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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49期

第２四半期
累計期間

第50期
第２四半期
累計期間

第49期

会計期間
自 2019年４月１日
至 2019年９月30日

自 2020年４月１日
至 2020年９月30日

自 2019年４月１日
至 2020年３月31日

売上高 (千円) 13,828,821 10,917,989 26,864,859

経常利益 (千円) 600,381 413,352 1,197,574

四半期(当期)純利益 (千円) 403,592 272,620 814,127

持分法を適用した場合の投資利益 (千円) ― ― ―

資本金 (千円) 1,909,825 1,909,825 1,909,825

発行済株式総数 (株) 6,008,300 6,008,300 6,008,300

純資産額 (千円) 7,624,258 7,874,718 8,007,951

総資産額 (千円) 11,000,849 10,675,232 10,992,220

１株当たり四半期(当期)純利益金額 (円) 67.29 45.88 136.18

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― 55.00

自己資本比率 (％) 69.3 73.8 72.9

営業活動によるキャッシュ・フロー (千円) △546,624 234,658 274,593

投資活動によるキャッシュ・フロー (千円) △15,232 153,989 △71,570

財務活動によるキャッシュ・フロー (千円) △412,842 △412,347 △443,614

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 3,063,192 3,773,207 3,797,216
 

 

回次
第49期

第２四半期会計期間
第50期

第２四半期会計期間

会計期間
自 2019年７月１日
至 2019年９月30日

自 2020年７月１日
至 2020年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 36.18 29.47
 

(注)１．当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる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．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。
４．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。
　

２ 【事業の内容】

　　当第２四半期累計期間において、当社が営む事業の内容に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の重要な変更はありません。

　

２ 【経営者による財政状態、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、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

   (1) 業績の状況

当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、世界的に蔓延している新型コロナウイルス感染症拡大の影響に

より、依然として厳しい状況にあります。また、緊急事態宣言解除後は経済活動が徐々に再開しているものの、

依然として新型コロナウイルス感染症拡大の懸念があり、経済活動の回復には未だ至っていない状況です。

　国内食品業界におきましては、インバウンド旅客の減少、さらには感染防止対策としての外出自粛等により外

食産業向けの需要が減少した一方、巣ごもり消費の増加により内食需要が伸長いたしました。

　このような状況のもと当社は、お客様および従業員への新型コロナウイルス感染症拡大防止を徹底する一方、

粗利率の改善や経費を最低限に留めるよう努めました。営業活動につきましては、外食産業や学校給食の落ち込

みをカバーすべく医療食向けや介護食向けの販売強化に引き続き取り組んでまいりました。以上の結果、骨なし

魚事業におきましては、当社独自商品の拡販に努めましたが、徐々に回復しているものの新型コロナウイルス感

染症拡大による需要の落ち込みの影響が大きく売上高4,789,321千円（前年同期比14.8％減）、ミート事業におき

ましても、「楽らく匠味シリーズ」の拡販に引き続き努めましたが、新型コロナウイルス感染症拡大による需要

落ち込みの影響が大きく売上高986,407千円（前年同期比29.2％減）、その他事業におきましても、大手ユーザー

への直接販売などに取組んでまいりましたが、回復は見られるものの新型コロナウイルス感染症拡大による需要

の落ち込みにより売上高5,142,261千円（前年同期比24.6％減）となりました。これにより当第２四半期累計期間

の売上高は10,917,989千円（前年同期比21.0％減）となりました。

　損益面につきましては、粗利率の改善や経費削減に取り組んでまいりましたが大幅な粗利金額の減少により、

営業利益は381,656千円（前年同期比35.9％減）、経常利益は413,352千円（前年同期比31.2％減）、四半期純利

益は272,620千円（前年同期比32.5％減）となりました。

 
   (2) 財政状態の分析

   　（資産の部）

当第２四半期会計期間末における総資産は、10,675,232千円となり、前事業年度末と比較して316,987千円減少

となりました。これは主に受取手形及び売掛金が103,692千円増加した一方で、商品が263,969千円、流動資産の

その他に含まれる短期貸付金が153,700千円減少したことによるものです。

   　（負債の部）

当第２四半期会計期間末における負債合計は、2,800,514千円となり、前事業年度末と比較して183,754千円減

少となりました。これは主に買掛金が93,573千円、未払法人税等が64,684千円減少したことによるものです。

　   （純資産の部）

当第２四半期会計期間末における純資産合計は、7,874,718千円となり、前事業年度末と比較して133,232千円

減少となりました。これは主に四半期純利益の272,620千円計上と配当金の支払327,670千円により利益剰余金が

55,050千円、自己株式の取得により80,499千円減少したことによるものです。
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　 (3) キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べて24,009千円減少して3,773,207千円と

なりました。

　当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次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２四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、234,658千円の収入（前年同期は546,624千円

の支出）で、主な収入要因は税引前四半期純利益413,352千円、たな卸資産の増加額260,772千円であります。一方、主

な支出要因は売上債権の増加額103,692千円、法人税等の支払額206,691千円であります。

　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、153,989千円の収入（前年同期は15,232千円の

支出）で、収入の主なものは貸付金の回収による収入153,700千円であります。

　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、412,347千円の支出（前年同期は412,842千円

の支出）で、支出の主なものは配当金の支払額327,670千円であります。

 
   (4) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

　前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」

の中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。

 
   (5) 経営方針・経営戦略等

　当第２四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。

 
   (6) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

　当第２四半期累計期間において、優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題に重要な変更及び新たに生じた課題は

ありません。

 
　　(7) 研究開発活動

　該当事項はありません。

 
３ 【経営上の重要な契約等】

　　当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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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２四半期会計期間末

現在発行数(株)
(2020年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(2020年11月10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 6,008,300 6,008,300
東京証券取引所
（市場第一部）

単元株式数は100株でありま
す。

計 6,008,300 6,008,300 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

 該当事項はありません。

 
② 【その他の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) 【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)

2020年９月30日 ― 6,008,300 ― 1,909,825 ― 686,951
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(5) 【大株主の状況】

  2020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
(自己株式を

除く。)の総数に
対する所有
株式数の割合

(％)

株式会社フルタ 東京都中央区勝どき2丁目18-1 2,753 46.52

古田　耕司 富山県富山市 396 6.70

齋藤　修 東京都世田谷区 300 5.07

正林　淳生 東京都江東区 160 2.70

大冷社員持株会 東京都中央区月島2丁目3番1号 91 1.54

株式会社渡辺冷食 千葉県鴨川市大里2-1 91 1.54

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番3号 73 1.25

冨田　史好 東京都国分寺市 70 1.18

株式会社日本カストディ銀行
（信託口５）

東京都中央区晴海1丁目8-12 52 0.89

黒川　岳夫 千葉県印西市 40 0.68

計 ― 4,028 68.07
 

（注）上記信託銀行の所有株式数は、信託業務に係るものであります。　

 
(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   2020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)
(自己保有株式)
　普通株式 ― ―

89,600

完全議決権株式(その他)
普通株式

59,170 ―
5,917,000

単元未満株式
普通株式

― ―
1,700

発行済株式総数 6,008,300 ― ―

総株主の議決権 ― 59,170 ―
 

（注）「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式27株が含まれております。　
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② 【自己株式等】

                                                                                        2020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(％)

(自己保有株式)
株式会社大冷

東京都中央区月島二丁目3
番1号

89,600 ― 89,600 1.49

計 ― 89,600 ― 89,600 1.49
 

 

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  四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63

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２四半期会計期間(2020年７月１日から2020年９月

30日まで)及び第２四半期累計期間(2020年４月１日から2020年９月30日まで)に係る四半期財務諸表について、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。

 

３  四半期連結財務諸表について

　　当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１ 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(2020年３月31日)
当第２四半期会計期間
(2020年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 3,797,216 3,773,207

  受取手形及び売掛金 3,827,805 3,931,497

  商品 2,251,220 1,987,250

  その他 182,391 73,371

  貸倒引当金 △576 △390

  流動資産合計 10,058,057 9,764,936

 固定資産   

  有形固定資産 658,600 647,857

  無形固定資産 48,938 33,912

  投資その他の資産   

   その他 234,630 236,533

   貸倒引当金 △8,006 △8,006

   投資その他の資産合計 226,623 228,526

  固定資産合計 934,162 910,296

 資産合計 10,992,220 10,675,232

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 1,898,045 1,804,471

  未払法人税等 230,259 165,575

  賞与引当金 29,580 35,705

  その他 462,271 426,008

  流動負債合計 2,620,157 2,431,760

 固定負債   

  退職給付引当金 229,191 238,693

  その他 134,920 130,060

  固定負債合計 364,111 368,753

 負債合計 2,984,268 2,800,514

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,909,825 1,909,825

  資本剰余金 686,951 686,951

  利益剰余金 5,508,295 5,453,245

  自己株式 △100,091 △180,591

  株主資本合計 8,004,981 7,869,430

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 2,970 5,288

  評価・換算差額等合計 2,970 5,288

 純資産合計 8,007,951 7,874,718

負債純資産合計 10,992,220 10,675,232
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(2) 【四半期損益計算書】

【第２四半期累計期間】

           (単位：千円)

          前第２四半期累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

売上高 13,828,821 10,917,989

売上原価 11,584,270 9,079,538

売上総利益 2,244,550 1,838,451

販売費及び一般管理費 ※１  1,648,996 ※１  1,456,794

営業利益 595,554 381,656

営業外収益   

 受取賃貸料 4,488 4,488

 雇用調整助成金 ― 27,240

 その他 2,468 2,074

 営業外収益合計 6,956 33,802

営業外費用   

 賃貸収入原価 1,500 1,480

 その他 628 626

 営業外費用合計 2,128 2,106

経常利益 600,381 413,352

税引前四半期純利益 600,381 413,352

法人税等 196,789 140,732

四半期純利益 403,592 272,620
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(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：千円)

          前第２四半期累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税引前四半期純利益 600,381 413,352

 減価償却費 28,511 25,769

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,166 △186

 受取利息及び受取配当金 △708 △1,131

 雇用調整助成金 ― △27,240

 賞与引当金の増減額（△は減少） 6,112 6,125

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,924 9,501

 売上債権の増減額（△は増加） 192,500 △103,692

 たな卸資産の増減額（△は増加） 114,637 260,772

 仕入債務の増減額（△は減少） △1,282,152 △93,573

 その他 △5,901 △76,720

 小計 △335,527 412,977

 利息及び配当金の受取額 708 1,131

 雇用調整助成金の受取額 ― 27,240

 法人税等の支払額 △211,804 △206,691

 営業活動によるキャッシュ・フロー △546,624 234,658

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 △1,530 ―

 投資有価証券の取得による支出 △447 △460

 貸付けによる支出 △100,000 ―

 貸付金の回収による収入 86,000 153,700

 その他 745 750

 投資活動によるキャッシュ・フロー △15,232 153,989

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 リース債務の返済による支出 △7,518 △4,176

 自己株式の取得による支出 △74,868 △80,499

 配当金の支払額 △330,455 △327,670

 財務活動によるキャッシュ・フロー △412,842 △412,347

現金及び現金同等物に係る換算差額 △408 △309

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △975,108 △24,009

現金及び現金同等物の期首残高 4,038,301 3,797,216

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１  3,063,192 ※１  3,773,207
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【注記事項】

(四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

 
当第２四半期累計期間

（自　2020年４月１日　至　2020年９月30日）

税金費用の計算
　税金費用については、当第２四半期会計期間を含む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。

 

 

(追加情報)

 (新型コロナウイルス感染症の感染拡大の会計上の見積りに与える影響)

新型コロナウイルス感染症の影響で、外食産業の落ち込みにより当第２四半期累計期間の販売が減少してお

ります。このような影響があるものの、2021年３月期第３四半期以降徐々に景気が回復していくものと仮定

し、繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行っております。なお、新型コロナウイルス感染症によ

る経済活動への影響は不確実性が高いため、上記仮定に変化が生じた場合には、当事業年度の財政状態・経営

成績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(四半期損益計算書関係)

※１　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２四半期累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)

給料手当 393,223千円 362,177千円

賞与引当金繰入額 36,750千円 34,931千円

退職給付費用 27,230千円 32,679千円

運搬費 334,432千円 290,470千円

貸倒引当金繰入額 1,166千円 △186千円
 

 

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のと

おりであります。

 
前第２四半期累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)

現金及び預金 3,063,192千円 3,773,207千円

現金及び現金同等物 3,063,192千円 3,773,207千円
 

 

EDINET提出書類

株式会社大冷(E31012)

四半期報告書

12/17



 

(株主資本等関係)

前第２四半期累計期間(自 2019年４月１日 至 2019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

2019年６月18日
定時株主総会

普通株式 330,455 55.00 2019年３月31日 2019年６月19日 利益剰余金
 

 

２  基準日が当第２四半期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２四半期累計期間(自 2020年４月１日 至 2020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

2020年６月16日
定時株主総会

普通株式 327,670 55.00 2020年３月31日 2020年６月17日 利益剰余金
 

 

２  基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の末日後とな

るもの

　　　　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】

当社の事業セグメントは、業務用冷凍食品卸売事業のみの単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を

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及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第２四半期累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額 67円29銭 45円88銭

(算定上の基礎)   

 四半期純利益金額(千円) 403,592 272,620

 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(千円) 403,592 272,620

 普通株式の期中平均株式数(株) 5,997,372 5,942,173
 

(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。
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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
 

2020年11月10日

株式会社大冷

取締役会  御中

 

有限責任 あずさ監査法人
 

 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 東京事務所

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 石　　野　　研　　司 印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 濱　　田　　　　　環 印

 

 
監査人の結論

 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大冷の

2020年４月１日から2021年３月31日までの第50期事業年度の第２四半期会計期間（2020年７月１日から2020年９月30日

まで）及び第２四半期累計期間（2020年４月１日から2020年９月30日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期

貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・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。

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

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社大冷の2020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全ての重要

な点において認められなかった。

監査人の結論の根拠

　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。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」

に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監

査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

四半期財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

　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財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

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。

四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切である

かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関す

る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半

期財務諸表に対する結論を表明することにある。

　監査人は、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従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 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する質問、分析的手続その他の四半期レビュー

　手続を実施する。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。
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・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

　られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認

　められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか

　結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四

　半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切でな

　い場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、

　四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存

　続できなくなる可能性がある。

・ 四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準

　拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表の表

　示、構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が

　認められないかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見

事項について報告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講

じている場合はその内容について報告を行う。

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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