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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94期

第１四半期
連結累計期間

第95期
第１四半期
連結累計期間

第94期

会計期間
自　平成29年４月１日
至　平成29年６月30日

自　平成30年４月１日
至　平成30年６月30日

自　平成29年４月１日
至　平成30年３月31日

売上高 （千円） 6,772,301 7,212,303 20,738,206

経常利益 （千円） 827,448 959,406 2,982,418

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益
（千円） 530,049 655,263 2,088,204

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 572,107 628,016 2,219,541

純資産額 （千円） 23,472,138 25,295,756 24,923,481

総資産額 （千円） 32,615,672 42,293,972 37,445,150

１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） 35.23 43.56 138.81

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 （％） 71.97 59.81 66.56

（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、消費税等は含まれておりません。

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．「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を当第１四半

期連結会計期間の期首から適用しており、前第１四半期連結累計期間及び前連結会計年度に係る主要な経営

指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。

 

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（当社及び当社の関係会社）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。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期連結累計期間において、新たな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】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

 

(1) 財政状態及び経営成績の状況

　当第１四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、企業業績は堅調であり、雇用情勢の改善が続くなか、景気

は回復基調で推移いたしました。

　海外におきましては、雇用環境や所得の改善が進み緩やかな回復傾向が持続し、米国・欧州でも堅調に推移いた

しました。中国経済は成長ペースが横ばいに推移しておりますが、高度な生産設備の導入など設備投資は堅調な状

況であります。しかし、米国の貿易に関する保護主義的な政策による世界経済への懸念や地政学的リスクもあり、

先行きの不透明感は払拭できない状況にあります。

　世界的に景気回復の兆しが現れるなか、当社グループにおきましては、「時流に乗って躍進」をスローガンに、

顧客ニーズの変化や市場動向を的確に把握し、顧客満足度の向上に努めるとともに、価値ある技術を創出し続ける

べく、積極的に受注並びに生産活動に取り組んでまいりました。

　その結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は7,212百万円（前年同期比6.5％増）となり、利益面では営業利

益は929百万円（前年同期比17.5％増）、経常利益959百万円（前年同期比15.9％増）、親会社株主に帰属する四半

期純利益は655百万円（前年同期比23.6％増）となりました。

　前期に引き続き、スマートフォンや電気自動車関連市場の需要拡大に向けた企業の設備投資計画により、電気・

電子部材関連及びエネルギー関連分野向けを中心として受注並びに受注残高ともに、堅調に推移いたしました。

　その結果、当四半期における受注高は6,407百万円（前年同期比22.4％増）、受注残高は37,675百万円（前期末

比2.1％減）となりました。

 

　セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

 

（塗工機関連機器）

　当セグメントは、二次電池向け電極塗工装置及び光学機能性フィルム製造装置を中心に推移いたしました。

　その結果、売上高は3,901百万円（前年同期比6.5％増）、セグメント利益は368百万円（前年同期比7.5％減）

となりました。

　受注残高につきましては、15,948百万円（前期末比11.8％減）となりました。

 

（化工機関連機器）

　当セグメントは、真空薄膜装置及び成膜装置を中心に推移いたしました。

　その結果、売上高は3,053百万円（前年同期比9.2％増）、セグメント利益は776百万円（前年同期比45.5％

増）となりました。

　受注残高につきましては、20,831百万円（前期末比5.9％増）となりました。

 

（その他）

　当セグメントは、染色整理機械装置、各種機器の部品の製造及び修理・改造などを行っております。

　売上高は257百万円（前年同期比17.9％減）、セグメント利益は110百万円（前年同期比38.0％増）となりまし

た。

　受注残高につきましては、895百万円（前期末比22.4％増）となりました。
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　当第１四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末に比べ4,848百万円増加し、42,293百万円となりま

した。以下において主な科目別に説明いたします。

 

（資産）

　流動資産は前連結会計年度末に比べ5,095百万円増加し、34,109百万円となりました。その主な要因は、現金

及び預金が1,151百万円、資金運用のため有価証券が4,939百万円それぞれ増加したこと、及び売上債権が1,425

百万円減少したことによります。

　また、固定資産は前連結会計年度末に比べ247百万円減少し、8,184百万円となりました。その主な要因は、旧

三田工場及び土地の売却等により有形固定資産が65百万円、退任役員の保険解約により投資その他の資産が175

百万円それぞれ減少したことによります。

 

（負債）

　流動負債は前連結会計年度末に比べ4,606百万円増加し、15,815百万円となりました。その主な要因は、仕入

債務が1,425百万円、前受金が2,759百万円それぞれ増加したことによります。

　また、固定負債は前連結会計年度末に比べ130百万円減少し、1,182百万円となりました。その主な要因は、長

期借入金が133百万円、退職給付に係る負債が21百万円それぞれ減少したことによります。

 

（純資産）

　純資産は前連結会計年度末に比べ372百万円増加し、25,295百万円となりました。その主な要因は、親会社株

主に帰属する四半期純利益を655百万円計上したこと、前連結会計年度に係る配当金を255百万円支払ったこと、

及びその他有価証券評価差額金が37百万円減少したことによります。

 

(2) 経営方針・経営戦略等

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はあ

りません。

 

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更及び新たに生じた対処

すべき課題はありません。

 

(4) 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費の総額は、104百万円であります。

　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。
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(5) 生産、受注及び販売の実績

① 生産実績

　当第１四半期連結累計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 生産高（千円） 前年同期比（％）

塗工機関連機器 3,467,201 +10.5

化工機関連機器 2,189,989 +1.9

その他 127,932 △40.4

合計 5,785,123 +5.2

（注）１．金額は生産原価で、上記の内には外注生産によるものも含んでおります。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

② 受注実績

　当第１四半期連結累計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前期末比（％）

塗工機関連機器 1,769,341 △27.9 15,948,827 △11.8

化工機関連機器 4,216,044 +115.2 20,831,169 +5.9

その他 421,932 △48.6 895,722 +22.4

合計 6,407,318 +22.4 37,675,720 △2.1

（注）１．金額は販売価格によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

③ 販売実績

　当第１四半期連結累計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 販売高（千円） 前年同期比（％）

塗工機関連機器 3,901,195 +6.5

化工機関連機器 3,053,208 +9.2

その他 257,899 △17.9

合計 7,212,303 +6.5

（注）１．金額は販売価格によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

(6) 経営成績に重要な影響を与える要因及び戦略的現状と見通し

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因に重要な変更及び新た

に生じたものはありません。

 

(7) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

　当社グループの資金需要の主なものは、運転資金、法人税等の支払、設備投資、借入金の返済、配当金の支払

等であります。

　また、その資金は、主として自己資金により充当し、金融機関からの借入による資金調達を必要に応じて実施

することで金融費用を低減するよう努めております。

 

(8) 経営者の問題認識と今後の方針について

　当第１四半期連結累計期間において経営者の問題認識と今後の方針について重要な変更及び新たに生じたものは

ありません。
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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又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 50,000,000

計 50,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数（株）
（平成30年６月30日）

提出日現在
発行数（株）

（平成30年８月９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 15,394,379 15,394,379
東京証券取引所

市場第二部

単元株式数

100株

計 15,394,379 15,394,379 － －

 

（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）

平成30年４月１日～

平成30年６月30日
－ 15,394,379 － 1,847,821 － 1,339,654

 

（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（平成30年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

平成30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       350,700
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式    15,036,500 150,365 －

単元未満株式 普通株式         7,179 － －

発行済株式総数 15,394,379 － －

総株主の議決権 － 150,365 －

（注）１．「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1,000株（議決権10個）

含まれております。

２．「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式83株が含まれております。

 

②【自己株式等】

平成30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）

株式会社ヒラノテクシード

奈良県北葛城郡

河合町大字川合101番地の１
350,700 － 350,700 2.28

計 － 350,700 － 350,700 2.28

（注）　当第１四半期会計期間末現在の保有自己株式数は350,783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１四半期連結会計期間（平成30年４月１日から平

成30年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成30年４月１日から平成30年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、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。
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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

(平成30年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成30年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,280,211 11,432,030

受取手形及び売掛金 ※ 7,461,326 ※ 7,061,123

電子記録債権 ※ 1,587,838 ※ 562,821

有価証券 600,000 5,539,967

仕掛品 8,524,989 8,821,632

原材料及び貯蔵品 99,808 104,860

その他 465,816 591,303

貸倒引当金 △6,165 △4,048

流動資産合計 29,013,826 34,109,691

固定資産   

有形固定資産 3,959,908 3,894,258

無形固定資産 90,283 84,708

投資その他の資産   

投資有価証券 3,888,774 3,836,932

その他 492,356 368,381

投資その他の資産合計 4,381,130 4,205,314

固定資産合計 8,431,323 8,184,280

資産合計 37,445,150 42,293,972
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  (単位：千円)

 
前連結会計年度

(平成30年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成30年６月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,564,132 4,938,166

電子記録債務 2,652,175 2,703,961

短期借入金 － 200,000

1年内返済予定の長期借入金 584,932 558,032

未払法人税等 509,539 228,367

前受金 3,063,444 5,822,941

賞与引当金 198,050 63,676

製品保証引当金 67,389 77,132

その他 569,118 1,223,182

流動負債合計 11,208,782 15,815,460

固定負債   

長期借入金 649,824 516,341

役員退職慰労引当金 79,470 65,551

退職給付に係る負債 533,266 511,606

資産除去債務 14,888 14,963

その他 35,437 74,293

固定負債合計 1,312,886 1,182,755

負債合計 12,521,669 16,998,216

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,847,821 1,847,821

資本剰余金 1,339,722 1,339,722

利益剰余金 21,719,994 22,119,517

自己株式 △408,218 △408,218

株主資本合計 24,499,320 24,898,843

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 621,205 584,035

退職給付に係る調整累計額 △197,044 △187,122

その他の包括利益累計額合計 424,160 396,912

純資産合計 24,923,481 25,295,756

負債純資産合計 37,445,150 42,293,972
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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　平成29年４月１日
　至　平成29年６月30日)

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

売上高 6,772,301 7,212,303

売上原価 5,500,719 5,785,123

売上総利益 1,271,581 1,427,180

販売費及び一般管理費 480,503 497,945

営業利益 791,077 929,234

営業外収益   

受取利息 2,224 485

受取配当金 22,372 26,750

その他 20,789 13,961

営業外収益合計 45,387 41,197

営業外費用   

支払利息 2,228 2,126

売上割引 142 4,752

その他 6,647 4,146

営業外費用合計 9,017 11,025

経常利益 827,448 959,406

特別利益   

固定資産売却益 － 1,025

特別利益合計 － 1,025

税金等調整前四半期純利益 827,448 960,432

法人税、住民税及び事業税 299,250 252,963

法人税等調整額 △1,851 52,205

法人税等合計 297,398 305,168

四半期純利益 530,049 655,263

親会社株主に帰属する四半期純利益 530,049 655,263
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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　平成29年４月１日
　至　平成29年６月30日)

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

四半期純利益 530,049 655,263

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 37,541 △37,169

退職給付に係る調整額 4,516 9,921

その他の包括利益合計 42,057 △27,247

四半期包括利益 572,107 628,016

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 572,107 628,016

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

　　該当事項はありません。

 

（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）

　　該当事項はありません。

 

（追加情報）

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を当第１四半期

連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定

負債の区分に表示しております。

 

（四半期連結貸借対照表関係）

※　四半期連結会計期間末日満期手形及び電子記録債権

　四半期連結会計期間末日満期手形及び電子記録債権の会計処理については、手形交換日等をもって決済処理を

しております。なお、当四半期連結会計期間の末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末

日満期手形及び電子記録債権が四半期連結会計期間末日残高に含まれております。

 
前連結会計年度

（平成30年３月31日）

当第１四半期連結会計期間

（平成30年６月30日）

受取手形 14,954千円 2,924千円

電子記録債権 4,280千円 8,290千円

 

 

（四半期連結損益計算書関係）

　該当事項はありません。

 

（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おりません。なお、第１四

半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産にかかる償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 

前第１四半期連結累計期間

（自　平成29年４月１日

至　平成29年６月30日）

当第１四半期連結累計期間

（自　平成30年４月１日

至　平成30年６月30日）

減価償却費 73,531千円 76,346千円
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年６月30日）

　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６月28日

定時株主総会
普通株式 240,703 16.00 平成29年３月31日 平成29年６月29日 利益剰余金

 

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

　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30年６月27日

定時株主総会
普通株式 255,741 17.00 平成30年３月31日 平成30年６月28日 利益剰余金

 

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年６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：千円）

 報告セグメント
合計

 塗工機関連機器 化工機関連機器 その他

売上高     

外部顧客への売上高 3,662,491 2,795,585 314,224 6,772,301

セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － － －

計 3,662,491 2,795,585 314,224 6,772,301

セグメント利益 398,436 533,491 79,731 1,011,660

 

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：千円）

利益 金額

報告セグメント計

全社費用（注）

1,011,660

△220,582

四半期連結損益計算書の営業利益 791,077

（注）全社費用は、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．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。
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Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成30年４月１日　至　平成30年６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：千円）

 報告セグメント
合計

 塗工機関連機器 化工機関連機器 その他

売上高     

外部顧客への売上高 3,901,195 3,053,208 257,899 7,212,303

セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － － －

計 3,901,195 3,053,208 257,899 7,212,303

セグメント利益 368,605 776,381 110,030 1,255,016

 

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：千円）

利益 金額

報告セグメント計

全社費用（注）

1,255,016

△325,782

四半期連結損益計算書の営業利益 929,234

（注）全社費用は、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．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。
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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１四半期連結累計期間
（自　平成29年４月１日
至　平成29年６月30日）

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

１株当たり四半期純利益金額 35円23銭 43円56銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額（千円） 530,049 655,263

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

金額（千円）
530,049 655,263

普通株式の期中平均株式数（株） 15,043,935 15,043,596

（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。

 

EDINET提出書類

株式会社ヒラノテクシード(E01548)

四半期報告書

18/19



 

 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

 平成30年８月７日
 

株式会社ヒラノテクシード
 

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 後 藤 紳 太 郎 ㊞

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 松 嶋 康 介 ㊞

 

　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
る株式会社ヒラノテクシードの平成30年４月１日から平成31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（平成30年４月１日から平成30年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成30
年４月１日から平成30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。
 

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、株式会社ヒラノテクシード及び連
結子会社の平成30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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