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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15期

第３四半期
連結累計期間

第16期
第３四半期
累計期間

第15期

会計期間
自 平成28年１月１日
至 平成28年９月30日

自 平成29年１月１日
至 平成29年９月30日

自 平成28年１月１日
至 平成28年12月31日

売上高 (千円) 5,140,943 5,484,740 6,811,435

経常利益 (千円) 33,051 237,320 164,367

四半期（当期）純利益又は　　　　
親会社株主に帰属する四半期純利益

(千円) 54,322 215,374 84,997

持分法を適用した場合の
投資利益

(千円) - - -

資本金 (千円) 159,677 159,677 159,677

発行済株式総数 (株) 2,717,300 2,717,300 2,717,300

純資産額 (千円) 1,073,678 1,303,393 1,183,718

総資産額 (千円) 4,396,510 4,922,238 4,711,010

１株当たり四半期（当期）
純利益金額

(円) 20.62 81.76 32.27

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) - - 30.00

自己資本比率 (％) 23.1 25.2 23.8

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 449,092 367,459 -

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △109,721 △189,409 -

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △365 △79,039 -

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 1,895,782 2,223,419 -
 

 

回次
第15期

第３四半期
連結会計期間

第16期
第３四半期
会計期間

会計期間
自 平成28年７月１日
至 平成28年９月30日

自 平成29年７月１日
至 平成29年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 41.20 44.32
 

(注) １．当社は、平成29年１月１日付けで連結子会社でありましたGMOペパボオーシー株式会社を吸収合併したこと

により、連結子会社が存在しなくなったため、第16期第３四半期累計期間は、四半期連結財務諸表を作成し

ておりません。したがって、主要な経営指標等の推移については、第15期第３四半期連結累計期間は四半期

連結財務諸表について、第16期第３四半期累計期間は四半期財務諸表について、第15期は財務諸表について

記載しております。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．前第３四半期連結累計期間、当第３四半期累計期間及び前事業年度の潜在株式調整後１株当たり四半期（当

期）純利益金額については、潜在株式は存在するものの、希薄化効果を有しないため、記載しておりませ

ん。
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４．第15期は連結財務諸表を作成しており、キャッシュ・フロー計算書を作成しておりません。そのため、

キャッシュ・フロー計算書に関する数値を記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第３四半期累計期間において、当社において営まれている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は、以下のとおりであります。

当社は、平成28年11月21日開催の取締役会の決議に基づき、平成29年１月１日を効力発生日として、当社100％出資

の連結子会社であったGMOペパボオーシー株式会社を簡易・略式手続により吸収合併いたしました。
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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、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」について重要な変更はありません。

 

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】

本項に記載した将来事象に関する予測・見通し等は、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、それらには不確実性が内在し将来の結果とは大きく異なる可能性があります。

 
(1) 経営成績の分析

当社は、「インターネットで可能性をつなげる、ひろげる」というミッションの下、主に個人の表現活動を支援

するための様々なインターネットサービス及びスマートフォンアプリを提供しております。

特に、創業以来、当社の業績を牽引しているレンタルサーバー「ロリポップ！」及びショッピングカートASP「カ

ラーミーショップ」においては、提供プランやオプションの強化など顧客単価の上昇に努めた結果、いずれも堅調

に推移いたしました。

さらに、ハンドメイドマーケット「minne」においては、提供開始後わずか２年で作家数、作品数ともに国内No.

１へと急成長したことから、より一層強いサービスへと成長させるべく、Webサービスからアプリへとシフトしたこ

とに加え、平成27年12月期よりプロモーションへの積極投資及び組織の強化を継続して行っております。

その結果、当第３四半期累計期間におきましては、スマートフォンアプリの累計ダウンロード数824万DLを突破

し、流通金額は7,433,236千円（前年同期比22.3％増）となりました。なお、同期間における「minne」への広告宣

伝費はWeb広告を中心に展開し、806,980千円（前年同期比8.7％減）となりました。

また、当第４四半期には、１年で最もギフト需要が高まる年末商戦に向けてテレビCM放映を予定しており、流通

金額の最大化を図ります。

以上の結果、当第３四半期累計期間における業績は、売上高5,484,740千円、営業利益223,193千円、経常利益

237,320千円、四半期純利益215,374千円となりました。

なお、当社は、前第３四半期連結累計期間では四半期連結財務諸表を開示しておりましたが、平成29年１月１日

を効力発生日とした連結子会社（GMOペパボオーシー株式会社）の吸収合併により、連結対象子会社が存在しなく

なったため、第１四半期累計期間より四半期連結財務諸表を作成しておりません。このため、前年同四半期との比

較は行っておりません。

 

　(セグメント別の状況)

　第１四半期累計期間より四半期連結セグメント情報を作成しておりません。このため、セグメント売上高及びセ

グメント利益については、前年同四半期との比較を行っておりません。

① ホスティング事業

ホスティング事業では、個人からビジネスまで幅広い用途にご利用頂けるレンタルサーバー及びドメイン取得代

行を中心としたサービス展開を行っております。

レンタルサーバーサービス「ロリポップ！」におきましては、無料の独自SSL及びホームページの自動生成機能な

ど、提供オプションの内容強化を図ったことから、契約件数及び顧客単価が堅調に推移し、契約件数は437,166件

（前年同期末比5,547件増）となりました。

ドメイン取得代行サービス「ムームードメイン」では、ドメインの複数年契約に対し割引を行うなど継続率の向

上を図ったことなどから更新率は高い水準で推移し、登録ドメイン数は1,226,931件（前年同期末比65,773件増）と

順調に増加しました。
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以上の結果、当第３四半期累計期間におけるセグメント売上高は3,095,399千円、セグメント利益は991,563千円

となりました。
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② EC支援事業

EC支援事業では、ネットショップ事業者に向けたショッピングカートASPサービス「カラーミーショップ」 及び

オリジナルグッズ作成・販売サービス「SUZURI」の提供を中心に展開しております。

「カラーミーショップ」では、機能開発やUIの改善に継続して取り組み、アップセルの推進に努めた結果、顧客

単価が上昇いたしました。

また、オリジナルグッズ作成・販売サービス「SUZURI」では、他社と共同開発した好きな場所の衛星画像をＴ

シャツにすることができるファッションブランド「WEAR YOU ARE（ウェア ユー アー）」の提供開始が反響を呼ん

だこと及び定期的にセールを実施したことなどにより、累積会員数は174,766人（前年同期末比50,470人増）となり

ました。

以上の結果、当第３四半期累計期間におけるセグメント売上高は1,183,463千円、セグメント利益は563,643千円

となりました。

　

③ ハンドメイド事業

ハンドメイド事業では、平成27年12月期より積極投資を行っている「minne」を中心としたハンドメイドマーケッ

トサービスを展開しております。

「minne」では、「minne」内で初となる企業による素材販売のギャラリーをオープンし、素材カテゴリーの充実

を図りました。また、ハンドメイド作家の発掘や育成に取り組む自治体や団体に向けて、セミナー、勉強会及びイ

ベント実施を支援するサポートプログラムを提供開始いたしました。

さらに、９月には「ハンドメイドの魅力をすべての人に届けたい」という思いを広く伝えるため、新たにブラン

ドアイデンティティを策定するとともに、ロゴのリニューアル及び動画プロモーションを展開し、さらなる認知拡

大を図ったことなどから、当第３四半期累計期間における流通金額は堅調に推移し、7,433,236千円（前年同期比

22.3％増）となりました。

以上の結果、当第３四半期累計期間におけるセグメント売上高は1,025,968千円、セグメント損失は670,794千円

となりました。

　

④ コミュニティ事業

コミュニティ事業では、ブログサービス「JUGEM」を提供しております。

「JUGEM」におけるブログのPVの減少に伴い、広告売上が減少し、当第３四半期累計期間におけるセグメント売上

高は155,707千円、セグメント利益は90,217千円となりました。

　

⑤ その他

　　　当第３四半期累計期間におけるセグメント売上高は24,202千円、セグメント損失は3,223千円となりました。

　　　なお、「PEPABO WiMAX」は、平成29年２月１日付けで事業譲渡を行っております。
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(2) 財政状態の分析

当第３四半期会計期間末における総資産は4,922,238千円（前事業年度末比211,227千円増）となりました。これ

は、主に現金及び預金が280,695千円減少した一方で、関係会社預け金が400,000千円及び売掛金が82,078千円増加

したことによるものであります。

負債は3,618,845千円（同91,553千円増）となりました。これは、主に未払法人税等が26,820千円減少した一方

で、前受金が120,983千円増加したことによるものであります。

純資産は1,303,393千円（同119,674千円増）となりました。これは、主に利益剰余金が136,350千円増加したこと

によるものであります。

 
(3) キャッシュ・フローの状況の分析

当第３四半期累計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、2,223,419千円となりまし

た。当第３四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、以下のとおりであります。

 
① 営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動の結果得られた資金は367,459千円となりました。これは、主に税引前四半期純利益237,320千円及び前

受金の増加額156,931千円による増加の結果であります。

 

② 投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動の結果支出した資金は189,409千円となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出72,492千

円、無形固定資産の取得による支出84,290千円及び事業譲渡による支出45,571千円による減少の結果であります。

 
③ 財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動の結果支出した資金は79,039千円となりました。これは、配当金の支払額による減少の結果でありま

す。

 
(4) 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、新たに発生した事業等のリスクはありません。
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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 3,000,000

計 3,000,000
 

 

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29年９月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成29年11月６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 2,717,300 2,717,300
東京証券取引所

JASDAQ
（スタンダード）

単元株式数100株

計 2,717,300 2,717,300 ― ―
 

 

(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７月１日～
平成29年９月30日

－ 2,717,300 － 159,677 － 149,677
 

 

(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、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   平成29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    83,100

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 2,632,700 26,327 ―

単元未満株式 普通株式     1,500 ― ―

発行済株式総数          2,717,300 ― ―

総株主の議決権 ― 26,327 ―
 

 

 

② 【自己株式等】

  平成29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）
GMOペパボ株式会社

東京都渋谷区桜丘町26番１号 83,100 ― 83,100 3.05

計 ― 83,100 ― 83,100 3.05
 

（注）発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点第３位以下を切り捨てて表示しております。　　

 
２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、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。以下「四半期財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、四半期財務諸表等規則第４条の２第３項により、四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しております。

 ただし、当社は第１四半期累計期間（平成29年１月１日から平成29年３月31日まで）より四半期財務諸表を作成し

ているため、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書に係る比較情報を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３四半期会計期間(平成29年７月１日から平成29年

９月30日まで)及び第３四半期累計期間(平成29年１月１日から平成29年９月30日まで)に係る四半期財務諸表につい

て、有限責任監査法人トーマツ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、平成29年１月１日を効力発生日とした連結子会社（GMOペパボオーシー株式会社）の吸収合併により、連結

対象子会社が存在しなくなったため、第１四半期累計期間（平成29年１月１日から平成29年３月31日まで）より四半

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

(平成28年12月31日)
当第３四半期会計期間
(平成29年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 1,504,115 1,223,419

  関係会社預け金 600,000 1,000,000

  売掛金 1,424,124 1,506,202

  貯蔵品 1,265 2,172

  その他 215,210 200,419

  貸倒引当金 △15,502 △14,944

  流動資産合計 3,729,214 3,917,270

 固定資産   

  有形固定資産 309,004 319,173

  無形固定資産 201,669 233,850

  投資その他の資産   

   投資有価証券 363,035 342,590

   その他 108,085 109,354

   投資その他の資産合計 471,121 451,944

  固定資産合計 981,795 1,004,967

 資産合計 4,711,010 4,922,238

負債の部   

 流動負債   

  営業未払金 129,587 147,196

  未払金 1,172,208 1,152,744

  未払法人税等 39,820 13,000

  前受金 1,567,011 1,687,995

  預り金 313,598 334,624

  賞与引当金 － 10,876

  その他 252,390 225,035

  流動負債合計 3,474,616 3,571,473

 固定負債   

  資産除去債務 25,754 27,076

  その他 26,920 20,294

  固定負債合計 52,675 47,371

 負債合計 3,527,291 3,618,845
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           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成28年12月31日)
当第３四半期会計期間
(平成29年９月30日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 159,677 159,677

  資本剰余金 149,677 149,677

  利益剰余金 1,015,409 1,151,759

  自己株式 △254,976 △254,976

  株主資本合計 1,069,787 1,206,137

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 49,723 35,183

  評価・換算差額等合計 49,723 35,183

 新株予約権 64,207 62,071

 純資産合計 1,183,718 1,303,393

負債純資産合計 4,711,010 4,922,238
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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)

          当第３四半期累計期間
(自 平成29年１月１日
　至 平成29年９月30日)

売上高 5,484,740

売上原価 2,194,141

売上総利益 3,290,598

販売費及び一般管理費 3,067,405

営業利益 223,193

営業外収益  

 受取利息 1,159

 投資事業組合運用益 13,122

 保険返戻金 1,499

 その他 2,134

 営業外収益合計 17,915

営業外費用  

 投資事業組合運用損 2,024

 その他 1,763

 営業外費用合計 3,788

経常利益 237,320

税引前四半期純利益 237,320

法人税、住民税及び事業税 22,461

法人税等調整額 △515

法人税等合計 21,945

四半期純利益 215,374
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(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

          (単位：千円)

          当第３四半期累計期間
(自 平成29年１月１日
　至 平成29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 237,320

 減価償却費 151,745

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △990

 賞与引当金の増減額（△は減少） 10,876

 投資事業組合運用損益（△は益） △11,098

 受取利息及び受取配当金 △1,159

 売上債権の増減額（△は増加） △39,306

 前渡金の増減額（△は増加） 16,354

 その他の流動資産の増減額（△は増加） △10,707

 営業未払金の増減額（△は減少） △19,311

 未払金の増減額（△は減少） △50,623

 前受金の増減額（△は減少） 156,931

 預り金の増減額（△は減少） 9,339

 その他の流動負債の増減額（△は減少） △35,442

 その他 △97

 小計 413,831

 利息及び配当金の受取額 1,078

 法人税等の支払額 △47,449

 営業活動によるキャッシュ・フロー 367,459

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 △72,492

 無形固定資産の取得による支出 △84,290

 敷金及び保証金の差入による支出 △1,268

 敷金及び保証金の回収による収入 3,291

 事業譲渡による支出 △45,571

 投資事業組合からの分配による収入 10,892

 その他 30

 投資活動によるキャッシュ・フロー △189,409

財務活動によるキャッシュ・フロー  

 配当金の支払額 △79,039

 財務活動によるキャッシュ・フロー △79,039

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 99,010

現金及び現金同等物の期首残高 2,104,115

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 20,293

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  2,223,419
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【注記事項】

　（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おります。

　

　（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

※ 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。

 
当第３四半期累計期間
(自 平成29年１月１日
 至 平成29年９月30日)

現金及び預金 1,223,419千円

関係会社預け金 1,000,000千円

現金及び現金同等物 2,223,419千円
 

　

　（株主資本等関係）

当第３四半期累計期間(自 平成29年１月１日 至 平成29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

平成29年２月20日
取締役会

普通株式 79,024 30.00 平成28年12月31日 平成29年３月21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

　該当事項はありません。

 

　（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　当第３四半期累計期間(自 平成29年１月１日 至 平成29年９月30日)

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）１
合計

調整額

（注）２

四半期

損益計算書

計上額

（注）３

ホスティング

事業
EC支援事業

ハンドメイド

事業

コミュニティ

事業
計

売上高          

  外部顧客への売上高 3,095,399 1,183,463 1,025,968 155,707 5,460,538 24,202 5,484,740 － 5,484,740

セグメント間の

内部売上高又は振替高
－ － － － － － － － －

計 3,095,399 1,183,463 1,025,968 155,707 5,460,538 24,202 5,484,740 － 5,484,740

セグメント利益

又は損失（△）
991,563 563,643 △670,794 90,217 974,630 △3,223 971,406 △748,212 223,193

 

(注) １．「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、PEPABO WiMAXサービスを含んでお

ります。

２．セグメント利益の調整額△748,212千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、主に報告

セグメントに帰属しない一般管理費であります。

３．セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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　（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
当第３四半期累計期間

(自 平成29年１月１日
至 平成29年９月30日)

　 １株当たり四半期純利益金額 81円76銭

    (算定上の基礎)  

四半期純利益金額(千円) 215,374

   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) 215,374

    普通株式の期中平均株式数(株) 2,634,154

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、前事業年度末から重要な変動があったものの概要

（新株予約権）
平成27年３月３日付与
ストック・オプション
潜在株式の数　65,400株

 

(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、潜在株式は存在するものの、希薄化効果を有しない

ため、記載しておりません。

　

　（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。

 

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11月２日

GMOペパボ株式会社

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   小　野　　英　樹　　 印

 

 

指定有限責任社員　

業 務 執 行 社 員
 公認会計士   大　辻　　隼　人　   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GMOペパボ株式

会社の平成29年１月１日から平成29年12月31日までの第16期事業年度の第３四半期会計期間(平成29年７月１日から平成

29年９月30日まで)及び第３四半期累計期間(平成29年１月１日から平成29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。

 

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、GMOペパボ株式会社の平成29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３四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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