております。

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25年９月30日）

提出日現在発行数
（株）

（平成25年11月８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 26,084 2,608,400
東京証券取引所

（市場第一部）

平成25年10月１日から単元

株制度を採用しており、単

元株式数は100株でありま

す。

計 26,084 2,608,400 － －

（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25年７月１日～

平成25年９月30日
－ 26,084 － 792,102 － 775,852

(注)平成25年５月21日の取締役会決議及び平成25年６月21日の株主総会決議により、平成25年10月１日付で１株を100

株に分割いたしました。これに伴い、発行済株式総数は2,582,316株増加し、2,608,400株となっております。
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（６）【大株主の状況】

 平成25年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総
数に対する所
有株式数の割
合（％）

ＳＣＳＫ株式会社 東京都江東区豊洲3丁目2-20 14,500 55.59

STATE　STREET　BANK　AND　

TRUST

COMPANY　505224　

P．O．BOX　351　BOSTON　MASSACHUSETTS　02101

U．S．A　
2,500 9.58

ベリサーブ従業員持株会 東京都新宿区西新宿6丁目24-1 1,319 5.06

浅井　清孝 東京都稲城市 534 2.05

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1丁目8-11 244 0.94

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2丁目11-3 139 0.53

加藤　一夫 千葉県柏市 130 0.50

野村證券株式会社　 東京都中央区日本橋1丁目9-1　 118 0.45

髙橋　豊 東京都世田谷区 104 0.40

小澤　裕紀 静岡県藤枝市 100 0.38

日本トラスティ・サービス信託銀

行株式会社（信託口６）
東京都中央区晴海1丁目8-11 100 0.38

計 － 19,788 75.86

（注）１．上記日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）の所有株式数のうち信託業務に係る株式数は

195株であります。なお、それらの内訳は、年金信託設定分43株、投資信託設定分152株となっております。

２．上記日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）の所有株式数のうち信託業務に係る株式数は131株

であります。なお、それらの内訳は、年金信託設定分13株、投資信託設定分118株となっております。
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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） － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　　26,084 26,084 －

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 26,084 － －

総株主の議決権 － 26,084 －

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(％)

－ － － － － －

計 － － － － －

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２四半期連結会計期間（平成25年７月１日から平

成25年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25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 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25年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,879,621 3,870,349

受取手形及び売掛金 897,500 725,682

仕掛品 29,029 31,169

前払費用 42,225 72,106

繰延税金資産 108,730 87,100

その他 28,159 17,287

流動資産合計 4,985,266 4,803,695

固定資産

有形固定資産 63,148 57,068

無形固定資産 204,419 197,616

投資その他の資産

投資有価証券 35,000 7,000

関係会社株式 78,032 59,603

繰延税金資産 67,496 64,839

敷金及び保証金 145,753 137,898

その他 1,703 1,826

投資その他の資産合計 327,985 271,167

固定資産合計 595,554 525,852

資産合計 5,580,821 5,329,548

負債の部

流動負債

買掛金 106,503 71,328

未払金 24,114 6,022

未払費用 109,186 101,394

未払法人税等 157,464 37,396

未払消費税等 43,347 26,175

預り金 32,206 17,274

賞与引当金 211,201 186,170

その他 6,565 33,192

流動負債合計 690,588 478,954

固定負債

退職給付引当金 168,970 162,519

役員退職慰労引当金 3,200 3,200

固定負債合計 172,170 165,719

負債合計 862,758 644,673

純資産の部

株主資本

資本金 792,102 792,102

資本剰余金 775,852 775,852

利益剰余金 3,150,712 3,113,004

株主資本合計 4,718,667 4,680,959

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 △605 3,914

その他の包括利益累計額合計 △605 3,914

純資産合計 4,718,062 4,684,874
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負債純資産合計 5,580,821 5,329,548
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（２）【四半期連結損益及び包括利益計算書】
【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24年４月１日
　至　平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年９月30日)

売上高 2,743,539 2,435,640

売上原価 1,952,017 1,735,283

売上総利益 791,522 700,356

販売費及び一般管理費
※ 685,011 ※ 633,171

営業利益 106,510 67,184

営業外収益

受取利息 1,721 1,298

助成金収入 7,211 5,453

その他 521 659

営業外収益合計 9,454 7,411

営業外費用

持分法による投資損失 7,141 23,846

為替差損 2,702 －

その他 － 40

営業外費用合計 9,843 23,887

経常利益 106,121 50,708

特別利益

固定資産売却益 － 2,026

特別利益合計 － 2,026

税金等調整前四半期純利益 106,121 52,735

法人税、住民税及び事業税 96,306 32,446

法人税等調整額 △34,142 24,287

法人税等合計 62,163 56,734

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（△）

43,958 △3,999

少数株主利益 － －

四半期純利益又は四半期純損失（△） 43,958 △3,999

少数株主利益 － －

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（△）

43,958 △3,999

その他の包括利益

為替換算調整勘定 438 4,519

持分変動差額 7,825 5,417

その他の包括利益合計 8,264 9,937

四半期包括利益 52,222 5,938

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 52,222 5,938

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24年４月１日
　至　平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25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 106,121 52,735

減価償却費 36,334 34,981

固定資産売却損益（△は益） － △2,026

引当金の増減額（△は減少） 74,644 △31,984

受取利息 △1,721 △1,298

助成金収入 △7,211 △5,453

持分法による投資損益（△は益） 7,141 23,846

売上債権の増減額（△は増加） 157,468 172,920

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,543 △2,139

仕入債務の増減額（△は減少） △6,772 △35,255

前払費用の増減額（△は増加） △20,718 △29,753

未払費用の増減額（△は減少） 16,220 △8,798

未払消費税等の増減額（△は減少） △4,570 △17,870

その他 19,243 17,013

小計 373,636 166,917

利息及び配当金の受取額 1,728 1,326

助成金の受取額 7,211 5,453

法人税等の支払額 △27,538 △151,950

営業活動によるキャッシュ・フロー 355,038 21,746

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 △3,733 △3,277

有形固定資産の売却による収入 － 3,205

有価証券の売却による収入 － 28,000

無形固定資産の取得による支出 △69,861 △33,501

敷金及び保証金の回収による収入 1,311 8,662

敷金及び保証金の差入による支出 △1,395 △1,386

従業員に対する貸付けによる支出 － △1,100

従業員に対する貸付金の回収による収入 1,119 1,094

投資活動によるキャッシュ・フロー △72,559 1,696

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △39,180 △39,374

財務活動によるキャッシュ・フロー △39,180 △39,374

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,552 6,660

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 240,745 △9,271

現金及び現金同等物の期首残高 3,704,724 3,879,621

現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,945,470 ※ 3,870,349
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【注記事項】

（四半期連結損益及び包括利益計算書関係）

※　販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額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24年４月１日
至 平成24年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日）

従業員給与及び賞与 202,931千円 215,347千円

賞与引当金繰入額 50,066 36,450

退職給付費用 15,104 15,258

（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は下記の

とおりであります。

 
前第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）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日）

現金及び預金勘定 3,945,470千円 3,870,349千円

現金及び現金同等物 3,945,470 3,870,349

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第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．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 39,126 1,500 平成24年３月31日 平成24年６月25日 利益剰余金

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

末後となるもの

（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10月29日

取締役会
普通株式 26,084 1,000 平成24年９月30日 平成24年12月10日 利益剰余金

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年９月30日）

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25年６月21日

定時株主総会
普通株式 39,126 1,500 平成25年３月31日 平成25年６月24日 利益剰余金

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

末後となるもの

（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25年10月29日

取締役会
普通株式 26,084 1,000 平成25年９月30日 平成25年12月９日 利益剰余金

（注）平成25年10月１日を効力発生日とした普通株式１株を100株とする株式分割を行っているため、当該株式分割を

考慮した場合、１株当たり配当額は10円となります。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社グループは、システム検証事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

（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24年４月１日
至　平成24年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25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（△）
16円85銭 △1円53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）
43,958 △3,999

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）
43,958 △3,999

普通株式の期中平均株式数（株） 2,608,400 2,608,400

（注）１．前第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後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。当第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額について

　　　　　は、１株当たり四半期純損失であり、また潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　　　２．当社は、平成25年10月１日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っております。前連結会計年度の

期　 　首に当該株式分割が行われたと仮定して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

額を算出しております。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

平成25年10月29日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

（イ）中間配当による配当金の総額・・・・・・・・・・・26,084千円

（ロ）１株当たりの金額・・・・・・・・・・・・・・・・1,000円

（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日・・・・・・・平成25年12月９日

（注）１.平成25年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。

２.平成25年10月１日を効力発生日とした普通株式１株を100株とする株式分割を行っているため、当該株式

分割を考慮した場合、１株当たり配当額は10円となります。
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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25年11月８日

株式会社ベリサーブ

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 寺田　昭仁　　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 米山　英樹　　　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ベリ

サーブの平成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２四半期連結会計期間（平成25年７月１日から

平成25年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25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、四半期連結損益及び包括利益計算書、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、株式会社ベリサーブ及び連結子会社の平成25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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