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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91期

第１四半期連結
累計期間

第92期
第１四半期連結

累計期間
第91期

会計期間
自2019年４月１日
至2019年６月30日

自2020年４月１日
至2020年６月30日

自2019年４月１日
至2020年３月31日

売上高 （千円） 20,978,552 21,136,849 82,852,186

経常利益 （千円） 811,714 1,431,072 3,402,675

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純利益
（千円） 551,397 973,569 2,316,341

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 352,548 1,120,535 1,735,840

純資産額 （千円） 27,299,801 29,370,327 28,513,292

総資産額 （千円） 49,734,281 53,209,329 51,294,918

１株当たり四半期（当期）純利益 （円） 58.59 103.45 246.14

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 （％） 54.9 55.2 55.6

　（注）１　当社は四半期連結財務諸表を作成しているため、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い

ません。

　　　　２　売上高は消費税等は含みません。

　　　　３　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載していませ

ん。

 

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。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】

　2020年３月期の有価証券報告書（2020年６月26日提出）に記載の内容から重要な変更がないため、記載を省略して

います。

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 財政状態及び経営成績の状況

①経営成績の状況

当第１四半期連結累計期間においては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策として実施された外出自粛や

休校等の影響により、外食や各種給食向けの業務用製品が大幅に減少したものの、家庭での喫食機会が増加したこ

とで、家庭向けの缶詰・パスタ製品の需要が増加し、売上高は前年同期比0.8％増の211億36百万円となりました。

利益面では、主原料の価格が安定して推移したことや出張等の自粛にともない一般管理費が減少したこと等によ

り、営業利益は12億60百万円（前年同期比79.3％増）、海外関連会社の持分法による投資利益が増加したこと等に

より、経常利益は14億31百万円（同76.3％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は９億73百万円（同76.6％

増）となりました。

なお、当社グループは、食品事業およびこの付帯事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の開示は

行っていませんが、製品群別の販売動向は以下のとおりです。

 

　表：製品群別売上高（連結）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円、％）

製品群
前年同期 当第１四半期 増減

金額 構成比 金額 構成比 金額 率

製

品

家

庭

用

食

品

 ツナ 9,686,314 46.2 9,956,681 47.1 270,366 2.8

 デザート 1,358,618 6.4 1,600,512 7.6 241,894 17.8

 パスタ＆ソース 2,115,251 10.1 2,332,931 11.0 217,679 10.3

 総菜 1,953,345 9.3 2,208,996 10.4 255,650 13.1

 削りぶし・のり・ふりかけ類 1,241,345 5.9 1,259,833 6.0 18,488 1.5

 ギフト・その他食品 883,364 4.2 737,930 3.5 △145,433 △16.5

計 17,238,239 82.1 18,096,885 85.6 858,645 5.0

 業務用食品 3,231,092 15.4 2,539,865 12.0 △691,226 △21.4

 ペットフード・バイオ他 388,540 1.9 392,650 1.9 4,110 1.1

計 20,857,872 99.4 21,029,401 99.5 171,529 0.8

 その他 120,680 0.6 107,447 0.5 △13,232 △11.0

合 計 20,978,552 100.0 21,136,849 100.0 158,296 0.8

　　（注）上記金額は消費税等を含みません。

 

「ツナ」では、油漬タイプの「シーチキン」に加え、健康志向に対応した「オイル不使用シーチキン」や個食

ニーズに対応したパウチタイプの「シーチキンSmile」シリーズが好調で、売上高は前年同期比2.8％増加しまし

た。

「デザート」では、「朝からフルーツ」シリーズやフルーツパウチ、「ぜんざい」が好調で、売上高は同17.8％

増加しました。

「パスタ＆ソース」では、結束タイプのスパゲティが好調で、売上高は同10.3％増加しました。

「総菜」では、紙容器入りタイプの新製品を投入した「シャキッとコーン」に加えて、個食ニーズに対応したパ

ウチタイプの「健康シリーズ」が好調で、売上高は同13.1％増加しました。

「削りぶし・のり・ふりかけ類」では、「かつおパック」や「きざみのり」が好調で、売上高は同1.5％増加し

ました。

「ギフト・その他食品」では、包装米飯「パパッとライス」は好調でしたが、贈答品市場が低調でギフトが減少

し、売上高は同16.5％減少しました。

「業務用食品」では、緊急事態宣言の発出にともなう営業自粛、休校等の要請や在宅勤務の推奨等により、外食

や各種給食、コンビニエンスストア向けの需要が大幅に減少したことにより、売上高は同21.4％減少しました。

「ペットフード・バイオ他」では、フィッシュミールやエキス等が原料不足もあり減少しましたが、新製品を拡

充したペットフードが好調で、売上高は同1.1％増加しました。
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②財政状態の状況

　当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末より19億14百万円増加して、532億９百万円とな

りました。これは主に、受取手形及び売掛金が７億円減少したものの、原材料及び貯蔵品が12億１百万円、商品及

び製品が９億35百万円ならびに有形固定資産のその他（純額）が３億92百万円増加したことによるものです。

　負債合計は、前連結会計年度末より10億57百万円増加して、238億39百万円となりました。これは主に、未払金

が26億96百万円、未払法人税等が４億81百万円減少したものの、支払手形及び買掛金が26億14百万円、販売促進引

当金が13億83百万円ならびに売上割戻引当金が１億99百万円増加したことによるものです。

　純資産合計は、前連結会計年度末より８億57百万円増加して293億70百万円となりました。これは主に、利益剰

余金が７億10百万円、その他有価証券評価差額金が１億72百万円増加したことによるものです。

　この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の55.6％から55.2％となりました。

 

(2) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要

な変更はありません。

(3) 研究開発活動

　当第１四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、34,186千円です。なお、当第１四半

期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

(4) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

　前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分

析」中の、重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載についての重要な変更はありません。

　なお、新型コロナウィルス感染症に関する会計上の見積りにつきましては、「第４　経理の状況　１　四半期連

結財務諸表　注記事項　（追加情報）」をご参照ください。

 

３【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または締結等はありません。
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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 41,300,000

計 41,300,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）
（2020年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（2020年８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 10,325,365 10,325,365
東京証券取引所

(市場第二部)

単元株式数

100株

計 10,325,365 10,325,365 ― ―

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　　　　該当事項はありません。

 

②【その他の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）【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）

2020年４月１日～

2020年６月30日
－ 10,325,365 － 1,441,669 － －

 

 

（５）【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。
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（６）【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（2020年３月31日）にもとづく株主名簿による記載をしていま

す。

①【発行済株式】

    2020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 914,600

完全議決権株式（その他） 普通株式 9,389,300 93,893 －

単元未満株式 普通株式 21,465 － 　１単元（100株）未満の株式

発行済株式総数  10,325,365 － －

総株主の議決権  － 93,893 －

（注）「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式20株が含まれています。

 

②【自己株式等】

    2020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）

はごろもフーズ株式会社
静岡市清水区島崎町151 914,600 － 914,600 8.86

計 － 914,600 － 914,600 8.86

　（注）第１四半期会計期間末日現在の自己株式数は914,620株です。

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）にもとづいて作成しています。

 

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項の規定にもとづき、第１四半期連結会計期間（2020年４月１日から

2020年６月30日まで）および第１四半期連結累計期間（2020年４月１日から2020年６月30日まで）に係る四半期連結

財務諸表について、双研日栄監査法人による四半期レビューを受けています。
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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
(2020年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,108,785 1,788,641

受取手形及び売掛金 18,417,153 17,716,990

商品及び製品 7,396,027 8,331,735

仕掛品 83,331 74,213

原材料及び貯蔵品 2,702,186 3,903,549

その他 1,859,307 2,074,601

貸倒引当金 △4,063 △3,066

流動資産合計 32,562,729 33,886,666

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,111,214 4,074,006

土地 3,487,847 3,487,847

その他（純額） 4,050,819 4,443,294

有形固定資産合計 11,649,881 12,005,148

無形固定資産 389,278 363,482

投資その他の資産   

投資有価証券 6,044,421 6,343,902

退職給付に係る資産 54,488 19,519

その他 597,778 594,268

貸倒引当金 △3,659 △3,659

投資その他の資産合計 6,693,028 6,954,031

固定資産合計 18,732,189 19,322,662

資産合計 51,294,918 53,209,329

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 12,134,671 14,749,153

1年内返済予定の長期借入金 77,440 94,105

未払金 5,577,664 2,880,669

未払法人税等 952,130 470,455

売上割戻引当金 35,609 235,047

販売促進引当金 2,745 1,386,195

賞与引当金 349,078 544,141

その他 920,588 769,633

流動負債合計 20,049,927 21,129,403

固定負債   

長期借入金 1,122,560 1,105,895

役員退職慰労引当金 804,156 740,057

退職給付に係る負債 12,735 12,448

その他 792,245 851,197

固定負債合計 2,731,698 2,709,598

負債合計 22,781,625 23,839,001
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年６月30日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,441,669 1,441,669

資本剰余金 942,527 942,527

利益剰余金 26,613,177 27,323,246

自己株式 △2,162,718 △2,162,718

株主資本合計 26,834,656 27,544,724

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,045,553 2,218,481

繰延ヘッジ損益 70,348 41,735

為替換算調整勘定 △125,278 △135,251

退職給付に係る調整累計額 △311,986 △299,361

その他の包括利益累計額合計 1,678,636 1,825,603

純資産合計 28,513,292 29,370,327

負債純資産合計 51,294,918 53,209,329
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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　2019年４月１日
　至　2019年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年６月30日)

売上高 20,978,552 21,136,849

売上原価 13,417,622 12,927,485

売上総利益 7,560,929 8,209,363

販売費及び一般管理費 6,857,823 6,948,513

営業利益 703,106 1,260,850

営業外収益   

受取利息 1 0

受取配当金 85,557 86,203

持分法による投資利益 － 54,516

仕入割引 8,583 9,771

賃貸料収入 18,076 17,845

その他 14,931 19,136

営業外収益合計 127,151 187,473

営業外費用   

支払利息 927 1,297

賃貸収入原価 12,226 8,332

持分法による投資損失 1,528 －

その他 3,861 7,623

営業外費用合計 18,543 17,252

経常利益 811,714 1,431,072

特別利益   

固定資産売却益 9,256 286

特別利益合計 9,256 286

特別損失   

貸倒引当金繰入額 81 －

固定資産除却損 482 158

災害による損失 － 3,056

特別損失合計 564 3,214

税金等調整前四半期純利益 820,405 1,428,143

法人税等 269,008 454,574

四半期純利益 551,397 973,569

親会社株主に帰属する四半期純利益 551,397 973,569
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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　2019年４月１日
　至　2019年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年６月30日)

四半期純利益 551,397 973,569

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △131,511 172,927

繰延ヘッジ損益 △75,197 △28,612

退職給付に係る調整額 5,285 8,543

持分法適用会社に対する持分相当額 2,574 △5,892

その他の包括利益合計 △198,848 146,966

四半期包括利益 352,548 1,120,535

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 352,548 1,120,535

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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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います。

 

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症に関する会計上の見積り）

　新型コロナウイルス感染症の流行は、その収束時期や社会・経済活動への影響を正確に予測することは困難で

すが、当連結会計年度中に徐々に収束するとの仮定にもとづき、当社グループの業績に与える影響は限定的であ

るとの判断のうえ、会計上の見積りを行っています。

 

（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いません。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、次のとおりです。

 

 

前第１四半期連結累計期間

（自　2019年４月１日

　至　2019年６月30日）

当第１四半期連結累計期間

（自　2020年４月１日

　至　2020年６月30日）

　減価償却費 　        225,474千円 　        227,365千円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　2019年４月１日　至　2019年６月30日）

配当に関する事項

配当金支払額

2019年６月27日の第90期定時株主総会において、次のとおり決議しています。

・普通株式の配当に関する事項

（イ）配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　169,396千円

（ロ）１株当たり配当額　　　　　　　　　　　　　 18円00銭

（ハ）基準日　　　　　　　　　　　　　　　 2019年３月31日

（ニ）効力発生日　　　　　　　　　　　　　 2019年６月28日

（ホ）配当の原資　　　　　　　　　　　　　　　 利益剰余金

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年６月30日）

配当に関する事項

配当金支払額

2020年６月26日の第91期定時株主総会において、次のとおり決議しています。

・普通株式の配当に関する事項

（イ）配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　263,500千円

（ロ）１株当たり配当額　　　　　　　　　　　　　 28円00銭

　　　(うち記念配当10円を含む)

（ハ）基準日　　　　　　　　　　　　　　　 2020年３月31日

（ニ）効力発生日　　　　　　　　　　　　　 2020年６月29日

（ホ）配当の原資　　　　　　　　　　　　　　　 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自　2019年４月１日　至　2019年６月30日）および当第１四半期連結累計期間

（自　2020年４月１日　至　2020年６月30日）

　当社グループは、食品事業およびこの付帯事業の単一セグメントであるため、記載を省略しています。

 

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益および算定上の基礎は、以下のとおりです。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　2019年４月１日
至　2019年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　2020年４月１日
至　2020年６月30日）

１株当たり四半期純利益 58円59銭 103円45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）
551,397 973,569

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）
551,397 973,569

普通株式の期中平均株式数（株） 9,410,895 9,410,745

　（注）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いません。

 

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  

 

   2020年８月12日

はごろもフーズ株式会社

取締役会　御中

 

双研日栄監査法人

 東京都中央区

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 吉澤　秀雄　　㊞

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 箕輪　光紘　　㊞

 

監査人の結論

　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」に掲げられているはごろもフーズ

株式会社の2020年４月１日から2021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（2020年４月１日から2020

年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（2020年４月１日から2020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。

　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、はごろもフーズ株式会社及び連結子会社の2020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全ての重

要な点において認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

　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。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し

ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　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。

　四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適

切であるかどうかを評価し、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基づいて継続

企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書にお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。

　監査人は、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従って、四半期レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・　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する質問、分析的手続その他の四半期レビュー

手続を実施する。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。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、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、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかど

うか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において

四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が

適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人

の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業

として存続できなくなる可能性がある。

・　四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、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

基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務

諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさ

せる事項が認められないかどうかを評価する。

・　四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査

人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査

人の結論に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な

発見事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを

講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

　会社及び連結子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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