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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11期

第２四半期
連結累計期間

第10期

会計期間
自  平成24年６月１日
至  平成24年11月30日

自  平成23年６月１日
至  平成24年５月31日

売上高 (千円) 1,293,950 1,813,764

経常利益 (千円) 201,526 332,159

四半期(当期)純利益 (千円) 122,844 183,051

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 124,762 187,132

純資産額 (千円) 1,082,604 732,542

総資産額 (千円) 2,551,418 1,832,379

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 151.89 232.24

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 (％) 42.4 40.0

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △20,252 190,757

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △125,099 △302,042

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 330,984 123,530

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 401,082 215,450

 

回次
第11期

第２四半期
連結会計期間

会計期間
自  平成24年９月１日
至  平成24年11月30日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 79.75

(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（新株予約権）は存在するものの、当社

株式は非上場であったため、期中平均株価が把握されませんので記載しておりません。

４．当社は、第11期第１四半期から四半期連結財務諸表を作成しているため、第10期第２四半期連結累計期間及び第10期

第２四半期連結会計期間の経営指標等については記載しておりません。

５．当社は、平成24年10月１日付で、普通株式１株につき普通株式200株の株式分割を行っております。当該株式分割が第

10期の期首に行われたと仮定して、１株当たり四半期（当期）純利益金額を算定しております。
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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、有価証券届出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が判断したものであります。なお、当連

結会計年度の第１四半期連結累計期間から四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期との比較分析は行っており

ません。

 

（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、震災復興需要を背景に景気の一部に持ち直しの傾向が見られたもの

の、欧州での財政不安長期化や中国経済の成長鈍化等の世界経済停滞により、企業を取り巻く環境は総じて厳しく、先行き

不透明な状況で推移しました。

このような状況のなか、当社グループは移動体通信事業者として主にトラック運送事業を営む物流業者とタクシー事業

やバス事業を営む道路旅客運送業者に対して、ビジネスニーズに合わせた移動体通信網や移動体管理システムを提供して

まいりました。主力製品である「ボイスパケットトランシーバー」については、当第２四半期連結累計期間に新型機種を市

場に投入し、代理店網を活用した販売が順調に拡大してまいりました。

当社グループは、システム販売時における収入であるフロービジネス（売上区分：アプライアンス）だけでなく、販売し

たシステムの継続的なサービス提供による利用料等を収受するストックビジネス（売上区分：モバイルネットワーク及び

カスタマサービス）を拡充することで安定的な収益確保と業績の向上に努めております。

このような取り組みの結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は1,293,950千円、営業利益は209,927千円、経常

利益は201,526千円、四半期純利益は122,844千円となりました。

なお、売上区分（移動体通信事業の単一セグメント）については、次のとおりであります。

 

売上区分 売上高（千円）

アプライアンス 1,002,090

モバイルネットワーク 214,703

カスタマサービス 77,156

合計 1,293,950

 

 

（2）財政状態の分析

　　 　当第２四半期連結会計期間末の資産合計は2,551,418千円となり、前連結会計年度末と比べ719,038千円増加しました。これ

は主に現金及び預金が185,632千円増加したこと、売上増加に伴い受取手形及び売掛金が261,323千円増加したこと及びたな

卸資産が177,995千円増加したことによるものであります。

　　　負債合計は、1,468,813千円となり、前連結会計年度末と比べ368,976千円増加しました。これは主に未払法人税等が32,276千
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円減少したものの、買掛金が279,363千円増加したこと並びに短期借入金及び長期借入金が128,940千円増加したことによる

ものであります。

　　　純資産合計は、1,082,604千円となり、前連結会計年度末と比べ350,062千円増加しました。これは主に新株予約権の行使によ

り資本金及び資本剰余金がそれぞれ112,650千円増加したこと並びに利益剰余金が122,844千円増加したことによるもので

あります。

 

（3）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は、前連結会計年度末と比べ185,632千円増加し、401,082千円

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）

営業活動によるキャッシュ・フローは20,252千円の支出となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益201,526千

円及び減価償却費53,708千円を計上し、仕入債務が279,363千円増加したものの、売上増加に伴い売上債権が261,323千円増

加したこと、たな卸資産が177,995千円増加したこと及び法人税等を126,472千円支払っ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）

投資活動によるキャッシュ・フローは125,099千円の支出となりました。これは主に新社屋の改修工事及び設備工事等に

よる有形固定資産の取得55,160千円、「ボイスパケットトランシーバー」のバージョンアップ等による無形固定資産の取

得69,657千円によるものであります。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によるキャッシュ・フローは330,984千円の収入となりました。これは主に新株予約権の行使に伴う新株式の発

行により224,023千円の収入があったこと及び運転資金の調達のために短期借入金が100,000千円増加したことによるもの

であります。

 

（4）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ついての重要な変更及び新たに生じた課題はあ

りません。

 

（5）研究開発活動

当第２四半期連結累計期間の研究開発費の総額は4,539千円であります。

なお、当第２四半期連結累計期間における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 2,000,000

計 2,000,000

 

② 【発行済株式】

 

種類
第２四半期会計期間末
現在発行数(株)
(平成24年11月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成25年１月11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 938,400 1,045,200

東京証券取引所
（マザーズ）
福岡証券取引所
（Ｑ－Ｂｏａｒｄ）

１単元の株式数は100株
であります。完全議決権
株式であり、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であ
ります。

計 938,400 1,045,200 ― ―

(注) １．当社株式は、平成24年12月19日付で東京証券取引所マザーズに上場しております。また、平成24年12月20日付で福岡

証券取引所Ｑ－Ｂｏａｒｄに上場しております。

２．平成24年12月18日を払込期日とする有償一般募集（ブックビルディング方式による募集）による増資により、発行

済株式総数が106,800株増加しております。

 

(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24年10月１日
（注）１

784,259788,200 ― 113,525 ― 103,525

平成24年11月５日
（注）２

6,000 794,200 4,500 118,025 4,500 108,025

平成24年11月６日
（注）２

144,200938,400108,150226,175108,150216,175

(注) １．当社は、平成24年10月１日付で、普通株式１株につき普通株式200株の株式分割を行っております。

　　　 ２．新株予約権が行使されたことにより、新株式が発行されております。

　　　 ３．平成24年12月18日を払込期日とする有償一般募集（ブックビルディング方式による募集）による増資により、発行済株

式総数が106,800株、資本金及び資本準備金がそれぞれ147,384千円増加しております。

 

(6) 【大株主の状況】

  平成24年11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(％)

村井　雄司 大分県大分市 536,200 57.14

ジャフコＶ２共有投資事業有限
責任組合

東京都千代田区大手町1-5-1 88,600 9.44

モバイルクリエイト従業員持株
会

大分県大分市賀来北2-20-8 42,200 4.50

大分ブイシープラムファンド投
資事業有限責任組合

大分県大分市中央町2-9-24 32,000 3.41

大分ブイシーサクセスファンド
２号投資事業有限責任組合

大分県大分市中央町2-9-24 32,000 3.41

株式会社大分銀行 大分県大分市府内町3-4-1 30,000 3.20

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内2-7-1 20,000 2.13

株式会社ゼンリンデータコム 東京都港区東新橋1-6-1 20,000 2.13

株式会社インターネットイニシ
アティブ

東京都千代田区神田神保町1-105 20,000 2.13

第一交通産業株式会社 福岡県北九州市小倉北区馬借2-6-8 20,000 2.13

計 ― 841,000 89.62

(注) 発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   平成24年11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　

938,400
9,384

１単元の株式数は100株であります。
完全議決権株式であり、権利内容に何
ら限定のない当社における標準とな
る株式であります。

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 938,400 ― ―

総株主の議決権 ― 9,384 ―

 

② 【自己株式等】

  平成24年11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。

なお、当社は、第１四半期連結会計期間から四半期連結財務諸表を作成しているため、四半期連結損益計算書及び四半期連結

包括利益計算書並びに四半期連結キャッシュ・フロー計算書に係る比較情報は記載しておりません。

 

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24年９月１日から平成24年11月

30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成24年６月１日から平成24年11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の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24年５月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 215,450 401,082

受取手形及び売掛金 421,754 683,077

たな卸資産 ※1
 476,025

※1
 654,020

その他 161,111 179,104

貸倒引当金 △3,992 △1,748

流動資産合計 1,270,349 1,915,536

固定資産

有形固定資産 297,425 341,803

無形固定資産 211,024 238,676

投資その他の資産

その他 53,693 55,522

貸倒引当金 △113 △120

投資その他の資産合計 53,580 55,401

固定資産合計 562,030 635,881

資産合計 1,832,379 2,551,418

負債の部

流動負債

買掛金 58,807 338,171

短期借入金 35,448 145,456

1年内償還予定の社債 138,200 138,200

未払法人税等 128,833 96,556

引当金 3,131 24,165

その他 107,256 106,684

流動負債合計 471,676 849,233

固定負債

社債 372,700 353,600

長期借入金 234,156 253,088

引当金 734 731

その他 20,570 12,160

固定負債合計 628,160 619,580

負債合計 1,099,837 1,468,813
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成24年５月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年11月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 113,525 226,175

資本剰余金 103,525 216,175

利益剰余金 517,228 640,072

株主資本合計 734,278 1,082,422

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △1,736 181

その他の包括利益累計額合計 △1,736 181

純資産合計 732,542 1,082,604

負債純資産合計 1,832,379 2,551,418
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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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年６月１日
　至 平成24年11月30日)

売上高 1,293,950

売上原価 885,493

売上総利益 408,457

販売費及び一般管理費 ※1
 198,529

営業利益 209,927

営業外収益

受取利息 30

受取配当金 294

貸倒引当金戻入額 2,207

その他 721

営業外収益合計 3,253

営業外費用

支払利息 6,678

株式公開費用 2,790

株式交付費 1,276

社債発行費 909

営業外費用合計 11,654

経常利益 201,526

税金等調整前四半期純利益 201,526

法人税、住民税及び事業税 94,582

法人税等調整額 △15,900

法人税等合計 78,682

少数株主損益調整前四半期純利益 122,844

四半期純利益 122,844
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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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年６月１日
　至 平成24年11月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 122,844

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,917

その他の包括利益合計 1,917

四半期包括利益 124,762

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 124,762

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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年６月１日
　至 平成24年11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 201,526

減価償却費 53,708

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,236

引当金の増減額（△は減少） 21,031

受取利息及び受取配当金 △324

支払利息 6,678

株式交付費 1,276

社債発行費 909

売上債権の増減額（△は増加） △261,323

たな卸資産の増減額（△は増加） △177,995

仕入債務の増減額（△は減少） 279,363

その他 △8,262

小計 114,351

利息及び配当金の受取額 361

利息の支払額 △8,493

法人税等の支払額 △126,472

営業活動によるキャッシュ・フロー △20,252

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 △55,160

無形固定資産の取得による支出 △69,657

その他 △282

投資活動によるキャッシュ・フロー △125,099

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） 100,000

長期借入れによる収入 50,000

長期借入金の返済による支出 △21,060

社債の発行による収入 99,090

社債の償還による支出 △119,100

株式の発行による収入 224,023

その他 △1,969

財務活動によるキャッシュ・フロー 330,984

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 185,632

現金及び現金同等物の期首残高 215,450

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 401,082
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

※１　たな卸資産の内訳

 
前連結会計年度

(平成24年５月31日)

当第２四半期連結会計期間

(平成24年11月30日)

製品 45,039千円 7,391千円

仕掛品 32,401千円 101,719千円

原材料 398,585千円 544,909千円

 

 

(四半期連結損益計算書関係)

※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。

 

当第２四半期連結累計期間

（自　平成24年６月１日

至　平成24年11月30日）

役員報酬 37,710千円

給与手当 39,628千円

賞与引当金繰入額 6,436千円

 

 

(四半期連結キャッシュ・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、次のとおりであり

ます。

 

当第２四半期連結累計期間

（自　平成24年６月１日

至　平成24年11月30日）

現金及び預金 401,082千円

現金及び現金同等物 401,082千円
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(株主資本等関係)

当第２四半期連結累計期間(自　平成24年６月１日　至　平成24年11月30日)

１．配当金支払額

　　　 該当事項はありません。

 

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の末日後となる

もの

　　　 該当事項はありません。

 

３．株主資本の著しい変動

　　　 当社は、新株予約権の行使に伴う新株式の発行により、資本金及び資本準備金がそれぞれ112,650千円増加しております。こ

の結果、当第２四半期連結会計期間末において資本金が226,175千円、資本準備金が216,175千円となっております。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当第２四半期連結累計期間(自　平成24年６月１日　至　平成24年11月30日)

当社グループは、報告セグメントがデジタル携帯通信網を利用した製品の開発・製造及び販売並びにこれらに付随する

通信・アプリケーションのサービス及び保守に関する業務等の「移動体通信事業」一つであるため、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及び算定上の基礎は、次のとおりであります。

 

項目

当第２四半期連結累計期間

（自　平成24年６月１日

至　平成24年11月30日）

１株当たり四半期純利益金額 151円89銭

（算定上の基礎）  

四半期純利益金額(千円) 122,844

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) 122,844

普通株式の期中平均株式数(株) 808,752

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前
連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

―

（注）１．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（新株予約権）は存在するものの、当社株式は非

上場であったため、期中平均株価が把握されませんので記載しておりません。

　　　２．当社は、平成24年10月１日付で、普通株式１株につき普通株式200株の株式分割を行っております。当該株式分割が当連

結会計年度の期首に行われたと仮定して、１株当たり四半期純利益金額を算定しております。
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(重要な後発事象)

当第２四半期連結累計期間(自　平成24年６月１日　至　平成24年11月30日)

（新株式の発行）

当社は、平成24年12月19日に東京証券取引所マザーズ、平成24年12月20日に福岡証券取引所Ｑ－Ｂｏａｒｄに上場いたし

ました。

当社は、上場に当たり、平成24年11月14日及び平成24年11月29日開催の取締役会において新株式の発行を決議し、次のと

おり平成24年12月18日に払込が完了しております。

この結果、同日付で資本金は373,559千円、発行済株式総数は1,045,200株となっております。

 

　　(1) 募集方法                   　　: 　一般募集（ブックビルディング方式による募集）

　　(2) 発行する株式の種類及び数       :   普通株式　106,800株

　　(3) 発行価格                       : 　１株につき　3,000円

　　(4) 引受価額                       :   １株につき　2,760円

　　　この価額は、当社が引受人より１株当たりの新株式払込金として受取った金額であります。なお、発行価格と引受価額との差

額の総額は、引受人の手取金となります。

　(5) 発行価額（会社法上の払込金額） :   １株につき　2,295円

　　(6) 資本組入額                   　:　 １株につき　1,380円

　　(7) 引受価額の総額    　　　　　   :　 294,768千円

　　(8) 発行価額の総額                 :   245,106千円

　  (9) 資本組入額の総額　             :   147,384千円

　（10) 払込期日                       : 　平成24年12月18日

　（11) 資金の使途                     : 　当社の主力製品である「ボイスパケットトランシーバー」の仕入れ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 に伴う運転資金に充当する予定であります。
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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

 

平成25年１月10日

モバイルクリエイト株式会社

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　　白　　水　　一　　信　　㊞

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士　　内　　藤　　真　　一　　㊞

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士　　城　　戸　　昭　　博　　㊞

 

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」に掲げられているモバイルク

リエイト株式会社の平成24年６月１日から平成25年５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

24年９月１日から平成24年11月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成24年６月１日から平成24年11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。

EDINET提出書類

モバイルクリエイト株式会社(E27064)

四半期報告書

21/22



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、モバイルクリエイト株式会社及び連結子会社の平成24年11

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。

 

強調事項

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成24年11月14日及び平成24年11月29日開催の取締役会におい

て新株式の発行を決議し、平成24年12月18日に払込が完了している。

当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。

 

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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