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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44期

第２四半期累計期間
第45期

第２四半期累計期間
第44期

会計期間
自平成22年４月１日
至平成22年９月30日

自平成23年４月１日
至平成23年９月30日

自平成22年４月１日
至平成23年３月31日

売上高（千円） 685,108 604,934 1,413,808

経常利益（千円） 87,479 40,642 194,205

四半期（当期）純利益（千円） 43,617 22,570 101,911

持分法を適用した場合の投資利益（千円） － － －

資本金（千円） 323,200 323,200 323,200

発行済株式総数（千株） 2,143 2,143 2,143

純資産額（千円） 1,807,980 1,844,229 1,853,485

総資産額（千円） 2,362,442 2,379,591 2,435,092

１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） 21.42 11.09 50.06

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） 7.00 7.00 14.00

自己資本比率（％） 76.5 77.5 76.1

営業活動によるキャッシュ・フロー（千円） 201,007 117,155 273,368

投資活動によるキャッシュ・フロー（千円） △63,583 △56,026 △119,939

財務活動によるキャッシュ・フロー（千円） △14,863 △7,975 △54,932

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高

（千円）
615,124 644,214 591,061

　

回次
第44期

第２四半期会計期間
第45期

第２四半期会計期間

会計期間
自平成22年７月１日
至平成22年９月30日

自平成23年７月１日
至平成23年９月30日

１株当たり四半期純利益金額（円） 7.74 6.54

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる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。

　　　　４．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おりません。

　

　

２【事業の内容】

　当第２四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
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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２四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】

　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ります。

　

(1) 業績の状況

　当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響により打撃を受けた経済活動や個人消費に

持ち直しの動きがみられるものの、原発事故に伴う電力供給不足や海外景気の下振れ懸念など、景気の先行きは

依然として不透明な状況で推移いたしました。

　このような状況下において当社は、総力を挙げてお客様のニーズに合った製品作りに注力するとともに、原価管

理体制を強化し、販売価格の競争力を高めるよう努めてまいりました。

　さらに、印刷関連の販売代理店はもとより、印刷関連以外のＩＴベンダーやシステムインテグラー等カードに係

わる新規販売代理店の開拓に営業活動を推進し、且つ、新製品の開発にも着手してまいりました。しかしながら、

印刷業界におきましては、東日本大震災の影響や不確定要素の多い景気動向により、広告・宣伝費の予算支出に

対して今まで以上に慎重な姿勢が見られ、受注単価の下落が続いており、経営環境は厳しい状況で推移いたしま

した。

　これらの結果、当第２四半期累計期間の業績は、売上高が604,934千円と80,174千円（前年同期比11.7%減）の減

収となり、営業利益では39,817千円と45,479千円（前年同期比53.3%減）、経常利益では40,642千円と46,836千円

（前年同期比53.5%減）、四半期純利益では22,570千円と21,046千円（前年同期比48.3%減）の減益となっており

ます。

 

(2) キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税引前四半期純利益が39,566

千円確保でき、当第２四半期累計期間末には644,214千円となりました。

　また、当第２四半期累計期間中における各キャッシュ・フロー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）

　当第２四半期累計期間において、営業活動による資金の増加は、117,155千円（前年同期比41.7%減）となりまし

た。これは主に、法人税等の支払額が増加したためであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期累計期間において、投資活動による資金の減少は、56,026千円（前年同期比11.9%減）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が減少したためであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期累計期間において、財務活動による資金の減少は、7,975千円（前年同期比46.3%減）となりまし

た。これは主に、長期借入金の返済による支出が減少したためであります。

 

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。
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(4) 研究開発活動　

当第２四半期累計期間における当社の研究開発費は2,362千円であります。

なお、当第２四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ありません。

　

(5) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

　当社の資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、主に税引前四半期純利益が39,566千円確保できた

ことにより117,155千円の増加となりました。

　投資活動によるキャッシュ・フローでは、主に投資有価証券の取得による支出があったため56,026千円の減少

となりました。

　財務活動によるキャッシュ・フローでは、主に長期借入金の返済による支出があったため7,975千円の減少とな

りました。

　以上の結果、現金及び現金同等物の第２四半期末残高は644,214千円となりました。

 

(6) 経営者の問題認識と今後の方針について

　当社の経営陣は、現在の事業環境及び入手可能な情報に基づき最善の経営方針を立案するよう努めております

が、依然として円高やデフレの進行、深刻な雇用情勢等への不安などにより経営環境は依然として厳しい状況が

続いております。このような状況下において当社は、営業活動の強化と原価管理体制の強化に重点的に取り組む

ことにより、安定した収益基盤を確立することを最優先課題として取り組んでまいります。
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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 6,572,000

計 6,572,000

　

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23年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成23年11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 2,143,000 2,143,000

大阪証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（グロース）　

単元株式数

100株　

計 2,143,000 2,143,000 － －

　　

　

（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
（千株）

発行済株式総
数残高
（千株）

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23年７月１日～

平成23年９月30日
― 2,143 ― 323,200 ― 100,600
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（６）【大株主の状況】

　 平成23年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

　元屋地　文明 　大阪市城東区 180 8.39

　山田　弘直 　大阪市城東区 150 6.99

　山田　美紀 　大阪市城東区 150 6.99

　カーディナル株式会社 　大阪市城東区新喜多二丁目６番14号 107 5.00

　カーディナル従業員持株会 　大阪市城東区新喜多二丁目６番14号 77 3.63

　大早　義文 　大阪府大東市 70 3.26

　株式会社伊予銀行 　愛媛県松山市南堀端町１番地 70 3.26

　株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 　東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 70 3.26

　竹田　和平 　名古屋市天白区 64 2.98

　西岡　生二 　愛媛県西予市 50 2.33

　加藤　亜弥 　大阪市城東区 50 2.33

　加藤　玄也 　大阪市城東区 50 2.33

　松永　里佳 　大阪市城東区 50 2.33

　カーディナルシステム株式会社 　大阪市城東区蒲生４丁目１番54号 50 2.33

計 － 1,188 55.48
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成23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　  　107,100　　 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　　2,035,200 20,352 －

単元未満株式 普通株式　        700 － 　　　　　－

発行済株式総数 2,143,000 － －

総株主の議決権 － 20,352 －

 

②【自己株式等】

 平成23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（％）

カーディナル株式会社
大阪市城東区新喜多

二丁目６番14号
107,100 － 107,100 4.99

計 － 107,100 － 107,100 4.99

　

　

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２四半期会計期間（平成23年７月１日から平成23年

９月30日まで）及び第２四半期累計期間（平成23年４月１日から平成23年９月30日まで）に係る四半期財務諸表に

ついて、ネクサス監査法人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、子会社がありませんので、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23年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 591,061 644,214

受取手形及び売掛金 442,841 336,138

商品及び製品 104 170

仕掛品 36,472 32,488

原材料及び貯蔵品 68,680 71,668

繰延税金資産 13,020 13,020

その他 4,525 4,077

貸倒引当金 △5,004 △3,798

流動資産合計 1,151,701 1,097,979

固定資産

有形固定資産

建物 1,035,115 1,035,115

減価償却累計額 △658,970 △669,981

建物（純額） 376,145 365,134

機械及び装置 875,304 893,304

減価償却累計額 △662,342 △688,503

機械及び装置（純額） 212,961 204,801

土地 290,196 290,196

その他 169,985 172,871

減価償却累計額 △142,164 △147,612

その他（純額） 27,821 25,259

有形固定資産合計 907,124 885,391

無形固定資産

のれん 7,971 －

その他 5,847 4,905

無形固定資産合計 13,819 4,905

投資その他の資産

投資有価証券 274,573 302,266

繰延税金資産 52,932 52,932

その他 35,595 37,650

貸倒引当金 △653 △1,534

投資その他の資産合計 362,447 391,314

固定資産合計 1,283,391 1,281,611

資産合計 2,435,092 2,379,591
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（単位：千円）

前事業年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成23年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 201,229 159,436

短期借入金 10,000 10,000

1年内返済予定の長期借入金 33,824 27,991

未払法人税等 47,099 18,139

賞与引当金 16,000 17,800

その他 32,827 38,083

流動負債合計 340,980 271,450

固定負債

長期借入金 105,042 117,213

再評価に係る繰延税金負債 3,161 3,161

退職給付引当金 64,325 72,156

役員退職慰労引当金 66,985 70,266

資産除去債務 1,113 1,113

固定負債合計 240,627 263,910

負債合計 581,607 535,361

純資産の部

株主資本

資本金 323,200 323,200

資本剰余金 100,600 100,600

利益剰余金 1,662,044 1,670,365

自己株式 △42,977 △42,977

株主資本合計 2,042,867 2,051,187

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △17,675 △35,251

土地再評価差額金 △171,706 △171,706

評価・換算差額等合計 △189,381 △206,957

純資産合計 1,853,485 1,844,229

負債純資産合計 2,435,092 2,379,591
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（２）【四半期損益計算書】
【第２四半期累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年９月30日)

売上高 685,108 604,934

売上原価 435,173 411,885

売上総利益 249,935 193,048

販売費及び一般管理費 ※
 164,638

※
 153,231

営業利益 85,296 39,817

営業外収益

受取利息 1,273 1,261

受取配当金 744 508

受取賃貸料 1,228 1,078

その他 1,341 1,169

営業外収益合計 4,587 4,019

営業外費用

支払利息 2,376 1,797

複合金融商品評価損 － 1,302

その他 27 94

営業外費用合計 2,404 3,193

経常利益 87,479 40,642

特別利益

貸倒引当金戻入額 363 －

特別利益合計 363 －

特別損失

固定資産除却損 92 －

投資有価証券評価損 13,521 －

ゴルフ会員権評価損 270 1,076

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 1,113 －

特別損失合計 14,998 1,076

税引前四半期純利益 72,844 39,566

法人税等 29,226 16,995

四半期純利益 43,617 22,570
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第２四半期累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23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 72,844 39,566

減価償却費 48,461 43,561

のれん償却額 15,943 7,971

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,416 7,830

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,099 3,281

貸倒引当金の増減額（△は減少） △363 △324

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,200 1,800

受取利息及び受取配当金 △2,017 △1,770

支払利息 2,376 1,797

複合金融商品評価損益（△は益） － 1,302

投資有価証券評価損益（△は益） 13,521 －

ゴルフ会員権評価損 270 1,076

固定資産除却損 92 －

売上債権の増減額（△は増加） 60,069 103,687

たな卸資産の増減額（△は増加） 5,596 929

仕入債務の増減額（△は減少） △17,315 △41,793

未払消費税等の増減額（△は減少） 8,475 △5,531

その他 △3,296 △1,846

小計 213,374 161,538

利息及び配当金の受取額 1,770 1,634

利息の支払額 △2,391 △1,798

法人税等の支払額 △11,746 △44,218

営業活動によるキャッシュ・フロー 201,007 117,155

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △1,000 －

定期預金の払戻による収入 12,000 －

有形固定資産の取得による支出 △41,222 △7,243

ソフトウエアの取得による支出 △134 △100

投資有価証券の取得による支出 △30,003 △66,890

投資有価証券の売却による収入 380 20,456

貸付金の回収による収入 110 110

保険積立金の積立による支出 △3,714 △3,705

保険積立金の解約による収入 － 346

差入保証金の回収による収入 － 1,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △63,583 △56,026

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 50,000 30,000

長期借入金の返済による支出 △50,503 △23,662

自己株式の取得による支出 △30 －

配当金の支払額 △14,330 △14,313

財務活動によるキャッシュ・フロー △14,863 △7,975

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 122,559 53,153

現金及び現金同等物の期首残高 492,565 591,061

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 615,124

※
 644,214
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【会計方針の変更等】

　　　該当事項はありません。

　

　

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

 
当第２四半期累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日）

　税金費用の計算 　税金費用については、当第２四半期会計期間を含む事業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。

　

　

【追加情報】

当第２四半期累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日）

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

　第１四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に

関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日）を適用しております。

　

　

【注記事項】

（四半期損益計算書関係）

前第２四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

当第２四半期累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日）

　※　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。

　※　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。

役員報酬 26,044千円

給与手当 42,499千円

のれん償却額 15,943千円

賞与引当金繰入額 5,425千円

退職給付引当金繰入額 1,184千円

役員退職慰労引当金繰入額  3,099千円

役員報酬 26,178千円

給与手当 41,161千円

のれん償却額 7,971千円

賞与引当金繰入額 5,482千円

退職給付引当金繰入額 1,829千円

役員退職慰労引当金繰入額  3,281千円

　　

　

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

前第２四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

当第２四半期累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日）

　※　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

　（平成22年９月30日現在）

　※　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

　（平成23年９月30日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 615,124

現金及び現金同等物 615,124

　

 （千円）

現金及び預金勘定 644,214

現金及び現金同等物 644,214
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22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22年６月25日

定時株主総会
普通株式 14,251 7 平成22年３月31日平成22年６月28日　利益剰余金

　

　　　　　　（２）基準日が当第２四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２四半期会計期間末後

　　　　　　　　となるもの

 
（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22年11月２日

取締役会
普通株式 14,250 7 平成22年９月30日平成22年12月３日　利益剰余金

　

Ⅱ　当第２四半期累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23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23年６月28日

定時株主総会
普通株式 14,250 7 平成23年３月31日平成23年６月29日　利益剰余金

　

　　　　　　（２）基準日が当第２四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２四半期会計期間末後

　　　　　　　　となるもの

 
（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23年11月１日

取締役会
普通株式 14,250 7 平成23年９月30日平成23年12月２日　利益剰余金

　

　

（持分法損益等）

　　　　　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】

前第２四半期累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日）及び当第２四半期累計期間（自　平

成23年４月１日　至　平成23年９月30日）

当社は、カード製造事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第２四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

当第２四半期累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 21円42銭 11円09銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 43,617 22,570

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） 43,617 22,570

普通株式の期中平均株式数（千株） 2,035 2,035

　（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】

　平成23年11月１日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

 　　 （イ）中間配当による配当金の総額・・・・・・・14,250千円

　　　（ロ）１株当たりの金額・・・・・・・・・・・・７円00銭

　　  （ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日・・・平成23年12月２日

　　  （注）平成23年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。　
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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23年11月８日

カーディナル株式会社

取締役会　御中

ネクサス監査法人

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 髙谷　和光　　印

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 森田　知之　　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」に掲げられているカーディナル株式会
社の平成23年４月１日から平成24年３月31日までの第45期事業年度の第２四半期会計期間（平成23年７月１日から平成23
年９月30日まで）及び第２四半期累計期間（平成23年４月１日から平成23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、カーディナル株式会社の平成23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２四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）が別途保管しています。　

　　　　２．四半期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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