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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92期

第１四半期
連結累計期間

第93期
第１四半期
連結累計期間

第92期

会計期間
自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日

自 平成27年４月１日
至 平成27年６月30日

自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日

売上高 (千円) 4,975,769 4,965,618 19,038,115

経常利益 (千円) 231,641 294,063 864,195

親会社株主に帰属する
四半期（当期）純利益

(千円) 143,818 185,089 568,421

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 197,410 188,517 1,480,052

純資産額 (千円) 14,824,943 16,052,559 16,106,143

総資産額 (千円) 21,600,128 22,439,925 22,963,658

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 5.36 6.89 21.17

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 (％) 67.1 70.0 68.5
 

(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．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。

４.「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）等を適用し、当第１四半期連結

累計期間より、「四半期（当期）純利益」を「親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益」としておりま

す。

 

２ 【事業の内容】

当第１四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

ついて、重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第１四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１四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】

(1) 業績の状況

　当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による成長戦略や金融緩和のもと、企業収益や雇用・所

得環境が改善し、景気は総じて緩やかに回復を続けております。しかしながら、中国経済の先行き不安やギリシャ

の債務リスクの長期化など、海外景気の下振れが懸念されております。

　精糖業界においては、依然として加糖調製品、異性化糖及び他甘味料の浸食などにより、厳しい販売環境が続い

ております。

　この様な環境下、当社グループは、顧客満足度を高めるために、主力製品である砂糖は、製品の安定供給や品質

管理の徹底に取り組んでまいりました。また、機能性食品は品質管理の徹底や高付加価値提案型の販売活動に取り

組んでまいりました。

　以上の結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高4,965百万円（前年同期比0.2％減）、営業利益283百万

円（同57.1％増）、経常利益294百万円（同27.0％増）となり、結果として、親会社株主に帰属する四半期純利益は

185百万円（同28.7％増）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。

① 精糖

　精糖事業においては、液糖やグラニュ糖を中心に低調な荷動きとなり、販売数量は前年同期を下回りましたが、

原料糖の効率的な買付や販売直接費の減少などコスト削減を図りました。

　以上の結果、精糖事業の業績は、売上高3,047百万円（前年同期比4.0％減）、営業利益317百万円（同18.0％増）

と減収増益となりました。

② 機能性素材

　機能性食品素材イヌリンについては、新規採用は増えているものの、大手ユーザー向けの販売数量が伸び悩んだ

ことにより減収となりました。連結子会社ユニテックフーズ㈱は主力製品のペクチン及びゼラチンでの大手ユー

ザー向けの拡販などにより増収となりました。

　以上の結果、機能性素材の業績は、売上高1,769百万円（前年同期比7.2％増）、営業利益25百万円（前年同期営

業損失40百万円）の増収増益となりました。

③ 不動産

　不動産事業の業績は、売上高148百万円（前年同期比0.8％減）、営業利益130百万円（同1.7％減）の減収減益と

なりました。維持管理費が、若干ながら増加しておりますが、引続き安定収益確保に貢献いたしました。
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(2) 財政状態の分析

　当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ2.3％減少し、22,439百万円となりました。

　当第１四半期連結累計期間における各財政状態の変動状況は、次のとおりであります。

① 資産

　資産につきましては、流動資産で前連結会計年度末に比べ5.3％減少し、8,341百万円となりました。これは主に

棚卸資産の減少等によるものであります。

　また、固定資産は前連結会計年度末に比べ0.4％減少し、14,098百万円となりました。これは主に有形固定資産に

含まれる機械装置及び運搬具の減少等によるものであります。

② 負債

　負債につきましては、流動負債で前連結会計年度末に比べ11.7％減少し、3,500百万円となりました。これは主に

仕入債務の減少等によるものであります。

　また、固定負債は前連結会計年度末に比べ0.2％減少し、2,887百万円となりました。これは主に役員退職慰労引

当金の減少等によるものであります。

③ 純資産

　純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ0.3％減少し、16,052百万円となりました。これは主に配当金の

支払により利益剰余金が減少したものの、その他有価証券評価差額金の増加及び親会社株主に帰属する四半期純利

益の計上により利益剰余金が増加したこと等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１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業上及び財務上の対処すべき課題はありません。

 

(4) 研究開発活動

当第１四半期連結累計期間における研究開発費等に係る会計基準による研究開発活動の総額は、14百万円であり

ます。

　なお、当第１四半期連結累計期間において、当社の研究開発活動についての重要な変更はありません。

 

(5) 従業員数

当第１四半期連結累計期間において、連結会社及び提出会社の従業員数に著しい増減はありません。

 

(6) 生産、受注及び販売の実績

当第１四半期連結累計期間において、生産、受注及び販売実績に著しい変動はありません。

 

(7) 主要な設備

当第１四半期連結累計期間において、主要な設備の著しい異動及び主要な設備の前連結会計年度末における計画

についての著しい変更はありません。
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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 110,000,000

計 110,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成27年６月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成27年８月７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 29,748,200 29,748,200
東京証券取引所
市場第２部

単元株式数は100株であ
ります。

計 29,748,200 29,748,200 ― ―
 

(注) 平成27年５月19日開催の取締役会の決議により、定款の一部変更が行われ、平成27年７月１日付で単元株式数

を1,000株から100株に変更いたしました。

 

(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27年６月30日 ― 29,748,200 ― 1,524,460 ― 2,366,732
 

 

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四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】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」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27年３月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。

① 【発行済株式】

   平成27年６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
　自己保有株式

2,893,000
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

26,478,000
26,478 ―

単元未満株式
普通株式

377,200
― ―

発行済株式総数 29,748,200 ― ―

総株主の議決権 ― 26,478 ―
 

(注) １．「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,000株（議決権２個）含まれて

おります。

　　 ２．平成27年５月19日開催の取締役会の決議により、定款の一部変更が行われ、平成27年７月１日付で単元株式

数を1,000株から100株に変更いたしました。

 

② 【自己株式等】

  平成27年６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)
フジ日本精糖株式会社

中央区日本橋茅場町
１－４－９

2,893,000 ― 2,893,000 9.72
 

 

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
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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。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)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１四半期連結会計期間(平成27年４月１日から平成

27年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成27年４月１日から平成27年６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27年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成27年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 1,815,136 1,640,256

  受取手形及び売掛金 2,396,935 2,506,936

  有価証券 378,313 377,314

  商品及び製品 1,508,955 1,494,741

  仕掛品 431,339 398,300

  原材料及び貯蔵品 1,072,632 715,341

  その他 1,204,313 1,213,617

  貸倒引当金 △3,393 △4,631

  流動資産合計 8,804,233 8,341,878

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 1,036,414 1,010,241

   機械装置及び運搬具（純額） 1,695,551 1,608,781

   土地 2,048,834 2,048,834

   その他（純額） 97,462 101,751

   有形固定資産合計 4,878,263 4,769,609

  無形固定資産   

   のれん 577,809 550,812

   その他 87,228 82,847

   無形固定資産合計 665,037 633,659

  投資その他の資産   

   投資有価証券 6,383,613 6,439,003

   関係会社長期貸付金 2,009,124 2,031,270

   その他 273,976 275,124

   貸倒引当金 △50,589 △50,618

   投資その他の資産合計 8,616,124 8,694,778

  固定資産合計 14,159,425 14,098,047

 資産合計 22,963,658 22,439,925
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成27年６月30日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 1,324,447 937,765

  短期借入金 1,360,947 1,427,229

  未払法人税等 209,316 100,115

  賞与引当金 99,733 51,335

  その他 969,359 983,860

  流動負債合計 3,963,805 3,500,306

 固定負債   

  長期借入金 1,466,481 1,452,674

  役員退職慰労引当金 183,039 154,137

  退職給付に係る負債 6,018 704

  資産除去債務 64,051 64,210

  その他 1,174,119 1,215,333

  固定負債合計 2,893,710 2,887,059

 負債合計 6,857,515 6,387,365

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,524,460 1,524,460

  資本剰余金 2,530,171 2,530,171

  利益剰余金 10,391,064 10,334,465

  自己株式 △716,247 △716,659

  株主資本合計 13,729,448 13,672,437

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 1,827,960 1,888,697

  為替換算調整勘定 152,501 142,741

  退職給付に係る調整累計額 11,803 12,024

  その他の包括利益累計額合計 1,992,264 2,043,464

 非支配株主持分 384,430 336,658

 純資産合計 16,106,143 16,052,559

負債純資産合計 22,963,658 22,439,925
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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１四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

売上高 4,975,769 4,965,618

売上原価 3,984,747 3,850,543

売上総利益 991,021 1,115,075

販売費及び一般管理費 810,441 831,306

営業利益 180,579 283,768

営業外収益   

 受取利息 10,858 10,351

 受取配当金 27,304 28,161

 持分法による投資利益 18,169 -

 その他 11,658 7,623

 営業外収益合計 67,991 46,136

営業外費用   

 支払利息 8,774 9,199

 為替差損 7,336 9,967

 持分法による投資損失 - 15,936

 その他 818 739

 営業外費用合計 16,929 35,842

経常利益 231,641 294,063

特別損失   

 固定資産除却損 125 -

 投資有価証券評価損 12,443 -

 特別損失合計 12,569 -

税金等調整前四半期純利益 219,072 294,063

法人税、住民税及び事業税 75,086 108,314

法人税等調整額 39,377 40,446

法人税等合計 114,463 148,760

四半期純利益 104,608 145,302

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △39,209 △39,786

親会社株主に帰属する四半期純利益 143,818 185,089
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【四半期連結包括利益計算書】

　　　　【第１四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

四半期純利益 104,608 145,302

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 101,673 60,737

 為替換算調整勘定 △10,328 △17,744

 退職給付に係る調整額 1,020 221

 持分法適用会社に対する持分相当額 437 -

 その他の包括利益合計 92,802 43,214

四半期包括利益 197,410 188,517

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 241,268 236,289

 非支配株主に係る四半期包括利益 △43,857 △47,771
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

当第１四半期連結会計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年６月30日)

該当事項はありません。

 

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

当第１四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年６月30日)

　該当事項はありません。

 

(会計方針の変更等)

当第１四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年６月30日)

（会計方針の変更）

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）、「連結財務諸表に関する会計基

準」（企業会計基準第22号　平成25年９月13日）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　平

成25年９月13日）等を、当第１四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分か

ら非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第１四半期連結累計期

間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

 
(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１四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年６月30日)

該当事項はありません。

 

(四半期連結貸借対照表関係)

　　　偶発債務

次の関係会社について、金融機関からの借入れに対し債務保証を行っております。

 
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成27年６月30日)

太平洋製糖㈱ 221,333千円 182,666千円

南栄糖業㈱ 103,431千円 103,431千円

FUJI NIHON (Thailand) Co.,Ltd. 28,351千円 27,738千円

 (外貨建) (７百万バーツ) (７百万バーツ)
 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　当第１四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１四半

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。）及びのれんの償却額は、次

のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年６月30日)

減価償却費 76,009千円 84,748千円

のれんの償却額 26,997千円 26,997千円
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(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年６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26年５月16日
取締役会

普通株式 241,725 9.00 平成26年３月31日 平成26年６月４日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第１四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１四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。

 

当第１四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年６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27年５月19日
取締役会

普通株式 241,689 9.00 平成27年３月31日 平成27年６月５日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第１四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１四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。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 平成 26年４月１日 至 平成26年６月30日)

１．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
調整額
(注１)

四半期連結
損益計算書
計上額
(注２)

 精糖 機能性素材 不動産 計

売上高       

  外部顧客への売上高 3,175,347 1,650,710 149,710 4,975,769 ― 4,975,769

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― 413 413 △413 ―

計 3,175,347 1,650,710 150,124 4,976,182 △413 4,975,769

セグメント利益又は損失(△) 268,868 △40,582 133,032 361,319 △180,739 180,579
 

（注）１ セグメント利益の調整額180,739千円は、報告セグメントに帰属しない親会社の管理部門及び研究開発室に

係る一般管理費であります。

　　　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。

 

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年６月30日)

１．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
調整額
(注１)

四半期連結
損益計算書
計上額
(注２)

 精糖 機能性素材 不動産 計

売上高       

  外部顧客への売上高 3,047,917 1,769,180 148,520 4,965,618 ― 4,965,618

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― 413 413 △413 ―

計 3,047,917 1,769,180 148,934 4,966,032 △413 4,965,618

セグメント利益 317,395 25,247 130,795 473,438 △189,670 283,768
 

（注）１ セグメント利益の調整額189,670千円は、報告セグメントに帰属しない親会社の管理部門及び研究開発室に

係る一般管理費であります。

　　　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。

 

(金融商品関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

 

(有価証券関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

 

(デリバティブ取引関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。
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(企業結合等関係)

該当事項はありません。

 

(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、次のとおりであります。

 

項目
前第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年６月30日)

   １株当たり四半期純利益金額 5.36円 6.89円

    (算定上の基礎)   

   親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) 143,818 185,089

　　普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

　普通株式に係る親会社株主に帰属する
　四半期純利益金額(千円)

143,818 185,089

   普通株式の期中平均株式数(千株) 26,858 26,853
 

(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、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)

　該当事項はありません。

 

２ 【その他】

平成27年５月19日開催の取締役会において、平成27年３月31日の最終の株主名簿に記載された株主に対し、次の

とおり期末配当を行うことを決議しました。

①配当金の総額 241,689千円

②１株当たりの金額 9.00円

③支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成27年６月５日
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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27年８月６日

フジ日本精糖株式会社

  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   羽　　鳥　　良　　彰   ㊞

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   山　　田　　　　　円   ㊞

 

 

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」に掲げられているフジ日本精糖株

式会社の平成27年４月１日から平成28年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(平成27年４月１日から

平成27年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成27年４月１日から平成27年６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、フジ日本精糖株式会社及び連結子会社の平成27年６月30日現在の

財政状態及び同日をもって終了する第１四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．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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