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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53期

第２四半期
累計期間

第54期
第２四半期
累計期間

第53期

会計期間

自平成25年
１月１日

至平成25年
６月30日

自平成26年
１月１日

至平成26年
６月30日

自平成25年
１月１日

至平成25年
12月31日

売上高 （千円） 13,467,683 15,405,791 29,540,468

経常利益 （千円） 2,377,578 2,872,388 5,246,228

四半期（当期）純利益 （千円） 2,168,443 1,721,696 3,888,851

持分法を適用した場合の投資利益 （千円） － － －

資本金 （千円） 9,907,039 9,907,039 9,907,039

発行済株式総数 （株） 51,717,215 51,717,215 51,717,215

純資産額 （千円） 46,138,935 49,061,335 47,592,452

総資産額 （千円） 55,476,232 60,239,903 55,875,687

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 42.20 33.52 75.69

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） 5.00 5.00 10.00

自己資本比率 （％） 83.2 81.4 85.2

営業活動による

キャッシュ・フロー
（千円） 2,362,825 3,779,707 3,942,315

投資活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △1,840,451 △862,799 △1,982,837

財務活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △259,735 △265,000 △522,029

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（千円） 32,323,645 36,150,362 33,498,455
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回次
第53期

第２四半期
会計期間

第54期
第２四半期
会計期間

会計期間

自平成25年
４月１日

至平成25年
６月30日

自平成26年
４月１日

至平成26年
６月30日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 18.81 17.57

　（注）１．当社は四半期連結務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につきま

しては記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。

４．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。

EDINET提出書類

大和冷機工業株式会社(E01961)

四半期報告書

 3/18



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、新たに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】

　　（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、設備投資の増加、雇用情勢の着実な改善など、政府の各種政策に

より景気は緩やかな回復基調が続いているものの、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動やアメリカの金融緩和

縮小による影響、中国や新興国経済の先行きに対する懸念などわが国の景気を下押しするリスクにより、依然として

先行き不透明な状況で推移しました。

当社を取り巻く環境につきましては、主要取引業種の外食産業にあっては、持ち直しがみられるものの消費者の

節約志向・低価格志向はいまだ根強く、また、食品業界や一般小売業にあっても原材料の価格高騰など、引き続き厳

しい経営環境にありました。

　このような状況の中、当社においては、業界初のスライド扉冷蔵庫によるスペース有効活用での効率化提案、およ

び、コスト削減に繋がる省エネ提案など、顧客の立場から付加価値を高める提案を推進し、新たな需要を生み出す営

業活動に取り組んでまいりました。また、当社初となるブラストチラーの拡販を行い、新規市場への積極的な営業展

開で、業績の維持向上に努めてまいりました。

　その結果、当第２四半期累計期間の業績につきましては、売上高15,405百万円（前年同期比14.4％増）、営業利益

2,828百万円（前年同期比20.5％増）、経常利益2,872百万円（前年同期比20.8％増）、四半期純利益1,721百万円

（前年同期比20.6％減）となりました。

（２）財政状態

（資産）

　当第２四半期会計期間末の流動資産は、前事業年度末と比べて2,827百万円増加の45,447百万円となりました。こ

の主な要因は、現金及び預金の増加2,151百万円、たな卸資産の増加505百万円であります。

　固定資産は、前事業年度末と比べて1,536百万円増加の14,792百万円となりました。この主な要因は、当社佐伯工

場増築工事や機械装置の更新及び太陽光発電設備の新設により有形固定資産が1,493百万円増加したためでありま

す。

　これらの結果、総資産は前事業年度末と比べ4,364百万円増加の60,239百万円となりました。

（負債）

　負債は、前事業年度末と比べて2,895百万円増加の11,178百万円となりました。この主な要因は、未払費用の増加

997百万円、未払法人税等の増加847百万円、支払手形及び買掛金の増加690百万円であります。

（純資産）

　純資産は、前事業年度末と比べて1,468百万円増加の49,061百万円となりました。この主な要因は、利益剰余金が

1,464百万円増加したためであります。これらの結果、自己資本比率は3.8ポイント減の81.4％となりました。
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（３）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。）残高は前事業年度末と比べて2,651

百万円増加の36,150百万円となりました。これは、営業活動で得た資金を投資活動や財務活動に充てた結果、資金が

増加したためであります。

 

　当第２四半期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以下の通りであります。

（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ける営業活動による資金の増加は、3,779百万円（前年同期に増加した資金は2,362百万

円）となりました。

　これは主に、税引前四半期純利益2,876百万円、未払費用の増加997百万円、仕入債務の増加690百万円等が、法人

税等の支払額412百万円、たな卸資産の増加額505百万円を上回ったためであります。

（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ける投資活動による資金の減少は、862百万円（前年同期に減少した資金は1,840百万

円）となりました。

　これは主に、固定資産の取得による支出1,358百万円、定期預金の預入による支出500百万円が、定期預金の払戻に

よる収入1,000百万円を上回ったためであります。

（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ける財務活動による資金の減少は、265百万円（前年同期に減少した資金は259百万円）

となりました。

　これは主に、配当金の支払額259百万円であります。

 

（４）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。

 

（５）研究開発活動

　当第２四半期累計期間における全体の研究開発活動の金額は、199百万円であります。

　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。

EDINET提出書類

大和冷機工業株式会社(E01961)

四半期報告書

 5/18



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 84,000,000

計 84,000,000

 

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26年６月30日)

提出日現在発行数
（株）
(平成26年８月８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 51,717,215 51,717,215
東京証券取引所

（市場第一部）
単元株式数　1,000株

計 51,717,215 51,717,215 － －

 

（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26年４月１日～

平成26年６月30日
－ 51,717 － 9,907,039 － 9,867,880
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（６）【大株主の状況】

  平成26年６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（％）

株式会社日本冷機 大分県佐伯市長島町２丁目22-12 6,913 13.37

有限会社ディ・アール・ケイ 大分県佐伯市長島町２丁目22-12 6,386 12.35

尾﨑　敦史 大分県佐伯市 3,763 7.28

尾﨑　理恵 東京都港区 2,572 4.97

尾﨑　雅広 大分県佐伯市 2,300 4.45

Japan-Up・ベータ投資事業有

限責任組合

無限責任組合員

株式会社ストラテジックキャ

ピタル　

東京都渋谷区恵比寿西１丁目３－１０ 2,225 4.30

日本トラスティ・サービス信

託銀行株式会社（信託口）
東京都中央区晴海１丁目8－11 2,202 4.26

メロン バンク トリーティー

クライアンツ オムニバス

(常任代理人　株式会社みずほ

コーポレート銀行決済営業

部）

ONE BOSTON PLACE BOSTON,MA 02108

(東京都中央区月島４丁目16－13)
1,348 2.61

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内１丁目－１－２ 1,000 1.93

ビービーエイチ　フイデリテ

イ　ピューリタン　フイデリ

テイ　シリーズ　イントリン

シツク　オポチユニテイズフ

アンド

東京都千代田区丸の内２丁目７－１ 850 1.64

計 － 29,559 57.16

　（注）　上記所有株式数のうち、信託業務に係る株式が次のとおり含まれております。

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）　　     2,202千株

 

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成26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    353,000
－ 単元株式数　1,000株

完全議決権株式（その他） 普通株式 50,936,000 50,936 同上

単元未満株式 普通株式    428,215 － －

発行済株式総数 51,717,215 － －

総株主の議決権 － 50,936 －

　（注）　「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が2,000株（議決権２個）含
まれております。
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②【自己株式等】

平成26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）

大和冷機工業株式会社

大阪市天王寺区小橋

町3－13
353,000 － 353,000 0.68

計 － 353,000 － 353,000 0.68

　（注）　当第２四半期会計期間末日現在の自己株式数は353,761株であります。

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日以後、当第２四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26年４月１日から平成26

年６月30日まで）及び第２四半期累計期間（平成26年１月１日から平成26年６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、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25年12月31日)
当第２四半期会計期間
(平成26年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 36,098,455 38,250,362

受取手形及び売掛金 3,692,688 3,680,845

商品及び製品 1,363,333 1,754,655

仕掛品 264,598 339,570

原材料及び貯蔵品 346,592 393,354

点検修理用部品 221,810 214,462

その他 635,890 817,835

貸倒引当金 △3,970 △3,922

流動資産合計 42,619,397 45,447,162

固定資産   

有形固定資産 7,903,256 9,397,012

無形固定資産 65,158 114,041

投資その他の資産   

投資有価証券 641,726 656,696

その他 4,686,010 4,657,592

貸倒引当金 △39,861 △32,601

投資その他の資産合計 5,287,875 5,281,687

固定資産合計 13,256,289 14,792,740

資産合計 55,875,687 60,239,903

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,848,559 3,538,702

未払法人税等 458,267 1,305,567

引当金 354,984 404,937

その他 2,455,207 3,875,453

流動負債合計 6,117,017 9,124,662

固定負債   

退職給付引当金 1,068,999 938,697

役員退職慰労引当金 1,090,926 1,108,249

その他 6,291 6,958

固定負債合計 2,166,217 2,053,905

負債合計 8,283,235 11,178,567
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  （単位：千円）

 
前事業年度

(平成25年12月31日)
当第２四半期会計期間
(平成26年６月30日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,907,039 9,907,039

資本剰余金 9,867,880 9,867,880

利益剰余金 28,019,342 29,484,180

自己株式 △192,815 △198,423

株主資本合計 47,601,446 49,060,677

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △8,994 658

評価・換算差額等合計 △8,994 658

純資産合計 47,592,452 49,061,335

負債純資産合計 55,875,687 60,239,903
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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25年１月１日
　至　平成25年６月30日)

当第２四半期累計期間
(自　平成26年１月１日
　至　平成26年６月30日)

売上高 13,467,683 15,405,791

売上原価 5,104,237 5,934,571

売上総利益 8,363,446 9,471,220

販売費及び一般管理費 ※ 6,016,284 ※ 6,642,425

営業利益 2,347,162 2,828,794

営業外収益   

受取利息 6,545 7,656

受取配当金 7,949 8,416

スクラップ売却益 32,788 35,733

その他 54,747 42,406

営業外収益合計 102,030 94,212

営業外費用   

スクラップ処分費 29,686 32,895

その他 41,928 17,722

営業外費用合計 71,614 50,618

経常利益 2,377,578 2,872,388

特別利益   

固定資産売却益 3,399 7,570

投資有価証券売却益 2,554 -

抱合せ株式消滅差益 133,345 -

特別利益合計 139,299 7,570

特別損失   

固定資産除却損 1,842 3,860

投資有価証券売却損 1,590 -

特別損失合計 3,433 3,860

税引前四半期純利益 2,513,444 2,876,099

法人税、住民税及び事業税 471,795 1,259,409

法人税等調整額 △126,794 △105,007

法人税等合計 345,000 1,154,402

四半期純利益 2,168,443 1,721,696
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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25年１月１日
　至　平成25年６月30日)

当第２四半期累計期間
(自　平成26年１月１日
　至　平成26年６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 2,513,444 2,876,099

減価償却費 246,123 324,038

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,090 △7,307

賞与引当金の増減額（△は減少） 31,065 57,923

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △10,300 △15,100

製品保証引当金の増減額（△は減少） △290 7,130

退職給付引当金の増減額（△は減少） △7,773 △130,301

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 17,890 17,322

受取利息及び受取配当金 △14,495 △16,072

抱合せ株式消滅差損益（△は益） △133,345 -

投資有価証券売却損益（△は益） △963 -

固定資産売却損益（△は益） △3,399 △7,570

固定資産除却損 1,842 3,860

売上債権の増減額（△は増加） 110,079 24,932

たな卸資産の増減額（△は増加） △654,651 △505,707

仕入債務の増減額（△は減少） 414,911 690,143

未払費用の増減額（△は減少） 870,389 997,459

その他 18,233 △140,485

小計 3,395,671 4,176,364

利息及び配当金の受取額 13,938 16,067

法人税等の支払額 △1,046,784 △412,725

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,362,825 3,779,707

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 △4,000,000 △500,000

定期預金の払戻による収入 2,500,000 1,000,000

有形固定資産の取得による支出 △343,126 △1,313,488

有形固定資産の売却による収入 3,400 8,188

無形固定資産の取得による支出 △15,815 △44,708

投資有価証券の取得による支出 △8,210 -

投資有価証券の売却による収入 23,972 -

その他 △671 △12,790

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,840,451 △862,799

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △3,207 △5,607

配当金の支払額 △256,527 △259,393

財務活動によるキャッシュ・フロー △259,735 △265,000

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 262,638 2,651,906

現金及び現金同等物の期首残高 31,666,021 33,498,455

連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減

額（△は減少）
394,985 -

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 32,323,645 ※ 36,150,362
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【注記事項】

（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）

該当事項はありません。

（四半期損益計算書関係）

※　販売費及び一般管理費の主な費目及び金額

 
前第２四半期累計期間
（自 平成25年１月１日

　　至 平成25年６月30日）

当第２四半期累計期間
（自 平成26年１月１日

　　至 平成26年６月30日）

広告宣伝費 28,326千円 32,393千円

運賃・倉庫料 587,512 657,846

製品保証引当金繰入額 106,026 123,471

報酬・給与手当 2,948,058 3,187,236

福利厚生費 479,165 530,059

賞与引当金繰入額 160,860 209,852

役員賞与引当金繰入額 20,000 22,500

退職給付費用 79,987 89,793

役員退職慰労引当金繰入額 18,490 19,322

 

（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

 
前第２四半期累計期間

（自 平成25年１月１日
至 平成25年６月30日）

当第２四半期累計期間
（自 平成26年１月１日
至 平成26年６月30日）

現金及び預金勘定 35,123,645千円 38,250,362千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △2,800,000 △2,100,000

現金及び現金同等物 32,323,645 36,150,362
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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25年１月１日　至　平成25年６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25年２月15日　

取締役会
普通株式 256,937 5 平成24年12月31日 平成25年３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25年８月７日

　取締役会
普通株式 256,907 5 平成25年６月30日 平成25年９月９日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第２四半期累計期間（自　平成26年１月１日　至　平成26年６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26年２月14日　

取締役会
普通株式 256,858 5 平成25年12月31日 平成26年３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26年８月６日

　取締役会
普通株式 256,817 5 平成26年６月30日 平成26年９月９日 利益剰余金

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期累計期間（自　平成25年１月１日　至　平成25年６月30日）

　当社は、冷凍冷蔵冷熱機器に係る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。

Ⅱ　当第２四半期累計期間（自　平成26年１月１日　至　平成26年６月30日）

　当社は、冷凍冷蔵冷熱機器に係る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。なお、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。

 
前第２四半期累計期間

（自　平成25年１月１日
至　平成25年６月30日）

当第２四半期累計期間
（自　平成26年１月１日
至　平成26年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 42円20銭 33円52銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 2,168,443 1,721,696

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） 2,168,443 1,721,696

普通株式の期中平均株式数（株） 51,385,047 51,367,598

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

２【その他】

平成26年８月６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
 

256,817千円
 

 

(ロ)1株当たりの金額 5円00銭  

(ハ)支払請求の効力発生日および支払開始日 平成26年９月９日  

（注）平成26年６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26年８月５日

大和冷機工業株式会社

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 渡邊　明久　　㊞

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 長野　秀則　　㊞

 

　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」に掲げられている大和冷機工業株

式会社の平成26年１月１日から平成26年12月31日までの第54期事業年度の第２四半期会計期間（平成26年４月１日から平

成26年６月30日まで）及び第２四半期累計期間（平成26年１月１日から平成26年６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、大和冷機工業株式会社の平成26年６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おりません。
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