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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24期

第２四半期連結
累計期間

第25期
第２四半期連結

累計期間
第24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） 1,347,223 1,186,893 2,638,099

経常利益又は経常損失（△）

（千円）
4,800 △130,563 △52,001

四半期（当期）純損失（△）

（千円）
△47,358 △131,909 △93,148

四半期包括利益又は包括利益

（千円）
△38,412 △129,990 △86,188

純資産額（千円） 1,131,504 953,737 1,083,728

総資産額（千円） 2,816,668 2,691,929 2,816,527

１株当たり四半期（当期）純損失

金額（△）（円）
△3.08 △8.58 △6.06

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（％） 40.2 35.4 38.5

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△38,298 △301,528 64,475

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△23,765 4,895 △90,303

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△19,033 △11,233 △39,409

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
979,868 691,143 997,186

回次
第24期

第２四半期連結
会計期間

第25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又は

１株当たり四半期純損失金額

（△）（円）

△1.39 0.18
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（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んでおりません。

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、１株当たり四半期（当期）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。

４．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行っております。これに伴い、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、１株当たり四半期（当期）純損失金額を算定しておりま

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。
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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、新たな事業等のリスクの発生、または、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当社グループは、今後成長が見込まれる市場を「重点ターゲット」と定

め、事業部間のシナジー効果を最大限に発揮し、顧客基盤の強化・拡大を図りました。

また、強い競争力と高い利益性を実現するため、海外商品の発掘及び自社製品の開発、その販売に注力するな

ど、業績の回復、安定成長への基盤づくりに向けた活動に取り組みました。

当第２四半期連結累計期間における部門別の概要は次のとおりであります。

（テレコム部門）

当部門では、スマートフォンの更なる普及に伴い、高速、大容量化したLTEサービスの開始による大規模ネッ

トワークのモニタリング（可視化）案件は増加傾向にあります。

また、高速モバイル通信サービス事業者（WiMAX）向けユーザ認証基盤構築案件、電力系ブロードバンドサー

ビスプロバイダ向けインターネット接続支援ソフトウェア開発案件の受注活動は、引き続き堅調に推移していま

す。

しかしながら、当部門の売上を牽引していたWi-Fiサービス向けインフラ構築案件がひと段落したことから、

当部門の売上高は減少しました。

その結果、売上高は252百万円（前年同期486百万円、前年同期比48.1％減）となりました。

（グローバルビジネス部門）

当部門では、前年度、欧州債務危機に端を発した景気低迷の影響がひと段落したことから、国内外の金融・証

券市場は、再び活性化する兆しが見られます。

また、昨年秋より営業活動を開始したアジア・パシフィック地域でのテレコム事業は、イベントにて獲得した

リードに対する営業活動は堅調に推移しておりますが、当部門の売上に貢献するまでには至りませんでした。

その結果、売上高は13百万円（前年同期４百万円、前年同期比201.0％増）となりました。

（エンタープライズ部門）

当部門では、多くの企業はIT投資に慎重な姿勢を継続し、市場での価格競争は依然として厳しい状況にあるな

か、当社の主要顧客である大手製造業を中心に、ネットワークインフラ構築、ビデオ会議システムなどの受注活

動は堅調に推移しました。

また、前年度より、特定の企業や団体を標的にしたサイバー攻撃が急増したことから、入口対策のネットワー

ク不正侵入防御セキュリティ商品や、出口対策の標的型攻撃対策クラウドサービスの受注活動は引き続き堅調に

推移しています。

その結果、売上高は382百万円（前年同期317百万円、前年同期比20.8％増）となりました。

（保守サービス部門）

当部門では、急激な円安による保守関連経費の上昇に対し、更なる保守業務の内製化による業務委託費の削減

及び、保守契約更新率の向上に努めましたが、当部門の売上高は前年同期比ほぼ横ばいで推移しました。

その結果、売上高は538百万円（前年同期539百万円、前年同期比0.3％減）となりました。

この結果、当第２四半期連結累計期間における売上高1,186百万円（前年同期1,347百万円、前年同期比11.9％

減）となりました。

損益面では、全社が一丸となり、更なる円安を想定した経費の削減に取り組んでまいりました。

しかしながら、為替の影響のない自社開発製品「momentum」が、リリースの遅れにより売上に貢献できなかっ

たことに加え、度重なる円安の進行により仕入れ価格が上昇したことから、十分な利益確保が困難な状況となり

ました。
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その結果、営業損失119百万円（前年同期は営業利益10百万円）、経常損失130百万円（前年同期は経常利益４

百万円）、四半期純損失は131百万円（前年同期は47百万円の損失）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（以下「資金」という。）は、691百万円となりま

した。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果支出した資金は、301百万円となりました。これは税金等調整前四半期純損失130百万円を計上

し、たな卸資産の増加52百万円、仕入債務の減少67百万円等があったためであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果得られた資金は、４百万円となりました。これは敷金及び保証金の回収による収入２百万円等

があったためであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果支出した資金は、11百万円となりました。これはリース債務の返済による支出14百万円等が

あったためであります。

（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事業上及び財務上の課題について重要な変更

はありません。

（４）研究開発活動

該当事項はありません。
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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 216,960

計 216,960

（注）平成25年５月23日開催の取締役会決議により、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21,479,040株増加し、21,696,000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 156,800 15,680,000

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

（注）

計 156,800 15,680,000 － －

（注）平成25年５月23日開催の取締役会決議に基づき、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

割するとともに、１単元の株式数を100株とする単元株制度を採用しております。これに伴い、発行済株式数は

15,523,200株増加し、15,680,000株となっております。

（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
－ 156,800 － 1,182,604 － －

（注）平成25年５月23日開催の取締役会決議に基づき、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

割いたしました。これに伴い、発行済株式総数は15,523,200株増加し、15,680,000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（％）

津吹　憲男 東京都板橋区 47,424 30.24

阿部　昭彦 神奈川県横浜市神奈川区 15,296 9.76

株式会社ネットマークス 東京都江東区豊洲１丁目１－１ 13,240 8.44

楽天証券株式会社 東京都品川区東品川４丁目12-3 3,677 2.35

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１丁目２－10 2,660 1.70

桜糀　勲 埼玉県北本市 1,712 1.09

テリロジー社員持株会
東京都千代田区九段北１丁目13－５

日本地所第一ビル４Ｆ
1,573 1.00

浅井　克己 茨城県水戸市 1,452 0.93

松井証券株式会社 東京都千代田区麹町１丁目４ 1,346 0.86

宮村　信男 東京都豊島区 1,292 0.82

計 － 89,672 57.19

（注）上記のほか当社所有の自己株式3,000株（1.91％）があります。
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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） 普通株式    3,000 ― ―

完全議決権株式（その他） 普通株式  153,800 153,800 ―

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 156,800 ― ―

総株主の議決権 ― 153,800 ―

②【自己株式等】

 平成25年９月30日現在

所有者の氏名また
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（％）

株式会社テリロジー
東京都千代田区九段

北一丁目13番５号
3,000 ― 3,000 1.91

計 ― 3,000 ― 3,000 1.91

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 1,605,097 1,294,394

受取手形及び売掛金 435,035 446,461

商品 2,685 56,775

仕掛品 4,621 3,511

前渡金 279,449 369,712

その他 23,913 73,466

貸倒引当金 △2,752 △2,977

流動資産合計 2,348,050 2,241,344

固定資産

有形固定資産 115,018 115,165

無形固定資産 108,188 90,494

投資その他の資産 245,270 244,925

固定資産合計 468,477 450,585

資産合計 2,816,527 2,691,929

負債の部

流動負債

買掛金 183,462 115,511

短期借入金 910,200 913,000

未払法人税等 7,395 4,105

賞与引当金 19,813 17,124

前受金 460,496 541,999

その他 89,343 73,200

流動負債合計 1,670,711 1,664,942

固定負債

資産除去債務 10,473 10,473

その他 51,614 62,776

固定負債合計 62,088 73,249

負債合計 1,732,799 1,738,191

純資産の部

株主資本

資本金 1,182,604 1,182,604

資本剰余金 630,370 630,370

利益剰余金 △446,758 △578,668

自己株式 △280,637 △280,637

株主資本合計 1,085,579 953,669

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △3,003 △1,193

為替換算調整勘定 1,152 1,262

その他の包括利益累計額合計 △1,850 68

純資産合計 1,083,728 953,737

負債純資産合計 2,816,527 2,691,929
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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 1,347,223 1,186,893

売上原価 869,220 870,904

売上総利益 478,002 315,988

販売費及び一般管理費
※ 467,105 ※ 435,359

営業利益又は営業損失（△） 10,897 △119,370

営業外収益

受取利息 108 93

受取配当金 1,054 424

為替差益 3,505 －

その他 76 64

営業外収益合計 4,744 581

営業外費用

支払利息 8,390 7,758

為替差損 － 4,016

支払補償費 2,410 －

その他 40 －

営業外費用合計 10,841 11,774

経常利益又は経常損失（△） 4,800 △130,563

特別利益

投資有価証券売却益 5,682 －

特別利益合計 5,682 －

特別損失

投資有価証券評価損 14,115 －

商品廃棄損 41,904 －

特別損失合計 56,019 －

税金等調整前四半期純損失（△） △45,537 △130,563

法人税、住民税及び事業税 1,890 1,403

法人税等調整額 △68 △56

法人税等合計 1,821 1,346

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △47,358 △131,909

四半期純損失（△） △47,358 △131,909
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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)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △47,358 △131,909

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 8,934 1,809

為替換算調整勘定 11 109

その他の包括利益合計 8,946 1,919

四半期包括利益 △38,412 △129,990

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △38,412 △129,990

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損失（△） △45,537 △130,563

減価償却費 39,081 50,070

賞与引当金の増減額（△は減少） △8,987 △2,688

貸倒引当金の増減額（△は減少） 902 224

受取利息及び受取配当金 △1,162 △517

支払利息 8,390 7,758

売上債権の増減額（△は増加） △80,803 △11,426

たな卸資産の増減額（△は増加） 31,556 △52,979

仕入債務の増減額（△は減少） △11,956 △67,950

投資有価証券売却損益（△は益） △5,682 －

投資有価証券評価損益（△は益） 14,115 －

その他 32,885 △82,002

小計 △27,198 △290,075

利息及び配当金の受取額 1,165 510

利息の支払額 △8,485 △8,183

法人税等の支払額 △3,780 △3,780

営業活動によるキャッシュ・フロー △38,298 △301,528

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △258,714 △331,265

定期預金の払戻による収入 268,464 335,924

有形固定資産の取得による支出 △14,557 －

無形固定資産の取得による支出 △28,377 △2,100

投資有価証券の売却による収入 14,452 －

敷金及び保証金の差入による支出 △360 △218

敷金及び保証金の回収による収入 － 2,554

その他 △4,672 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △23,765 4,895

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） △4,500 2,800

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △14,533 △14,033

財務活動によるキャッシュ・フロー △19,033 △11,233

現金及び現金同等物に係る換算差額 △577 1,822

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △81,674 △306,043

現金及び現金同等物の期首残高 1,050,965 997,186

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 10,577 －

現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 979,868 ※ 691,143
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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）

該当事項はありません。

（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）

給与手当 149,540千円 159,671千円

賞与引当金繰入額 13,302 10,711

貸倒引当金繰入額 902 224

（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 1,562,527千円 1,294,394千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △582,659 △603,251

現金及び現金同等物 979,868 691,143

（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）

配当に関する事項

該当事項はありません。

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）

配当に関する事項

該当事項はありません。

（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24年４月１日　至　平成24年９月30日）

当社グループは、情報通信機器販売並びにソフトウェア開発およびネットワーク構築から、納入したネット

ワークおよび付帯機器の保守サービスに至るITソリューション・サービス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。

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）

当社グループは、情報通信機器販売並びにソフトウェア開発およびネットワーク構築から、納入したネット

ワークおよび付帯機器の保守サービスに至るITソリューション・サービス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。
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（１株当たり情報）

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株当たり四半期純損失金額（△） △3円8銭 △8円58銭

（算定上の基礎）   

四半期純損失金額（△）

（千円）
△47,358 △131,909

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損失金額（△）

（千円）
△47,358 △131,909

普通株式の期中平均株式数（株） 15,380,000 15,380,000

（注）１．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行っております。これに伴い、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、１株当たり四半期純利益金額を算定しておりま

す。

２．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。

（重要な後発事象）

（株式分割及び単元株制度の採用について）

当社は、平成25年５月23日開催の取締役会の決議に基づき、平成25年10月１日付で株式分割及び単元株制度の

導入を実施いたしました。

１．株式分割及び単元株制度の採用の目的

単元株式数（売買単位）を100株に統一することを目的として全国証券取引所が公表した「売買単位の集約

に向けた行動計画」（平成19年11月27日付）及び「売買単位の100株と1,000株への移行期限の決定について」

（平成24年１月19日付）の趣旨に鑑み、株式分割を実施するとともに、単元株制度を採用いたします。なお、

本株式分割及び単元株制度の採用にともなう投資単位の実質的な変更はありません。

２．株式分割の概要

(1）分割の方法

平成25年９月30日（月曜日）を基準日として、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主様の所有

する当社普通株式１株につき100株の割合をもって分割いたしました。

(2）分割により増加した株式数

①分割前の発行済株式総数:156,800株

②今回の分割により増加した株式数:15,523,200株

③分割後の発行済株式総数:15,680,000株

④分割後の発行可能株式総数:21,696,000株

(3）株式分割の日程

基準日公告日:平成25年９月２日（月曜日）

基準日:平成25年９月30日（月曜日）

効力発生日:平成25年10月１日（火曜日）

３．単元株制度の採用

(1）新設した単元株式の数

株式分割の効力発生日である平成25年10月１日（火曜日）をもって単元株制度を採用し、単元株式数を100

株といたしました。

(2）新設の日程

効力発生日:平成25年10月１日（火曜日）

４．１株当たり情報に及ぼす影響

当該株式分割による影響については、（１株当たり情報）に記載しております。

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25年11月13日

株式会社テリロジー

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 齊藤　文男　　印

　

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 川村　　敦　　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テリロ

ジーの平成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、株式会社テリロジー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おりません。
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