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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40期

第２四半期連結
累計期間

第41期
第２四半期連結

累計期間
第40期

会計期間
自平成24年４月１日
至平成24年９月30日

自平成25年４月１日
至平成25年９月30日

自平成24年４月１日
至平成25年３月31日

売上高（百万円） 5,264 5,326 11,044

経常利益（百万円） 249 158 439

四半期（当期）純利益（百万円） 189 87 356

四半期包括利益又は包括利益

（百万円）
191 89 358

純資産額（百万円） 4,469 4,661 4,612

総資産額（百万円） 6,833 6,824 6,533

１株当たり四半期純利益金額(円) 21.39 10.08 40.48

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（％） 65.0 67.9 70.1

営業活動によるキャッシュ・フ

ロー（百万円）
△392 64 93

投資活動によるキャッシュ・フ

ロー（百万円）
△401 △378 △654

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー（百万円）
△55 △43 △81

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円）
2,717 2,566 2,923

　

回次
第40期

第２四半期連結
会計期間

第41期
第２四半期連結

会計期間

会計期間
自平成24年７月１日
至平成24年９月30日

自平成25年７月１日
至平成25年９月30日

１株当たり四半期純利益金額(円) 29.26 30.97

（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（消費税及び地方消費税をいう。以下同じ）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２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社および当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、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２四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】

（1）業績の状況

　当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、引続き海外景気の下振れリスクがあるものの、輸出が持ち直

し、各種政策の効果が発現するなかで、景気回復の動きが確かなものになることが期待される状況でありました。

　当業界におきましては、商談数の増加など、受注環境に上向き傾向が見えてきましたが、顧客の情報化投資、設備

投資等に対しては慎重な動きが続き、厳しい状況下にあります。

　このような状況の中、当社グループは平成23年４月１日付の当社持株会社化および会社分割により、事業ごとの責

任と権限の明確化、スピード経営・自主独立経営の徹底、各業種・業態に最適な経営体制の確立、変化に対応出来る

柔軟な経営体制の確立を実現し、より強固な経営基盤の確立並びに成長促進を目指しております。

　なお、当第２四半期連結累計期間における、当社グループの状況は、売上は堅調に伸びたものの、利益に関して

は各事業において先行投資をしたことが影響し、前年同四半期より利益が減少しております。

　以上の結果、売上高は、53億26百万円（前年同四半期比1.2％増）、営業利益は、１億55百万円（前年同四半期比

37.0％減）、経常利益は、１億58百万円（前年同四半期比36.3％減）、四半期純利益は、87百万円（前年同四半期比

53.6％減）となりました。

　

　セグメントの状況は以下のとおりです。

　
・クレオマーケティング事業　（主たる事業：基幹系・情報系業務ソリューションから、組み込み系ソフトウェアまで、

トータルICTソリューションの開発・提供）

　売上は、「人事給与」「会計」を中心としたトータルＩＣＴソリューションＺｅｅＭ製品を中心に展開をした結

果、前年同四半期より微減となりました。利益に関しては、売上微減の影響とＺｅｅＭ製品の20周年プロモーション

費用等の発生により、減少となりました。

　その結果、売上高は11億19百万円（前年同四半期比3.1％減）、営業利益１百万円（前年同四半期比78.8％減）とな

りました。

　

・クレオソリューション事業　（主たる事業：システムやネットワークの構築から、各種業務アプリケーションの開発）

　既存顧客との関係強化ならびに不採算防止プロジェクトの徹底を継続した結果、売上、利益共に前年同四半期とほ

ぼ同等に推移しました。

　その結果、売上高は15億67百万円（前年同四半期比2.0％減）、営業利益70百万円（前年同四半期比6.6％増）とな

りました。

　

・筆まめ事業　（主たる事業：はがき・住所録ソフト「筆まめ」をはじめとしたソフトウェア製品の企画・開発・販売）

　売上はフォトムービー作成ソフト「デジカメde!!ムービーシアター4」関連製品が堅調に推移した結果、前年同四半

期より増加いたしました。利益に関しては、平成25年９月に発売した毛筆ソフト「筆まめVer.24」の前年比出荷減の

影響、ならびに販売促進費用が増加した結果、前年同四半期を下回りました。

　その結果、売上高は６億11百万円（前年同四半期比1.9％増）、営業利益80百万円（前年同四半期比23.1％減）とな

りました。

　

・クレオネットワークス事業　（主たる事業：ICT基盤サービスプラットフォームとメディアプラットフォームの提供）

　主力製品であるクラウド型・ビジネスプロセス管理プラットフォーム「SmartStage BizPlatform」を中心に堅調に

進んだ結果、前年同四半期に比べ売上は増加いたしましたが、利益は販売体制強化による費用増に伴い、前年同四半

期を下回りました。

　その結果、売上高は３億13百万円（前年同四半期比6.1％増）、営業利益１百万円（前年同四半期比94.5％減）とな

りました。

　

・クリエイトラボ事業　（主たる事業：ヘルプデスクなどを中心としたサポート＆サービス）

　厳しい市況環境に適応するべく、新規プロジェクトへの先行投資など商談数増加に努めた結果、前年同四半期に比

べ売上は微増、利益に関しては先行投資の発生やプロジェクト利益率の低下などにより減少となりました。

　その結果、売上高は17億14百万円（前年同四半期比6.2％増）、営業利益39百万円（前年同四半期比43.8％減）とな

りました。
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（2）財政状態の分析

当第２四半期連結会計期間末の流動資産につきましては、前連結会計年度末に比べ、１億７百万円の増加となりま

した。これは主として売掛金、仕掛品の増加によるものです。

固定資産につきましては、前連結会計年度末に比べ、１億83百万円の増加となりました。これは主としてソフト

ウェア、投資有価証券の増加によるものです。

流動負債につきましては、前連結会計年度末に比べ、２億37百万円の増加となりました。これは主として賞与引当

金、返品調整引当金の増加によるものです。

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ、49百万円の増加となりました。これは主として四半期純利益の

計上によるものです。　

　

（3）キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結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、営業活動で獲得した資金

を、無形固定資産の取得、配当金の支払等で使用した結果、前連結会計年度末と比較して３億57百万円減少し、当第

２四半期連結会計期間末には25億66百万円となりました。

　当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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）

　営業活動の結果得られた資金は64百万円（前年同四半期は３億92百万円の支出）となりました。主な要因は、税金

等調整前四半期純利益１億56百万円、減価償却費２億４百万円によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は３億78百万円（前年同四半期は４億１百万円の支出）となりました。主な要因は、

無形固定資産の取得による支出２億93百万円によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は43百万円（前年同四半期は55百万円の支出）となりました。主な要因は、配当金の

支払額42百万円によるものです。　

 

（4）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第２四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。

 

（5）研究開発活動

　該当事項はありません。
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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 16,000,000

計 16,000,000

 

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25年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成25年11月13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 9,237,319 9,237,319

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数

1,000株

計 9,237,319 9,237,319 － －

 

（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
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金　
増減額
（百万円）

資本準備金
残高
 （百万円）

　平成25年７月１

日～平成25年９月30

日

－ 9,237,319 － 3,149 － －
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（６）【大株主の状況】

 平成25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（％）

 アマノ株式会社  神奈川県横浜市港北区大豆戸町２７５ 2,645 28.63

 ヤフー株式会社  東京都港区赤坂九丁目７番１号 1,100 11.90

 クレオ従業員持株会  東京都港区港南四丁目１番８号 259 2.81

 川畑種恭  東京都三鷹市 230 2.48

 吉岡裕之  大阪府東大阪市 161 1.74

 椎名博  福島県いわき市 137 1.48

 江本英雄  兵庫県芦屋市 122 1.32

 加賀美忍  東京都世田谷区 120 1.29

 津川貴史  大阪府吹田市 108 1.16

 和田正次  東京都町田市 108 1.16

計 － 4,990 54.02

　（注）　上記のほか、自己株式が 508,353株あります。

　

（７）【議決権の状況】

 　　①【発行済株式】

 平成25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　　　508,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　　8,649,000 8,649 －

単元未満株式 普通株式　 　　80,319 － －

発行済株式総数             9,237,319 － －

総株主の議決権 － 8,649 －

 

  　　②【自己株式等】

平成25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（％）

株式会社クレオ 港区港南四丁目１番８号 508,000 － 508,000 5.50

計 － 508,000 － 508,000 5.50

　

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、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２四半期連結会計期間（平成25年７月１日から平

成25年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年９月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、監査法人ナカチ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：百万円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,923 2,566

受取手形及び売掛金 1,993 2,303

商品及び製品 19 23

仕掛品 234 424

その他 318 278

流動資産合計 5,489 5,596

固定資産

有形固定資産 171 180

無形固定資産

のれん 5 4

その他 646 760

無形固定資産合計 652 764

投資その他の資産 220 282

固定資産合計 1,044 1,227

資産合計 6,533 6,824

負債の部

流動負債

買掛金 448 509

未払法人税等 28 65

賞与引当金 341 401

返品調整引当金 60 152

資産除去債務 4 －

その他 937 930

流動負債合計 1,822 2,060

固定負債

未払役員退職慰労金 29 28

資産除去債務 49 53

その他 20 20

固定負債合計 99 102

負債合計 1,921 2,162

純資産の部

株主資本

資本金 3,149 3,149

資本剰余金 743 743

利益剰余金 843 887

自己株式 △154 △154

株主資本合計 4,581 4,626

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 0 4

その他の包括利益累計額合計 0 4

少数株主持分 30 31

純資産合計 4,612 4,661

負債純資産合計 6,533 6,824
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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２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年９月30日)

売上高 5,264 5,326

売上原価 3,961 4,054

売上総利益 1,302 1,272

販売費及び一般管理費
※ 1,056 ※ 1,116

営業利益 246 155

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 0 0

受取保険金 1 1

その他 2 1

営業外収益合計 4 3

営業外費用

支払利息 0 0

その他 1 0

営業外費用合計 1 0

経常利益 249 158

特別損失

投資有価証券評価損 － 1

その他 － 0

特別損失合計 － 1

税金等調整前四半期純利益 249 156

法人税、住民税及び事業税 54 68

法人税等調整額 2 △0

法人税等合計 57 67

少数株主損益調整前四半期純利益 191 89

少数株主利益 1 1

四半期純利益 189 87
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【四半期連結包括利益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 191 89

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △0 0

その他の包括利益合計 △0 0

四半期包括利益 191 89

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 189 88

少数株主に係る四半期包括利益 1 1
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 249 156

減価償却費 143 204

のれん償却額 1 1

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △115 60

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △20 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1 －

返品調整引当金の増減額（△は減少） 124 91

受取利息及び受取配当金 △0 △0

支払利息 0 0

有形固定資産除却損 0 0

投資有価証券評価損益（△は益） － 1

売上債権の増減額（△は増加） △707 △310

たな卸資産の増減額（△は増加） △129 △194

仕入債務の増減額（△は減少） 241 60

未払金の増減額（△は減少） 88 △107

その他 △143 124

小計 △271 89

利息及び配当金の受取額 0 0

利息の支払額 △0 △0

法人税等の支払額 △121 △25

営業活動によるキャッシュ・フロー △392 64

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 △10 △23

無形固定資産の取得による支出 △392 △293

投資有価証券の取得による支出 △0 △64

差入保証金の回収による収入 3 7

その他 △1 △4

投資活動によるキャッシュ・フロー △401 △378

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 9 －

長期借入金の返済による支出 △14 －

自己株式の取得による支出 △6 △0

配当金の支払額 △43 △42

少数株主への配当金の支払額 △0 △0

その他 － △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △55 △43

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △849 △357

現金及び現金同等物の期首残高 3,566 2,923

現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,717 ※ 2,566
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

　１．当社においては運転資金の効率的な調達を行なう為取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。こ

れらの契約に基づく借入金未実行残高は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（平成25年３月31日）
当第２四半期連結会計期間
（平成25年９月30日）

当座貸越極度額の総額 500百万円 500百万円

借入金実行残高 － －

差引 500 500

 

（四半期連結損益計算書関係）

※　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。

 
前第２四半期連結累計期間
（自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日）

販売促進費 43百万円 42百万円

広告宣伝費 63 58

給与手当及び賞与 339 335

退職給付費用 12 12

賞与引当金繰入額 57 57

 

（四半期連結キャッシュ・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連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前第２四半期連結累計期間
（自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日）

現金及び預金勘定 2,717百万円 2,566百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 － －

現金及び現金同等物 2,717 2,566

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自平成24年４月１日　至平成24年９月30日）

（決議） 株式の種類
配当金の総額

（百万円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月20日

定時株主総会
普通株式 44 5 平成24年３月31日 平成24年６月21日 利益剰余金

　

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自平成25年４月１日　至平成25年９月30日）

（決議） 株式の種類
配当金の総額

（百万円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月19日

定時株主総会
普通株式 43 5 平成25年３月31日 平成25年６月20日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９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：百万円）

　
クレオ

マーケティング
事業

クレオ
ソリューション

事業

筆まめ
事業

クレオ
ネットワークス

事業

クリエイトラボ
事業 合計

売上高 　 　 　 　 　 　

外部顧客への売上高 1,155 1,599 599 295 1,613 5,264

セグメント間の内部売上高

又は振替高
67 12 0 95 267 443

計 1,223 1,611 599 391 1,881 5,707

セグメント利益 7 65 104 26 71 275

　

　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：百万円）

利益 金額

報告セグメント計 275

セグメント間取引消去 △71

全社費用及び利益（注） 41

四半期連結損益計算書の営業利益 246

　　（注）全社費用及び利益は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費や経営指導料等であります。

　

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年９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：百万円）

　
クレオ

マーケティング
事業

クレオ
ソリューション

事業

筆まめ
事業

クレオ
ネットワークス

事業

クリエイトラボ
事業 合計

売上高 　 　 　 　 　 　

外部顧客への売上高 1,119 1,567 611 313 1,714 5,326

セグメント間の内部売上高

又は振替高
87 8 － 68 241 406

計 1,207 1,576 611 382 1,956 5,733

セグメント利益 1 70 80 1 39 193

　

　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：百万円）

利益 金額

報告セグメント計 193

セグメント間取引消去 △99

全社費用及び利益（注） 61

四半期連結損益計算書の営業利益 155

　　（注）全社費用及び利益は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費や経営指導料等であります。
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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２四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 21円39銭 10円8銭

（算定上の基礎） 　 　

四半期純利益金額（百万円） 189 87

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（百万円） 189 87

普通株式の期中平均株式数（千株） 8,855 8,729

（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】

　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25年11月13日

株式会社クレオ

取締役会　御中

 

監査法人ナカチ

 

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 平田　　卓　　印

 

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 吉永　康樹　　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クレオ

の平成25年４月１日から平成26年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成25年７月１日から平成25

年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年９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、四半期連結キャッシュ・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、株式会社クレオ及び連結子会社の平成25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２四半期連結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　四半期連結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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