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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65期

第３四半期累計期間
第66期

第３四半期累計期間
第65期

会計期間
自 平成27年４月１日
至 平成27年12月31日

自 平成28年４月１日
至 平成28年12月31日

自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日

売上高 (千円) 6,526,838 4,357,632 8,568,429

経常利益 (千円) 365,309 100,433 479,360

四半期(当期)純利益 (千円) 211,571 50,871 284,672

持分法を適用した
場合の投資利益

(千円) － － －

資本金 (千円) 275,500 275,500 275,500

発行済株式総数 (千株) 20,687 20,687 20,687

純資産額 (千円) 3,320,888 3,390,964 3,390,077

総資産額 (千円) 10,153,031 9,337,273 9,440,498

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 10.35 2.49 13.92

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) － － 2.50

自己資本比率 (％) 32.7 36.3 35.9
 

 

回次
第65期

第３四半期会計期間
第66期

第３四半期会計期間

会計期間
自 平成27年10月１日
至 平成27年12月31日

自 平成28年10月１日
至 平成28年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 4.01 0.85
 

(注) １．売上高には、消費税等は含まれていない。

２．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いない。

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いな

い。

４．当社は四半期連結財務諸表を作成していないので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については

記載していない。

 

２ 【事業の内容】

当第３四半期累計期間における、事業の内容に重要な変更はない。また、関係会社の異動はない。　
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期累計期間において、本四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資

者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項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ない。

 なお、重要事象等は存在していない。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四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ない。

　

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、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものである。

　

(1) 業績の状況　

当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、政府による経済政策や金融政策の効果もあり、雇用・所得環境の

改善が進むなど、緩やかな回復基調が続いたものの、一方では海外経済の減速、為替、原材料価格の変動リスクを

抱え、先行き不透明な状況で推移した。

　当社の主な関連業界である建設及び住宅業界においては、首都圏を中心とした再開発工事の増加や復旧・復興需

要の下支えにより民間投資は堅調に推移した。その反面、工事従事者不足や資材価格の高止まりなど、不透明な状

況が続いた。

　このような状況の中、当社は仮設関連の旺盛な需要に応えるべく、保有機材の拡充や生産体制の強化に努めた

が、当第３四半期累計期間の業績は、売上高43億５千７百万円（前年同四半期比33.2％減）と減収となった。損益

面においては、営業利益１億１千７百万円（前年同四半期比69.1％減）、経常利益１億円（前年同四半期比72.5％

減）、四半期純利益５千万円（前年同四半期比76.0％減）と減益となった。

　

セグメントの状況は次のとおりである。

① 仮設機材販売

仕入商品販売の減少と、リース業者の機材保有量の上昇による買い控えから主力製品の受注が減少し、売上高は

16億５千２百万円（前年同四半期比30.5％減）と減収となった。セグメント利益は３千万円（前年同四半期比

79.9％減）と減益となった。

② 仮設機材賃貸

首都圏を中心とした再開発工事等により仮設機材の需要は底堅いが、人手不足や資材高騰による工事着工遅れ等

で軽仮設機材の稼働は足踏み状態が続き、売上高は18億７千１百万円（前年同四半期比10.1％減）と減収となっ

た。セグメント利益は減収による粗利率の低下により７千６百万円（前年同四半期比66.7％減）と減益となった。

③ 金属加工事業

鉄骨部材製造受託の逸注及びくさび緊結式足場、高速道路用吊り足場のＯＥＭ製造の減少により、売上高は８億

３千３百万円（前年同四半期比59.7％減）と減収となった。利益面では価格交渉による粗利率の上昇や経費負担の

減少もあり、セグメント利益は２千１百万円（前年同四半期比252.1%増）と増益となった。

　

(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はな

い。

　

(3) 研究開発活動

当第３四半期累計期間における当社の研究開発活動に係る費用の総額は７千７百万円である。なお、当第３四半

期累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はない。
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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 60,000,000

計 60,000,000
 

 

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28年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成29年２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 20,687,400 20,687,400
東京証券取引所
（市場第２部）

単元株式数は1,000株である。

計 20,687,400 20,687,400 － －
 

(注)　発行済株式のうち、6,637,500株は、現物出資(借入金531百万円の株式化)により発行されたものである。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項なし。

 

(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】

該当事項なし。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項なし。

 

(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28年10月１日～
平成28年12月31日

－ 20,687,400 － 275,500 － 526,043
 

 

(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、記載事項はない。

 

EDINET提出書類

中央ビルト工業株式会社(E00091)

四半期報告書

 4/17



 

(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28年９月30日)に基づく株主名簿による記載をしている。

 

① 【発行済株式】

平成28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 250,000 － －

完全議決権株式(その他) 普通株式 20,239,000 20,239 －

単元未満株式 普通株式 198,400 － －

発行済株式総数  20,687,400 － －

総株主の議決権  － 20,239 －
 

(注)　「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、1,000株(議決権の数１個)含

まれている。

 

② 【自己株式等】

  平成28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(％)

中央ビルト工業株式会社
東京都中央区日本橋
富沢町11番12号

250,000 － 250,000 1.2

計  250,000 － 250,000 1.2
 

 

２ 【役員の状況】

該当事項なし。
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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いる。

 

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３四半期会計期間(平成28年10月１日から平成28年

12月31日まで)及び第３四半期累計期間(平成28年４月１日から平成28年12月31日まで)に係る四半期財務諸表につい

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いる。

 

３．四半期連結財務諸表について

当社は子会社がないため、四半期連結財務諸表は作成していない。
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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

(平成28年３月31日)
当第３四半期会計期間
(平成28年12月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 706,869 943,735

  受取手形 ※１、※２  464,090 ※１、※２  533,647

  売掛金 1,435,224 1,081,192

  製品 745,323 866,786

  仕掛品 369,874 363,880

  原材料及び貯蔵品 641,488 640,645

  繰延税金資産 28,732 1,732

  未収入金 ※１  136,760 ※１  97,318

  その他 14,211 10,262

  貸倒引当金 △2,959 △2,531

  流動資産合計 4,539,617 4,536,669

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物 1,936,054 1,940,003

    減価償却累計額 △1,660,881 △1,680,839

    建物（純額） 275,172 259,163

   構築物 618,858 629,668

    減価償却累計額 △585,931 △591,168

    構築物（純額） 32,926 38,500

   機械及び装置 2,019,080 2,021,150

    減価償却累計額 △1,819,289 △1,851,521

    機械及び装置（純額） 199,791 169,628

   貸与資産 9,599,604 9,644,529

    減価償却累計額 △8,662,007 △8,773,350

    貸与資産（純額） 937,596 871,179

   車両運搬具 64,328 59,208

    減価償却累計額 △63,920 △59,106

    車両運搬具（純額） 407 101

   工具、器具及び備品 264,617 273,718

    減価償却累計額 △257,582 △262,692

    工具、器具及び備品（純額） 7,034 11,025

   土地 3,177,361 3,177,361

   リース資産 138,775 142,645

    減価償却累計額 △56,893 △74,792

    リース資産（純額） 81,881 67,853

   有形固定資産合計 4,712,173 4,594,814

  無形固定資産 10,721 14,094

  投資その他の資産   

   投資有価証券 31,688 34,460

   繰延税金資産 39,297 42,749

   その他 110,832 118,317

   貸倒引当金 △3,832 △3,832

   投資その他の資産合計 177,986 191,694

  固定資産合計 4,900,880 4,800,603

 資産合計 9,440,498 9,337,273
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           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成28年３月31日)
当第３四半期会計期間
(平成28年12月31日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形 ※２  924,953 ※２  951,308

  買掛金 550,703 325,698

  短期借入金 1,950,000 2,550,000

  1年内返済予定の長期借入金 346,228 346,228

  未払法人税等 107,994 8,704

  賞与引当金 30,960 -

  役員賞与引当金 32,030 24,022

  その他 340,737 233,400

  流動負債合計 4,283,607 4,439,362

 固定負債   

  長期借入金 1,453,116 1,193,445

  退職給付引当金 124,867 140,122

  長期未払金 98,464 98,464

  その他 90,363 74,914

  固定負債合計 1,766,812 1,506,946

 負債合計 6,050,420 5,946,308

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 275,500 275,500

  資本剰余金 526,043 526,043

  利益剰余金 2,605,932 2,605,697

  自己株式 △24,916 △25,719

  株主資本合計 3,382,559 3,381,521

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 7,518 9,442

  評価・換算差額等合計 7,518 9,442

 純資産合計 3,390,077 3,390,964

負債純資産合計 9,440,498 9,337,273
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(2) 【四半期損益計算書】

【第３四半期累計期間】

           (単位：千円)

          前第３四半期累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

売上高 6,526,838 4,357,632

売上原価 5,367,406 3,477,442

売上総利益 1,159,431 880,190

販売費及び一般管理費 780,179 763,056

営業利益 379,252 117,133

営業外収益   

 受取利息 261 98

 受取配当金 1,056 1,188

 受取地代家賃 3,493 3,493

 雑収入 3,045 3,233

 営業外収益合計 7,857 8,014

営業外費用   

 支払利息 18,520 14,505

 支払補償金 － 7,500

 雑支出 3,280 2,707

 営業外費用合計 21,800 24,713

経常利益 365,309 100,433

特別損失   

 臨時損失 ※  35,000 －

 特別損失合計 35,000 －

税引前四半期純利益 330,309 100,433

法人税、住民税及び事業税 100,138 26,862

法人税等調整額 18,600 22,700

法人税等合計 118,738 49,562

四半期純利益 211,571 50,871
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【注記事項】

(会計方針の変更)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応

報告第32号 平成28年６月17日）を第１四半期会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備及

び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更している。

　なお、この変更に伴う当第３四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響額は軽

微である。

 

(追加情報)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を第１四半

期会計期間から適用している。

 

(四半期貸借対照表関係)

※１　手形債権流動化による受取手形の譲渡高及び支払留保額

 
　 前事業年度

(平成28年３月31日)
当第３四半期会計期間
(平成28年12月31日)

受取手形の譲渡高 564,315千円 493,947千円

支払留保額 127,133 〃 95,941 〃
 

(注)　支払留保額は、手形債権流動化による受取手形の譲渡高のうち遡及義務として支払留保されているもので

ある。

 

※２　四半期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いる。なお、当第３

四半期会計期間末日が金融機関の休業日であったため、次の四半期会計期間末日満期手形が、四半期会計期間

末残高に含まれている。

 
　 前事業年度

(平成28年３月31日)
当第３四半期会計期間
(平成28年12月31日)

受取手形 － 13,119千円

支払手形 － 189,754 〃
 

 

(四半期損益計算書関係)

※　名古屋工場の地盤沈下対策工事費用である。

 
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュフロー計算書は作成していない。なお、第３四半期累計期間に係

る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりである。

 

 
前第３四半期累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

減価償却費 412,554千円 395,851千円
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(株主資本等関係)

前第３四半期累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年12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27年６月24日
定時株主総会

普通株式 51,138 2.5 平成27年３月31日 平成27年６月25日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第３四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３四半期会計期間の末日後となる

もの

該当事項なし。

 

当第３四半期累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年12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６月24日
定時株主総会

普通株式 51,106 2.5 平成28年３月31日 平成28年６月27日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第３四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３四半期会計期間の末日後となる

もの

該当事項なし。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第３四半期累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年12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
仮設機材販売 仮設機材賃貸 金属加工事業

 売上高     

　外部顧客への売上高 2,376,359 2,081,943 2,068,534 6,526,838

計 2,376,359 2,081,943 2,068,534 6,526,838

　セグメント利益 150,934 228,582 6,215 385,731
 

 

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 385,731

　全社費用　(注) △6,479

　四半期損益計算書の営業利益 379,252
 

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費である。

 

Ⅱ 当第３四半期累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年12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
仮設機材販売 仮設機材賃貸 金属加工事業

 売上高     

　外部顧客への売上高 1,652,582 1,871,714 833,335 4,357,632

計 1,652,582 1,871,714 833,335 4,357,632

　セグメント利益 30,401 76,129 21,884 128,415
 

 

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 128,415

　全社費用　(注) △11,282

　四半期損益計算書の営業利益 117,133
 

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費である。

　

３．報告セグメントの変更等に関する事項

会計方針の変更に記載のとおり、法人税法の改正に伴い、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築

物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更したため、事業セグメントの減価償却方法を同様に変更している。

　なお、この変更に伴う当第３四半期累計期間のセグメント利益又は損失に与える影響額は軽微である。
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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、以下のとおりである。

 

項目
前第３四半期累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年12月31日)

   １株当たり四半期純利益金額 10円35銭 2円49銭

    (算定上の基礎)   

   四半期純利益金額(千円) 211,571 50,871

   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) 211,571 50,871

   普通株式の期中平均株式数(千株) 20,447 20,438
 

(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いない。
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(重要な後発事象)

当社は、平成29年２月14日開催の取締役会において、旭化成ホームズ株式会社（以下「旭化成ホームズ」とい

う。）と業務資本提携契約の締結及び旭化成ホームズを割当先とする第三者割当により発行される株式の募集（以

下「本第三者割当」という。）を決議した。

 

１．業務資本提携の理由及び内容

（１）業務資本提携の理由

当社と旭化成ホームズとは、建設事業および金属加工事業の各分野においてそれぞれが有する経営資源を有効

に活かしつつ、それぞれの競争力を強化するとともに企業価値を向上させることを目的として、業務提携（以下

「本業務提携」という。）を行うこととした。

　加えて、本業務提携による相互の信頼・協力関係を強化するとともに、その目的である協業によるシナジー効

果を円滑かつ効率的に実現し、その実効性を担保するため、旭化成ホームズが当社株式を保有することにより資

本提携を行うこととした。また、業務提携の実効性を高めることを目的として、当社と旭化成ホームズは、当社

の株主総会における承認決議がなされることを条件に、取締役１名及び取締役・監査等委員１名を当社に派遣す

ることについて合意している。

（２）業務提携の内容

①　当社は旭化成ホームズの完全子会社である旭化成住工株式会社（以下「旭住工」という。）から建物用鉄

骨部材を製造受託する。

②　当社は千葉工場の敷地の一部を旭化成ホームズに賃貸する。その賃貸を受け旭化成ホームズは鉄骨部材製

造工場を新設する。

③　新設された工場を当社は旭化成ホームズより賃借し又製造設備については旭住工より賃借する。

（３）資本提携の内容

当社は、本第三者割当により、旭化成ホームズに当社の普通株式3,100,000株（本第三者割当後の議決権所有割

合13.28％、発行済株式総数に対する所有割合13.03％）を割り当てる。加えて平成29年３月３日付で旭化成ホー

ムズは当社株主から株式取得を行い、その結果旭化成ホームズの所有株式は7,700,000株、議決権所有割合は

32.99％、発行済株式総数に対する所有割合は32.37％となる見込みである。

（４）今後の見通し

当社は旭化成ホームズとの関係強化による事業の発展や拡大により、中長期的には企業業績の向上に繋がるも

のと考えているが、現時点では、当社の業績予想への影響については未定である。

 

２．第三者割当の内容

（１）発行新株式数 普通株式3,100,000株

（２）発行価格 １株につき、150円

（３）発行価格総額 465,000,000円

（４）資本組入額 １株につき、75円

（５）資本組入額総額 232,500,000円

（６）払込期日 平成29年３月３日（金曜日）

（７）割当先 旭化成ホームズ株式会社

（８）資金使途 千葉機材センター移転に伴う設備投資等
 

 

２ 【その他】

該当事項なし。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項なし。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

 

平成２９年２月１４日

 
 

中央ビルト工業株式会社

　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　　加　　藤　　克　　彦　　㊞

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　菊　　地　　　　　徹　　㊞

 

 

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」に掲げられている中央ビルト

工業株式会社の平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までの第６６期事業年度の第３四半期会計期間(平成２８

年１０月１日から平成２８年１２月３１日まで)及び第３四半期累計期間(平成２８年４月１日から平成２８年１２月３

１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、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを

行った。

 

四半期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。

 

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、中央ビルト工業株式会社の平成２８年１２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。

 

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２９年２月１４日開催の取締役会において、旭化成ホームズ株

式会社と業務資本提携契約の締結及び旭化成ホームズ株式会社を割当先とする第三者割当により発行される株式の募集

を決議した。

　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
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(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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