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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50期

第３四半期
連結累計期間

第51期
第３四半期
連結累計期間

第50期

会計期間
自 平成28年７月１日
至 平成29年３月31日

自 平成29年７月１日
至 平成30年３月31日

自 平成28年７月１日
至 平成29年６月30日

売上高 （千円） 9,474,697 12,550,364 12,840,827

経常利益 （千円） 1,265,388 2,034,459 1,473,313

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

（千円） 853,671 1,287,781 990,438

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 870,770 1,361,902 1,006,678

純資産額 （千円） 8,197,549 9,608,571 8,333,458

総資産額 （千円） 10,313,560 12,554,170 10,597,082

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

（円） 149.98 226.25 174.01

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 （％） 76.8 73.7 75.9
 

 

回次
第50期

第３四半期
連結会計期間

第51期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成29年１月１日
至 平成29年３月31日

自 平成30年１月１日
至 平成30年３月31日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 65.82 98.91
 

（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。
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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）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、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ありません。

 

EDINET提出書類

第一カッター興業株式会社(E00320)

四半期報告書

 4/22



 

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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府及び日銀の各種政策の効果もあって企業収益や雇用環境

の改善が続き、これにより企業の設備投資及び個人消費も堅調に伸びたことから緩やかな回復基調で推移しまし

た。しかしながら、地政学リスクや海外経済の不確実性のために景気の先行きは依然不透明な状況が続いておりま

す。

建設業界におきましては、民間建設投資・公共投資とも堅調に推移する一方、逼迫した労働市場を原因とした人

件費の上昇や建設資材をはじめとする材料費の上昇による建設コストの増大が原因で企業間の受注・価格競争が激

化するなど、依然として予断を許さない厳しい状況にあります。

このような状況下で当社グループは、切断・穿孔工事事業、ビルメンテナンス事業、リユース・リサイクル事業

の全ての事業において組織的かつ積極的な営業活動を展開した結果、特に切断・穿孔工事事業とリユース・リサイ

クル事業において売上が順調に増加したため、当四半期連結累計期間の当社グループ全体の売上高は12,550百万円

（前年同期比32.5％増）となり、営業利益は1,973百万円（前年同期比63.2％増）、経常利益は2,034百万円（前年

同期比60.8％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は1,287百万円（前年同期比50.9％増）となりました。　

なお、当社グループの事業は公共事業関連工事が多いため、年間を通じて売上高は第２四半期（10月～12月）・

第３四半期（１月～３月）に集中する傾向にあり、それに比して第１四半期（７月～９月）・第４四半期（４月～

６月）の売上高は減少する傾向にあります。今後、このような業績の変動を平準化していく方針でありますが、当

面、業績が第２四半期、第３四半期に偏る傾向が続くものと思われます。

 

セグメント別の状況は、次のとおりであります。なお、売上高はセグメント間の売上高を含んでおります。

（切断・穿孔工事事業）

公共投資及び民間建設投資がともに堅調に推移している中で、特に高速道路の補修工事及び首都圏の再開発に関

連した解体工事の受注が順調であったため、完成工事高は10,779百万円（前年同期比29.8％増）となりました。ま

た完成工事高の増加にともない、セグメント利益は2,346百万円（前年同期比45.6％増）となりました。

（ビルメンテナンス事業）

ビルメンテナンス事業につきましては、首都圏を中心に高層マンションの新規案件獲得及び顧客開拓に努めてま

いりました結果、完成工事高は218百万円（前年同期比4.4％増）となりました。また、完成工事高の増加にともな

い、セグメント利益は14百万円（前年同期比164.5％増）となりました。

　（リユース・リサイクル事業）

リユース・リサイクル事業につきましては、引き続き中古スマートフォン及びタブレットの販売に係る新規の顧

客開拓に努めてまいりました。その結果、商品売上高は1,551百万円（前年同期比60.5％増）となりました。また売

上の増加にともない、セグメント利益は80百万円（前年同期は２百万円のセグメント損失）となりました。

 

（２）財政状態の状況

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、現金及び預金が増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ

1,957百万円増加し、12,554百万円となりました。

負債につきましては、未払法人税等が増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ681百万円増加し、2,945

百万円となりました。

また、純資産は前連結会計年度末に比べ1,275百万円増加し、9,608百万円となりました。この結果、当第３四半

期連結会計期間末の自己資本比率は73.7％となりました。

 

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四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。

 

（４）研究開発活動

当第３四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、10百万円であります。
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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 20,000,000

計 20,000,000
 

 

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30年３月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成30年５月14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 6,000,000 6,000,000
東京証券取引所
（市場第一部）

権利内容に何ら限定の
ない当社における標準

となる株式
 

単元株式数　100株

計 6,000,000 6,000,000 ― ―
 

（注）当社は、平成29年12月20日付で、東京証券取引所市場第二部から同取引所市場第一部に指定替えされております。

 

（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。
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（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30年１月１日～
平成30年３月31日

─ 6,000,000 ─ 470,300 ─ 465,100
 

 

（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。

 

（７）【議決権の状況】

当第３四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29年12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30年３月31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 260,200
 

― ―

完全議決権株式（その他） 普通株式 5,738,600
 

57,386 ―

単元未満株式 普通株式 1,200
 

― ―

発行済株式総数 6,000,000 ― ―

総株主の議決権 ― 57,386 ―
 

　(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式60株が含まれております。

 

②【自己株式等】

  平成30年３月31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）
第一カッター興業株式会社

神奈川県茅ヶ崎市
萩園833番地

260,200 ― 260,200 4.34

計 ― 260,200 ― 260,200 4.34
 

（注）単元未満株式の買取により、当第３四半期会計期間末日現在の自己株式数は260,300株となっております。
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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）に準じて記載しております。

 

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30年１月１日から平成

30年３月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成29年７月１日から平成30年３月31日まで）に係る四半期連結

財務諸表について、明治アーク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29年６月30日)
当第３四半期連結会計期間

(平成30年３月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 3,834,708 4,883,491

  受取手形・完成工事未収入金 2,355,778 ※２  2,980,625

  売掛金 154,797 307,334

  未成工事支出金 179,615 204,489

  商品 62,381 56,877

  材料貯蔵品 90,583 119,718

  繰延税金資産 48,690 48,690

  その他 150,364 82,345

  貸倒引当金 △14,247 △16,204

  流動資産合計 6,862,672 8,667,367

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物 1,052,723 1,088,134

    減価償却累計額 △302,025 △334,220

    建物及び構築物（純額） 750,698 753,913

   機械装置及び運搬具 2,702,060 2,930,775

    減価償却累計額 △2,106,180 △2,288,485

    機械装置及び運搬具（純額） 595,880 642,290

   工具、器具及び備品 90,878 93,206

    減価償却累計額 △64,091 △69,813

    工具、器具及び備品（純額） 26,786 23,392

   土地 1,606,019 1,657,872

   リース資産 26,543 26,543

    減価償却累計額 △9,267 △12,873

    リース資産（純額） 17,276 13,669

   建設仮勘定 17,369 17,613

   有形固定資産合計 3,014,029 3,108,752

  無形固定資産   

   のれん 36,850 23,031

   その他 24,862 84,645

   無形固定資産合計 61,712 107,676

  投資その他の資産   

   投資有価証券 222,503 259,880

   繰延税金資産 152,197 152,197

   その他 291,324 259,279

   貸倒引当金 △7,357 △982

   投資その他の資産合計 658,667 670,373

  固定資産合計 3,734,409 3,886,803

 資産合計 10,597,082 12,554,170
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成29年６月30日)
当第３四半期連結会計期間

(平成30年３月31日)

負債の部   

 流動負債   

  工事未払金 613,837 758,749

  買掛金 153,446 219,892

  1年内返済予定の長期借入金 39,408 24,788

  リース債務 4,704 7,848

  未払法人税等 188,952 469,799

  賞与引当金 39,886 172,376

  その他 580,713 661,469

  流動負債合計 1,620,947 2,314,924

 固定負債   

  長期借入金 39,811 24,875

  リース債務 13,581 6,961

  役員退職慰労引当金 216,909 238,954

  退職給付に係る負債 367,459 359,883

  資産除去債務 4,913 ―

  固定負債合計 642,676 630,675

 負債合計 2,263,623 2,945,599

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 470,300 470,300

  資本剰余金 462,044 462,044

  利益剰余金 7,256,749 8,458,434

  自己株式 △122,205 △122,310

  株主資本合計 8,066,888 9,268,467

 その他の包括利益累計額   

  退職給付に係る調整累計額 △24,159 △22,251

  その他の包括利益累計額合計 △24,159 △22,251

 非支配株主持分 290,730 362,354

 純資産合計 8,333,458 9,608,571

負債純資産合計 10,597,082 12,554,170
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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：千円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 平成28年７月１日
　至 平成29年３月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年７月１日
　至 平成30年３月31日)

売上高   

 完成工事高 8,511,854 10,998,609

 商品売上高 962,843 1,551,754

 売上高合計 9,474,697 12,550,364

売上原価   

 完成工事原価 5,657,570 7,351,913

 商品売上原価 754,619 1,278,822

 売上原価合計 6,412,189 8,630,735

売上総利益   

 完成工事総利益 2,854,283 3,646,696

 商品売上総利益 208,223 272,931

 売上総利益合計 3,062,507 3,919,628

販売費及び一般管理費 1,853,089 1,946,074

営業利益 1,209,417 1,973,553

営業外収益   

 受取利息 133 248

 受取配当金 4 5

 受取保険金 10,705 5,113

 受取家賃 14,562 14,703

 持分法による投資利益 22,385 32,176

 雑収入 20,852 20,203

 営業外収益合計 68,643 72,450

営業外費用   

 支払利息 1,427 1,332

 売上債権売却損 189 268

 不動産賃貸原価 8,551 8,131

 雑損失 2,504 1,811

 営業外費用合計 12,672 11,545

経常利益 1,265,388 2,034,459

特別利益   

 固定資産売却益 17,102 1,533

 保険解約返戻金 ― 10,039

 特別利益合計 17,102 11,573

特別損失   

 固定資産売却損 153 172

 固定資産除却損 3,008 9,611

 特別損失合計 3,162 9,784

税金等調整前四半期純利益 1,279,329 2,036,248

法人税等合計 409,582 676,254

四半期純利益 869,746 1,359,993

非支配株主に帰属する四半期純利益 16,074 72,212

親会社株主に帰属する四半期純利益 853,671 1,287,781
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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：千円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 平成28年７月１日
　至 平成29年３月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年７月１日
　至 平成30年３月31日)

四半期純利益 869,746 1,359,993

その他の包括利益   

 退職給付に係る調整額 1,023 1,908

 その他の包括利益合計 1,023 1,908

四半期包括利益 870,770 1,361,902

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 854,695 1,289,689

 非支配株主に係る四半期包括利益 16,074 72,212
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【注記事項】

（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）

（税金費用の計算）

 
当第３四半期連結累計期間

(自 平成29年７月１日 至 平成30年３月31日)

税金費用の計算 税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む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もり、税引前四半期純利益に当該

見積実効税率を乗じて計算しております。
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（四半期連結貸借対照表関係）

１　受取手形裏書譲渡高　

 

 
前連結会計年度

（平成29年６月30日）
当第３四半期連結会計期間
（平成30年３月31日）

受取手形裏書譲渡高 348,464千円 456,378千円
 

 

※２　四半期連結会計期間末日満期手形

　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、

当第３四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が四半期

連結会計期間末残高に含まれております。

 
前連結会計年度

(平成29年６月30日)
当第３四半期連結会計期間

(平成30年３月31日)

受取手形 ─ 8,760千円

裏書手形 ─ 19,177千円
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（四半期連結損益計算書関係）

○ 売上高の季節変動

前第３四半期連結累計期間（自 平成28年７月１日 至 平成29年３月31日）及び

　　当第３四半期連結累計期間（自　平成29年７月１日　至　平成30年３月31日）

当社グループの売上高は、公共事業関連工事が多いため、第１四半期（７～９月）、第４四半期（４～６月）が

減少し、第２四半期（10～12月）、第３四半期（１～３月）に増加する傾向にあります。

 

（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。）及びのれんの償却額は

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28年７月１日
至 平成29年３月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成29年７月１日
至 平成30年３月31日）

減価償却費　　　　　　　    256,097千円 279,526千円

のれんの償却額　　　　　　　　

　
13,818千円 13,818千円
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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28年７月１日 至 平成29年３月31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28年９月27日
定時株主総会

普通株式 68,876 12 平成28年６月30日 平成28年９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。

 

当第３四半期連結累計期間（自 平成29年７月１日 至 平成30年３月31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29年９月27日
定時株主総会

普通株式 86,096 15 平成29年６月30日 平成29年９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。
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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28年７月１日 至 平成29年３月31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

合計
切断・穿孔工事

事業
ビルメンテナン

ス事業
リユース・

リサイクル事業
計

売上高      

  外部顧客への売上高 8,302,071 209,782 962,843 9,474,697 9,474,697

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― 3,771 3,771 3,771

計 8,302,071 209,782 966,614 9,478,468 9,478,468

セグメント利益又は損失(△) 1,611,294 5,418 △2,488 1,614,224 1,614,224
 

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項）

 （単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 1,614,224

全社費用（注） △407,015

セグメント間取引消去 2,209

四半期連結損益計算書の営業利益 1,209,417
 

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない総務・経理部門等の管理本部に係る費用であります。

 

EDINET提出書類

第一カッター興業株式会社(E00320)

四半期報告書

18/22



 

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成29年７月１日 至 平成30年３月31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

合計
切断・穿孔工事

事業
ビルメンテナン

ス事業
リユース・

リサイクル事業
計

売上高      

  外部顧客への売上高 10,779,689 218,919 1,551,754 12,550,364 12,550,364

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 10,779,689 218,919 1,551,754 12,550,364 12,550,364

セグメント利益 2,346,653 14,333 80,192 2,441,180 2,441,180
 

　

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項）

 （単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 2,441,180

全社費用（注） △469,002

セグメント間取引消去 1,375

四半期連結損益計算書の営業利益 1,973,553
 

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない総務・経理部門等の管理本部に係る費用であります。
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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28年７月１日

至 平成29年３月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成29年７月１日

至 平成30年３月31日）

　 １株当たり四半期純利益金額 149円98銭 226円25銭

   （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） 853,671 1,287,781

   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）

853,671 1,287,781

   普通株式の期中平均株式数（千株） 5,691 5,691
 

 (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】

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。

EDINET提出書類

第一カッター興業株式会社(E00320)

四半期報告書

21/22



独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成30年５月11日

第一カッター興業株式会社

取締役会  御中

 

明治アーク監査法人
 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士   島田 剛維 　 印

 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士   松島　康治 　 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」に掲げられている第一カッター興

業株式会社の平成29年７月１日から平成30年６月30日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成30年１月１

日から平成30年３月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成29年７月１日から平成30年３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、第一カッター興業株式会社及び連結子会社の平成30年３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．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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