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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43期

第１四半期
連結累計期間

第44期
第１四半期
連結累計期間

第43期

会計期間
自 平成28年４月１日
至 平成28年６月30日

自 平成29年４月１日
至 平成29年６月30日

自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日

売上高 (千円) 4,419,832 4,229,965 18,106,769

経常利益 (千円) 249,360 213,311 903,630

親会社株主に帰属する四半期
(当期)純利益

(千円) 154,344 240,995 576,322

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 121,718 145,554 665,295

純資産額 (千円) 6,899,119 7,501,106 7,424,570

総資産額 (千円) 10,494,800 11,070,946 11,527,196

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 19.85 30.72 73.83

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 (％) 64.3 66.3 63.0
 

(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、消費税等は含んでおりません。

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。

 

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（当社及び当社の連結子会社）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、主要な関係会社における異動もありません。

　なお、当社の100％連結子会社であった株式会社ウイズミーは、平成29年４月１日付で当社が吸収合併したことに伴

い、消滅しております。
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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】

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（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。

 

(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、企業収益や雇用環境の改善が続く中、緩やかな回復基調で推

移いたしました。しかしながら、米国新政権による政策変更、中国を始めとするアジア新興国の経済動向、北朝鮮

問題等、世界経済の不確実性により依然として先行き不透明な状況にあります。

このような経済環境の中、当社グループは、メンテナンス＆エンジニアリングを事業領域に設定し、お客様の多

様な課題解決に対するソリューション力のより一層の強化を図り、「社会インフラ技術産業」の担い手として、企

業価値向上に努めてまいりました。

この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は4,229百万円（前年同期比4.3％減）、営業利益は193百万円（前

年同期比20.0％減）、経常利益は213百万円（前年同期比14.5％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は240百

万円（前年同期比56.1％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。

メカトロ関連事業におきましては、半導体製造装置・液晶・自動車関連の好調な市況継続による稼働増加や売上

単価向上、さらにはエンジニアリング部門での画像検査装置の販売及び前年度より新たに取り組みを開始した画像

設定業務の受注が順調に推移する中、一部事業所における稼働低下等の影響により、売上高は1,440百万円（前年同

期比5.8％減）、セグメント利益は92百万円（同20.8％増）となりました。

ファシリティ関連事業におきましては、お客様の課題解決をする提案型営業を推進し、大型ホテルの総合管理業

務や商業施設・事務所ビルの改装工事等の受注が堅調に推移いたしましたが、前年同期において取り組んだホテル

修繕工事や太陽光設備関連工事が減少したことにより、売上高は1,981百万円（同6.4％減）、セグメント利益は40

百万円（同64.9％減）となりました。

コンテンツサービス事業におきましては、主軸のホール関連事業、放送技術関連事業が堅調に推移し、イベント

関連事業も継続性の高い業務へのビジネス転換・拡大を図ることにより、売上高は808百万円（同4.6％増）、セグ

メント利益は62百万円（同11.1％増）となりました。

 

(2) 財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は11,070百万円となり、前連結会計年度末に比べ456百万円減少いたしま

した。流動資産は7,311百万円となり、前連結会計年度末に比べ245百万円減少いたしました。主な要因は、受取手

形及び売掛金の596百万円の減少及び現金及び預金の272百万円の増加等であります。固定資産は3,759百万円とな

り、前連結会計年度末に比べ210百万円減少いたしました。主な要因は、投資有価証券の197百万円の減少及び建物

及び構築物の30百万円の減少等であります。当第１四半期連結会計期間末の負債合計は3,569百万円となり、前連結

会計年度末に比べ532百万円減少いたしました。主な要因は、買掛金の284百万円の減少及び賞与引当金の229百万円

の減少等であります。当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は7,501百万円となり、前連結会計年度末に比べ76

百万円増加いたしました。主な要因は、利益剰余金の160百万円の増加及びその他有価証券評価差額金の103百万円

の減少等であります。
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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 36,500,000

計 36,500,000
 

 

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29年６月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成29年８月９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 9,125,000 9,125,000
東京証券取引所
（市場第二部）

単元株式数は100株
であります。

計 9,125,000 9,125,000 ― ―
 

 

(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29年４月１日～
平成29年６月30日

― 9,125,000 ― 981,662 ― 956,962
 

 

(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29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29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)
(自己保有株式)

― ―
普通株式 1,057,300

完全議決権株式(その他) 普通株式 8,066,300 80,663 ―

単元未満株式 普通株式　 1,400 ― ―

発行済株式総数 9,125,000 ― ―

総株主の議決権 ― 80,663 ―
 

(注)１．「単元未満株式」欄の普通株式には、自己保有株式19株及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社（役員

報酬BIP信託口・75848口）が保有する当社株式56株が含まれております。

２．「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、従業員持株会支援信託ESOPの信託口である日本トラス

ティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）が保有する当社株式104,900株（議決権の数1,049個）及び日本

マスタートラスト信託銀行株式会社（役員報酬BIP信託口・75848口）が保有する当社株式123,700株（議決権

の数1,237個）が含まれております。

 

② 【自己株式等】

  平成29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）

株式会社マイスター

エンジニアリング

千葉市美浜区中瀬
一丁目３番地

1,057,300 ― 1,057,300 11.59

計 ― 1,057,300 ― 1,057,300 11.59
 

（注）上記には、従業員持株会支援信託ESOPの信託口である日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）

が保有する当社株式104,900株及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社（役員報酬BIP信託口・75848口）が

保有する当社株式123,700株は含まれておりません。

 
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。

 

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29年４月１日から平成

29年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29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 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。
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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３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成29年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 4,095,598 4,368,351

  受取手形及び売掛金 3,026,371 2,429,789

  未成工事支出金 108,269 172,313

  仕掛品 25,679 35,635

  原材料及び貯蔵品 34,714 21,798

  その他 279,300 293,063

  貸倒引当金 △12,865 △9,677

  流動資産合計 7,557,068 7,311,274

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 1,075,396 1,044,907

   土地 1,092,357 1,081,261

   その他（純額） 174,888 175,514

   有形固定資産合計 2,342,642 2,301,683

  無形固定資産   

   のれん 35,820 30,703

   その他 38,272 35,590

   無形固定資産合計 74,093 66,293

  投資その他の資産   

   投資有価証券 483,165 285,224

   破産更生債権等 19,268 18,068

   差入保証金 190,141 180,239

   その他 899,157 943,743

   貸倒引当金 △38,342 △35,581

   投資その他の資産合計 1,553,391 1,391,694

  固定資産合計 3,970,127 3,759,672

 資産合計 11,527,196 11,070,946
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成29年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成29年６月30日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 1,036,794 752,771

  1年内返済予定の長期借入金 9,477 7,110

  未払法人税等 215,267 49,652

  賞与引当金 432,620 203,210

  その他 827,240 946,736

  流動負債合計 2,521,399 1,959,481

 固定負債   

  長期借入金 323,970 323,970

  役員株式給付引当金 8,879 18,188

  退職給付に係る負債 948,626 964,694

  資産除去債務 53,454 53,628

  預り保証金 117,257 115,755

  その他 129,039 134,123

  固定負債合計 1,581,226 1,610,359

 負債合計 4,102,626 3,569,840

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 981,662 981,662

  資本剰余金 968,581 968,581

  利益剰余金 5,929,565 6,089,884

  自己株式 △719,284 △706,706

  株主資本合計 7,160,524 7,333,421

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 158,976 55,408

  退職給付に係る調整累計額 △51,656 △46,380

  その他の包括利益累計額合計 107,319 9,028

 非支配株主持分 156,726 158,655

 純資産合計 7,424,570 7,501,106

負債純資産合計 11,527,196 11,070,946
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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28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

売上高 4,419,832 4,229,965

売上原価 3,638,995 3,495,517

売上総利益 780,837 734,447

販売費及び一般管理費 538,930 541,031

営業利益 241,906 193,416

営業外収益   

 受取利息 898 150

 受取配当金 2,224 2,319

 貸倒引当金戻入額 2,971 5,948

 その他 6,852 12,752

 営業外収益合計 12,946 21,171

営業外費用   

 支払利息 742 379

 為替差損 1,440 －

 その他 3,308 897

 営業外費用合計 5,492 1,276

経常利益 249,360 213,311

特別利益   

 固定資産売却益 － 2,862

 投資有価証券売却益 － 149,508

 特別利益合計 － 152,371

税金等調整前四半期純利益 249,360 365,682

法人税、住民税及び事業税 43,718 50,558

法人税等調整額 46,400 71,279

法人税等合計 90,118 121,837

四半期純利益 159,241 243,845

非支配株主に帰属する四半期純利益 4,896 2,849

親会社株主に帰属する四半期純利益 154,344 240,995
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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28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

四半期純利益 159,241 243,845

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △45,500 △103,567

 退職給付に係る調整額 7,977 5,276

 その他の包括利益合計 △37,523 △98,290

四半期包括利益 121,718 145,554

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 116,821 142,705

 非支配株主に係る四半期包括利益 4,896 2,849
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【注記事項】

(追加情報)

①従業員持株会に信託を通じて自社の株式を交付する取引

当社は、従業員の福利厚生の充実及び当社の企業価値向上に係るインセンティブの付与を目的として、従業員持株

会に信託を通じて自社の株式を交付する制度「従業員持株会支援信託ＥＳＯＰ」を導入しております。

　

(1) 取引の概要

当社がＭＥ社員持株会（以下、「本持株会」といいます。）に加入する従業員のうち一定の要件を充足する者を

受益者とする信託を設定し、当該信託は信託期間中に本持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を、予め一括

して取得します。その後、当該信託は当社株式を毎月一定日に本持株会に売却します。信託終了時に、株価の上昇

等により信託収益がある場合には、受益者要件を充足する当社従業員に対して金銭が分配されます。株価の下落に

より譲渡損失が生じ信託財産に係る債務が残る場合には、責任財産限定特約付金銭消費貸借契約の保証条項に基づ

き、当社が銀行に対して一括して弁済することとなります。

　

(2) 信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の部に自己株式

として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度52,030千円、104千株、当第１四

半期連結会計期間41,316千円、83千株であります。

　

(3) 総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額

前連結会計年度23,970千円、当第１四半期連結会計期間23,970千円

　

②役員に信託を通じて自社の株式を交付する取引

当社は、取締役（社外取締役を除く。以下同じ）に対し、取締役の報酬と当社業績及び株主価値との連動性をより

明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制

度「役員報酬ＢＩＰ信託」を導入しております。

　

(1) 取引の概要

本制度は、当社が拠出する金銭を原資として信託を設定し、信託を通じて当社株式の取得を行い、当社取締役に

対し、当社取締役会が定める株式交付規程に従って、業績目標等の達成度に応じて付与されるポイントに基づき、

信託を通じて当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭（以下、「当社株式等」という。）を交付及び給付

（以下、「交付等」という。）する業績連動型株式報酬制度であります。なお、取締役が当社株式等の交付等を受

けるのは、原則として取締役退任時となります。

　

(2) 信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の部に自己株式

として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度77,347千円、123千株、当第１四

半期連結会計期間75,482千円、120千株であります。
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(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28年４月１日
至　平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
至　平成29年６月30日)

減価償却費 35,023千円 34,191千円

のれん償却額 5,117千円 5,117千円
 

 

(株主資本等関係)

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年６月30日）

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 80,676 10.00 平成28年３月31日 平成28年６月27日 利益剰余金
 

（注）平成28年６月24日定時株主総会決議による配当金の総額には、信託が保有する自社の株式に対する配当金3,004千

円が含まれております。

 
Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年６月30日）

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６月23日
定時株主総会

普通株式 80,676 10.00 平成29年３月31日 平成29年６月26日 利益剰余金
 

（注）平成29年６月23日定時株主総会決議による配当金の総額には、信託が保有する自社の株式に対する配当金2,286千

円が含まれております。
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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28年４月１日　至平成28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

合計メカトロ
関連事業

ファシリティ
関連事業

コンテンツ
サービス事業

売上高     

(1) 外部顧客への売上高 1,529,385 2,117,623 772,823 4,419,832

(2) セグメント間の内部
   売上高又は振替高

－ － － －

計 1,529,385 2,117,623 772,823 4,419,832

セグメント利益 76,408 115,162 55,953 247,524
 

　
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 247,524

のれん償却額 △5,117

その他の調整額 △500

四半期連結損益計算書の営業利益 241,906
 

 
３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

 
Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成29年４月１日　至平成29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

合計メカトロ
関連事業

ファシリティ
関連事業

コンテンツ
サービス事業

売上高     

(1) 外部顧客への売上高 1,440,152 1,981,147 808,665 4,229,965

(2) セグメント間の内部
   売上高又は振替高

－ － － －

計 1,440,152 1,981,147 808,665 4,229,965

セグメント利益 92,278 40,468 62,141 194,888
 

　
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 194,888

のれん償却額 △5,117

その他の調整額 3,644

四半期連結損益計算書の営業利益 193,416
 

 
３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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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。

 
前第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年６月30日)

１株当たり四半期純利益金額 19円85銭 30円72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) 154,344 240,995

 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)

154,344 240,995

 普通株式の期中平均株式数(株) 7,773,894 7,844,712
 

(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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．株主資本において自己株式として計上されている従業員持株会支援信託ＥＳＯＰ（前第１四半期連結累計期

間 168,829株、当第１四半期連結累計期間 99,475株）及び役員報酬ＢＩＰ信託（前第１四半期連結累計期間

124,958株、当第１四半期連結累計期間 123,494株）に残存する自社の株式は、１株当たり四半期純利益金額の

算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

 

(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。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成29年８月９日

株式会社マイスターエンジニアリング

取締役会  御中

 

有限責任 あずさ監査法人
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   栗　　栖　　孝　　彰   印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   筑　　紫　　　　　徹   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」に掲げられている株式会社マイス

ターエンジニアリングの平成29年４月１日から平成30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

29年４月１日から平成29年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29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、株式会社マイスターエンジニアリング及び連結子会社の平成29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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