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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73期

第１四半期
連結累計期間

第74期
第１四半期
連結累計期間

第73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） 2,769,309 4,373,805 19,175,239

経常利益 （千円） 255,641 345,781 1,924,565

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純利益
（千円） 59,771 162,205 1,312,408

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 12,609 197,375 1,403,499

純資産額 （千円） 5,491,160 6,885,636 6,881,414

総資産額 （千円） 13,089,744 16,390,187 17,323,363

１株当たり四半期（当期）純利益 （円） 7.62 20.68 167.29

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益
（円） － － －

自己資本比率 （％） 41.73 41.81 39.52

　（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、主要な関係会社における異動もありません。
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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、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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、個人消費に力強さは欠けるものの、引き続き、堅調な企業収

益や雇用環境の改善等を背景に緩やかな回復基調で推移いたしました。

当社グループと関係が深い建設業界、特に東北地方の被災地におきましては、復興の新たなステージを迎えてい

る中、引き続き、資機材価格や建設労働者不足による労務費の高止まり等の影響が顕在化し、震災復興需要を含む

公共投資は緩やかな減少傾向を辿るなど、民間建設投資とともに価格競争による厳しい受注環境で推移いたしまし

た。

このような環境の中、建築事業における大型物件の影響により、当第１四半期連結累計期間の受注高は、52億68

百万円（前年同期比　27.1％増）、売上高は、43億73百万円（前年同期比　57.9％増）、繰越高は、159億41百万円

（前年同期比　31.0％増）となりました。利益につきましては、営業利益は、３億19百万円（前年同期比　39.0％

増）、経常利益は、３億45百万円（前年同期比　35.3％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は、投資有価証

券の売却益55百万円の影響もあり、１億62百万円（前年同期比　171.4％増）となりました。

なお、当社の売上高は通常の営業形態として、第４四半期に完成する工事の割合が大きいため、四半期の業績に

季節的変動があります。

 

セグメントの業績は次のとおりであります。

ア．建築事業

建築事業においては、受注高は、33億72百万円（前年同期比　73.2％増）、売上高は、32億64百万円（前年同

期比　84.3％増）となりました。繰越高は、107億99百万円（前年同期比　44.4％増）となりました。営業利益

は、３億８百万円（前年同期比　52.1％増）となりました。

イ．土木緑地事業

土木緑地事業においては、受注高は、10億６百万円（前年同期比　24.7％減）、売上高は、７億59百万円（前

年同期比　25.1％増）となりました。繰越高は、45億40百万円（前年同期比　8.9％増）となりました。営業利益

は、35百万円（前年同期比　52.2％減）となりました。

ウ．環境関連事業

環境関連事業においては、受注高は、６億41百万円（前年同期比　15.0％増）、売上高は、１億１百万円（前

年同期比　15.2％増）となりました。繰越高は、６億円（前年同期比　15.1％増）となりました。営業利益は、

39百万円（前年同期　55.8％増）となりました。

エ．不動産事業

不動産事業においては、受注高及び売上高は、12百万円（前年同期比　49.1％減）となりました。営業利益

は、８百万円（前年同期比　11.1％減）となりました。

オ．その他事業

その他事業においては、受注高及び売上高は、２億34百万円（前年同期比　15.2％減）となりました。営業利

益は、34百万円（前年同期比　44.0％増）となりました。

 

　なお、当第１四半期連結会計期間より、会社組織変更に伴い、従来、「環境関連事業」に区分されていた建設工

事（水処理施設工事等）及びビルメンテナンス業務を「建築事業」に変更しております。

　また、前年同期比較にあたっては、前年同期実績値を変更後の区分に組み替えて計算しております。
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(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、163億90百万円となり、前連結会計年度末に比べ９億33百万円減少い

たしました。主な要因は、現金預金11億40百万円、未成工事支出金４億53百万円の増加に対し、受取手形・完成工

事未収入金等26億30百万円等の減少によるものであります。

　当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、95億４百万円となり、前連結会計年度末に比べ９億37百万円減少い

たしました。主な要因は、未成工事受入金８億30百万円等の増加に対し、支払手形・工事未払金等10億61百万円、

短期借入金86百万円、未払法人税等３億44百万円、賞与引当金１億86百万円、その他流動負債１億14百万円等の減

少によるものであります。

　当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は、68億85百万円となり、前連結会計年度末に比べ４百万円増加いた

しました。主な要因は、利益剰余金26百万円等の減少に対し、その他有価証券評価差額金54百万円の増加によるも

のであります。

 

(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

　 当第１四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１四半期連結累計期間において、該当事項はありません。

 

(5)経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

　 当第１四半期連結累計期間において、当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と

見通しについて重要な変更はありません。

 

(6)経営者の問題認識と今後の方針について

　 当第１四半期連結累計期間において、当社グループの経営者の問題認識と今後の方針について重要な変更はあり

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 29,000,000

計 29,000,000

 

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 7,850,000 7,850,000

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数

1,000株

計 7,850,000 7,850,000 － －

 

（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
　－ 　7,850,000 　－ 583,300 　－ 213,355

 

（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。

EDINET提出書類

常磐開発株式会社(E00267)

四半期報告書

 6/19



（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）  普通株式　　　 5,000 － －

完全議決権株式（その他）  普通株式　 7,834,000 7,834 －

単元未満株式  普通株式　　　11,000 － －

発行済株式総数 　　　　　　7,850,000 － －

総株主の議決権 － 7,834 －

　（注）　「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が3,000株含まれております。また、

「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数３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（％）

常磐開発株式会社

福島県いわき市

常磐湯本町辰ノ口

１番地

5,000 － 5,000 0.06

計 － 5,000 － 5,000 0.06

 

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期累計期間における、役員の異動はありません。
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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、新日本有限責任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   

現金預金 4,245,678 5,385,790

受取手形・完成工事未収入金等 7,024,266 4,393,635

販売用不動産 131,565 135,491

未成工事支出金 457,059 910,974

繰延税金資産 227,528 225,311

その他 889,492 894,551

貸倒引当金 △15,566 △11,911

流動資産合計 12,960,024 11,933,842

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 1,633,693 1,637,810

機械、運搬具及び工具器具備品 729,340 762,963

土地 1,217,477 1,217,477

リース資産 104,253 104,253

減価償却累計額 △1,232,278 △1,254,837

建設仮勘定 5,749 7,739

有形固定資産合計 2,458,236 2,475,407

無形固定資産   

その他 34,772 39,378

無形固定資産合計 34,772 39,378

投資その他の資産   

投資有価証券 1,485,771 1,534,653

リース債権 128,643 126,603

退職給付に係る資産 108,052 111,309

繰延税金資産 117 22,032

その他 171,828 170,589

貸倒引当金 △24,083 △23,629

投資その他の資産合計 1,870,329 1,941,559

固定資産合計 4,363,339 4,456,344

資産合計 17,323,363 16,390,187
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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   

支払手形・工事未払金等 5,356,000 4,294,878

短期借入金 1,176,000 1,090,000

1年内返済予定の長期借入金 143,812 135,472

未払法人税等 541,165 196,504

未成工事受入金 1,642,653 2,473,576

賞与引当金 440,344 253,752

完成工事補償引当金 10,810 11,240

工事損失引当金 780 -

その他 593,910 479,784

流動負債合計 9,905,477 8,935,207

固定負債   

長期借入金 166,673 133,850

繰延税金負債 94,514 158,919

再評価に係る繰延税金負債 83,523 83,523

退職給付に係る負債 39,600 39,878

長期未払金 22,435 22,435

その他 129,725 130,736

固定負債合計 536,471 569,343

負債合計 10,441,949 9,504,551

純資産の部   

株主資本   

資本金 583,300 583,300

資本剰余金 731,204 731,204

利益剰余金 5,142,053 5,115,999

自己株式 △2,011 △2,912

株主資本合計 6,454,545 6,427,591

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 609,831 664,302

土地再評価差額金 △255,360 △255,360

退職給付に係る調整累計額 37,177 16,787

その他の包括利益累計額合計 391,647 425,729

非支配株主持分 35,221 32,314

純資産合計 6,881,414 6,885,636

負債純資産合計 17,323,363 16,390,187
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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 ※１,※２ 2,769,309 ※１,※２ 4,373,805

売上原価 2,242,351 3,742,280

売上総利益 526,958 631,524

販売費及び一般管理費 297,358 312,462

営業利益 229,599 319,062

営業外収益   

受取利息 98 125

受取配当金 26,289 24,742

受取賃貸料 2,563 5,836

その他 3,762 4,076

営業外収益合計 32,714 34,780

営業外費用   

支払利息 4,896 5,042

支払保証料 1,205 2,514

その他 571 504

営業外費用合計 6,672 8,061

経常利益 255,641 345,781

特別利益   

固定資産売却益 46 －

投資有価証券売却益 - 55,536

特別利益合計 46 55,536

特別損失   

固定資産除却損 22 644

子会社社屋移転費用 － 2,353

特別損失合計 22 2,998

税金等調整前四半期純利益 255,665 398,319

法人税等 194,903 234,394

四半期純利益 60,761 163,924

非支配株主に帰属する四半期純利益 990 1,719

親会社株主に帰属する四半期純利益 59,771 162,205
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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 60,761 163,924

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △35,183 53,840

退職給付に係る調整額 △12,969 △20,389

その他の包括利益合計 △48,152 33,451

四半期包括利益 12,609 197,375

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 11,930 196,287

非支配株主に係る四半期包括利益 678 1,088
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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）

　税金費用については、当第１四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。

 

（四半期連結損益計算書関係）

　　※１　工事進行基準による完成工事高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）

工事進行基準による完成工事高 1,807,082千円 3,248,857千円

 

※２　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）及び当第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）

　　　当社グループの売上高は通常の営業形態として主に第４四半期に完成する工事の割合が大きいため、第

１四半期連結累計期間の売上高は相対的に少なくなる傾向にあります。

 

（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（無形固定資産に係る償却費を含む。）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 20,421千円 31,391千円
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（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）

１．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成28年６月24日

定時株主総会
普通株式 156,917 利益剰余金 20 平成28年３月31日 平成28年６月27日

 

(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当第１四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当第１四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。

２．株主資本の著しい変動に関する事項

　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．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成29年６月23日

定時株主総会
普通株式 188,258 利益剰余金 24 平成29年３月31日 平成29年６月26日

 

(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当第１四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当第１四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。

２．株主資本の著しい変動に関する事項

　該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

常磐開発株式会社(E00267)

四半期報告書

14/19



（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
その他
（注）

合計
 建築事業

土木緑地
事業

環境関連
事業

不動産事業 計

売上高        

外部顧客への

売上高
1,771,791 606,796 88,545 25,104 2,492,238 277,071 2,769,309

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

191 4,850 3,251 － 8,292 9,038 17,330

計 1,771,983 611,646 91,797 25,104 2,500,531 286,109 2,786,640

セグメント利益 202,516 74,956 25,481 9,207 312,161 23,704 335,865

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、警備事業等を含んでおり

ます。

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 312,161

「その他」の区分の利益 23,704

セグメント間取引消去 △3,532

全社費用（注） △102,733

四半期連結損益計算書の営業利益 229,599

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。

 

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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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
その他
（注）

合計
 建築事業

土木緑地
事業

環境関連
事業

不動産事業 計

売上高        

外部顧客への

売上高
3,264,965 759,153 101,968 12,783 4,138,870 234,935 4,373,805

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

2,011 1,540 4,438 － 7,989 18,667 26,656

計 3,266,976 760,693 106,406 12,783 4,146,859 253,602 4,400,462

セグメント利益 308,010 35,820 39,699 8,181 391,711 34,133 425,844

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、警備事業等を含んでおり

ます。

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 391,711

「その他」の区分の利益 34,133

セグメント間取引消去 △3,408

全社費用（注） △103,374

四半期連結損益計算書の営業利益 319,062

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。

 

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。

 

４．報告セグメントの変更等に関する事項

　当第１四半期連結会計期間より、会社組織変更に伴い、従来、「環境関連事業」に区分されていた建設工事

（水処理施設工事等）及びビルメンテナンス業務を「建築事業」に変更しております。

　なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後のセグメント区分で記載しております。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 
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 ７円62銭 20円68銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益（千円） 59,771 162,205

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（千円）
59,771 162,205

普通株式の期中平均株式数（株） 7,845,707 7,843,768

 

（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１０日

常磐開発株式会社

取締役会　御中
 

新日本有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 佐藤　森夫　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 吉田　靖史　　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」に掲げられている常磐開発株式会

社の平成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、常磐開発株式会社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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