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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48期

第３四半期連結
累計期間

第49期
第３四半期連結

累計期間
第48期

会計期間
自平成27年２月１日
至平成27年10月31日

自平成28年２月１日
至平成28年10月31日

自平成27年２月１日
至平成28年１月31日

売上高 （千円） 6,334,307 4,788,319 8,125,374

経常利益 （千円） 708,474 377,573 780,345

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純利益又は親会社株主に帰属

する四半期純損失（△）

（千円） 448,492 △97,881 258,188

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 412,023 △6,405 222,413

純資産額 （千円） 15,678,208 15,302,430 15,488,599

総資産額 （千円） 18,355,787 19,715,794 17,956,637

１株当たり四半期（当期）純利益

金額又は１株当たり四半期純損失

金額（△）

（円） 49.89 △10.89 28.72

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 （％） 85.4 77.6 86.3

 

回次
第48期

第３四半期連結
会計期間

第49期
第３四半期連結

会計期間

会計期間
自平成27年８月１日
至平成27年10月31日

自平成28年８月１日
至平成28年10月31日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 7.59 6.49

　（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等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．前第３四半期連結累計期間及び前連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額は、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　　　　４．当第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純

損失であり、また、潜在株式が存在していないため記載しておりません。

　　　　５．「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）等を適用し、第１四半期連結累

計期間より、「四半期（当期）純利益」を「親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益」としておりま

す。

 

 

２【事業の内容】

　第１四半期連結累計期間において、当社グループは主に賃貸に供する不動産を取得し、不動産賃貸等事業を開

始いたしました。

　これは、収益安定施策のひとつとして、自社ビルおよび賃貸用オフィスビル用途に優位と判断したためであり

ます。この結果、平成28年10月31日現在では、当社グループは、プラスチック成形事業、成形機事業、不動産賃

貸等事業の３事業を営むこととなりました。なお、当該３事業はセグメント情報における区分と同一でありま

す。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四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３四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３四半期連結累計期間における当社グループを取り巻く経営環境は、上半期は熊本震災の影響を受け低

水準の出荷となりましたが、第３四半期には生産、出荷ともに回復して参りました。

しかしながら、当社主力製品であります300mmシリコンウエハ出荷容器FOSBのリユースの進展による販売面

への影響は依然として大きく、厳しい経営環境にあります。

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は4,788百万円（前年同期比24.4％減）、営業利益は179百万

円（前年同期比59.4％減）、経常利益は377百万円（前年同期比46.7％減）となりました。また、熊本地震に

係る特別損失として432百万円を計上したため、親会社株主に帰属する四半期純損失は97百万円（前年同期は

親会社株主に帰属する四半期純利益448百万円）となりました。

 

セグメント別の業績は次のとおりであります。

 

（プラスチック成形事業）

当第３四半期連結累計期間の売上高は4,118百万円（前年同期比25.8％減）、営業利益は412百万円（前年同

期比39.9％減）となりました。

 

（成形機事業）

当第３四半期連結累計期間の売上高は658百万円（前年同期比21.8％減）、営業利益は55百万円（前年同期

比47.1％減）となりました。

 

（不動産賃貸等事業）

当社は平成28年４月27日に主に賃貸に供する不動産を取得し、同事業を開始いたしました。当第３四半期

連結累計期間の売上高は77百万円、営業利益は51百万円となりました。
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（２）財政状態の分析

（流動資産）

当第３四半期連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末に比べて717百万円減少し、11,607百万円

となりました。これは主に、商品及び製品の増加140百万円、仕掛品の増加142百万円があったものの、現金

及び預金の減少1,062百万円があったこと等によるものであります。

（固定資産）

当第３四半期連結会計期間末の固定資産は、前連結会計年度末に比べて2,476百万円増加し、8,108百万円

となりました。これは主に、有形固定資産の増加2,756百万円によるものであります。

（流動負債）

当第３四半期連結会計期間末の流動負債は、前連結会計年度末に比べて541百万円増加し、2,059百万円と

なりました。これは主に、支払手形及び買掛金の増加164百万円、１年内返済予定の長期借入金の増加99百

万円、災害損失引当金の増加83百万円があったこと等によるものであります。

（固定負債）

当第３四半期連結会計期間末の固定負債は、前連結会計年度末に比べて1,403百万円増加し、2,354百万円

となりました。これは主に、長期借入金の増加1,344百万円によるものであります。

（純資産）

 当第３四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べて186百万円減少し、15,302百万円と

なりました。これは主に、その他有価証券評価差額金の増加78百万円があったものの、配当金の支払179百

万円、親会社株主に帰属する四半期純損失97百万円の計上があったこと等によるものであります。

 

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課

題はありません。

 

（４）研究開発活動

　当第３四半期連結累計期間の研究開発費の総額は110百万円であります。なお、当第３四半期連結累計期間

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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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 28,800,000

計 28,800,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成28年10月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成28年12月12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 10,120,000 10,120,000
東京証券取引所

（市場第一部）

単元株式数

100株

計 10,120,000 10,120,000 － －

 

（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（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28年８月１日～

平成28年10月31日
－ 10,120,000 － 1,111,000 － 1,310,000

 

（６）【大株主の状況】

　　　当四半期会計期間は第３四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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（７）【議決権の状況】

　　　当第３四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28年７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28年10月31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　　　1,131,800  －  －

 完全議決権株式（その他）  普通株式　　　8,985,100 89,851  －

 単元未満株式  普通株式　　　　　3,100  －  －

 発行済株式総数 　　　　　　　10,120,000  －  －

 総株主の議決権  － 89,851  －

 

②【自己株式等】

平成28年10月31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（％）

ミライアル株式会社
東京都豊島区

東池袋１-24-１
1,131,800 － 1,131,800 11.18

 計  － 1,131,800 － 1,131,800 11.18

 

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３四半期連結会計期間（平成28年８月１日から平

成28年10月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成28年２月１日から平成28年10月31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28年１月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成28年10月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,237,617 8,175,242

受取手形及び売掛金 2,199,277 1,866,410

商品及び製品 285,938 426,607

仕掛品 349,792 492,189

原材料及び貯蔵品 103,573 192,679

繰延税金資産 102,224 152,947

その他 46,665 301,527

流動資産合計 12,325,090 11,607,604

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,920,370 6,162,504

減価償却累計額及び減損損失累計額 △3,200,298 △3,305,391

建物及び構築物（純額） 1,720,071 2,857,112

機械装置及び運搬具 6,675,533 6,483,514

減価償却累計額及び減損損失累計額 △6,235,675 △6,068,513

機械装置及び運搬具（純額） 439,857 415,000

土地 1,321,304 3,249,892

建設仮勘定 300,560 －

その他 4,471,034 4,525,021

減価償却累計額及び減損損失累計額 △4,263,523 △4,301,554

その他（純額） 207,510 223,467

有形固定資産合計 3,989,304 6,745,473

無形固定資産   

その他 21,513 18,412

無形固定資産合計 21,513 18,412

投資その他の資産   

投資有価証券 679,796 567,386

保険積立金 639,824 502,402

繰延税金資産 248,378 219,162

その他 52,728 55,352

投資その他の資産合計 1,620,727 1,344,303

固定資産合計 5,631,546 8,108,189

資産合計 17,956,637 19,715,794
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成28年１月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成28年10月31日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 911,001 1,075,869

1年内返済予定の長期借入金 7,500 107,496

未払法人税等 4,881 11,161

賞与引当金 146,939 219,616

受注損失引当金 4,520 57,355

製品保証引当金 12,598 4,262

災害損失引当金 － 83,554

その他 429,849 499,908

流動負債合計 1,517,289 2,059,224

固定負債   

長期借入金 11,250 1,355,631

退職給付に係る負債 634,184 647,017

役員退職慰労未払金 131,780 131,780

繰延税金負債 83,300 80,306

その他 90,232 139,404

固定負債合計 950,748 2,354,139

負債合計 2,468,037 4,413,363

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,111,000 1,111,000

資本剰余金 1,310,000 1,310,000

利益剰余金 14,959,353 14,681,707

自己株式 △1,759,298 △1,759,298

株主資本合計 15,621,054 15,343,408

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △90,850 △12,397

退職給付に係る調整累計額 △41,605 △28,581

その他の包括利益累計額合計 △132,455 △40,978

純資産合計 15,488,599 15,302,430

負債純資産合計 17,956,637 19,715,794
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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３四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成27年２月１日
　至　平成27年10月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成28年２月１日
　至　平成28年10月31日)

売上高 6,334,307 4,788,319

売上原価 4,780,955 3,707,534

売上総利益 1,553,351 1,080,785

販売費及び一般管理費 1,111,400 901,545

営業利益 441,950 179,240

営業外収益   

受取利息 7,006 2,064

受取配当金 13,009 10,364

助成金収入 5,813 7,898

保険返戻金 170,239 150,814

受取賃貸料 5,825 5,634

売電収入 38,392 35,517

償却債権取立益 30,000 －

その他 17,436 5,446

営業外収益合計 287,722 217,740

営業外費用   

支払利息 167 1,189

減価償却費 19,723 16,427

その他 1,308 1,790

営業外費用合計 21,198 19,407

経常利益 708,474 377,573

特別利益   

投資有価証券売却益 － 2,727

特別利益合計 － 2,727

特別損失   

雇用多様化費用 ※１ 48,095 －

災害による損失 － ※２ 432,121

投資有価証券評価損 － 55,627

その他 12,151 46

特別損失合計 60,247 487,795

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期

純損失（△）
648,227 △107,494

法人税、住民税及び事業税 186,989 20,216

法人税等調整額 12,745 △29,828

法人税等合計 199,735 △9,612

四半期純利益又は四半期純損失（△） 448,492 △97,881

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主

に帰属する四半期純損失（△）
448,492 △97,881
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成27年２月１日
　至　平成27年10月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成28年２月１日
　至　平成28年10月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 448,492 △97,881

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △74,725 78,452

退職給付に係る調整額 38,256 13,024

その他の包括利益合計 △36,469 91,476

四半期包括利益 412,023 △6,405

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 412,023 △6,405

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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【注記事項】

（会計方針の変更）

　（企業結合に関する会計基準等の適用）

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）、「連結財務諸表に関する会計基

準」（企業会計基準第22号　平成25年９月13日）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　

平成25年９月13日）等を第１四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分か

ら非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第３四半期連結累計

期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

 

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務

上の取扱い」（実務対応報告第32号　平成28年６月17日）を第２四半期連結会計期間から適用し、平成28年４月

１日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

　なお、これによる当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

 

（四半期連結損益計算書関係）

※１　雇用多様化費用

　　前第３四半期連結累計期間（自　平成27年２月１日　至　平成27年10月31日）

　　雇用多様化費用は、プラスチック成形事業における勤務体系の多様化と人材の確保のため新会社を設立

し、雇用調整を行ったことにより発生した費用であり、その内訳は次のとおりであります。

 

転籍一時金　　　　　　　　　　　　　33,231千円

退職加算一時金　　　　　　　　　　　14,864千円

 

※２　災害による損失

　　当第３四半期連結累計期間（自　平成28年２月１日　至　平成28年10月31日）

　　災害による損失は、熊本地震に関連する損失であり、内訳は次のとおりであります。

 

建物・設備等の原状回復費用等 354,308千円

操業停止期間中の固定費 68,121千円

その他復旧等に係る費用 9,692千円

計 432,121千円

上記金額には、災害損失引当金繰入額83,554千円を含んでおります。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　　当第３四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３

　四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は次のとおりであり

　ます。

 

 
前第３四半期連結累計期間
（自 平成27年２月１日
至 平成27年10月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成28年２月１日
至 平成28年10月31日）

減価償却費 411,187千円 227,015千円
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成27年２月１日　至　平成27年10月31日）

配当に関する事項

（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27年４月27日

定時株主総会
普通株式 89,882 10 平成27年１月31日 平成27年４月28日 利益剰余金

平成27年９月９日

取締役会
普通株式 89,881 10 平成27年７月31日 平成27年10月５日 利益剰余金

 

（２）基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計

　　　期間末後となるもの

　　　　該当事項はありません。

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成28年２月１日　至　平成28年10月31日）

配当に関する事項

（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28年４月26日

定時株主総会
普通株式 89,881 10 平成28年１月31日 平成28年４月27日 利益剰余金

平成28年９月９日

取締役会
普通株式 89,881 10 平成28年７月31日 平成28年10月11日 利益剰余金

 

（２）基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計

　　　期間末後となるもの

　　　　該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間(自平成27年２月１日　至平成27年10月31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
 プラスチック成形事業 成形機事業

売上高    

外部顧客への売上高 5,496,107 838,199 6,334,307

セグメント間の内部売上高

又は振替高
51,690 3,675 55,366

計 5,547,797 841,875 6,389,673

セグメント利益 687,013 104,538 791,552

 

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 791,552  

セグメント間取引消去 14,244  

全社費用（注） △363,846  

四半期連結損益計算書の営業利益 441,950  

（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及び技術試験費であります。

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。

 

 

EDINET提出書類

ミライアル株式会社(E02477)

四半期報告書

14/19



Ⅱ　当第３四半期連結累計期間(自平成28年２月１日　至平成28年10月31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
 

プラスチック成形
事業

成形機事業 不動産賃貸等事業

売上高     

外部顧客への売上高 4,064,938 645,488 77,893 4,788,319

セグメント間の内部売上高

又は振替高
53,474 12,837 － 66,311

計 4,118,412 658,325 77,893 4,854,631

セグメント利益 412,950 55,279 51,226 519,456

 

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 519,456  

セグメント間取引消去 9,011  

全社費用（注） △349,228  

四半期連結損益計算書の営業利益 179,240  

（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及び技術試験費であります。

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。
 

４．報告セグメントの変更等に関する事項

　　　　第１四半期連結会計期間より、不動産賃貸等の事業開始に伴い、報告セグメント「不動産賃貸等事業」を新た

　　　に追加しております。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　平成27年２月１日
至　平成27年10月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成28年２月１日
至　平成28年10月31日）

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期

純損失金額（△）
49円89銭 △10円89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又は親

会社株主に帰属する四半期純損失金額（△）

（千円）

448,492 △97,881

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

利益金額又は親会社株主に帰属する四半期純損

失金額（△）（千円）

448,492 △97,881

普通株式の期中平均株式数（千株） 8,988 8,988

（注）１．当第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半

　　　　　期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　　　２．前第３四半期連結累計期間については、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。
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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28年12月９日

ミライアル株式会社

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 井上　隆司　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 山本　恭仁子　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」に掲げられているミライアル株式

会社の平成28年２月１日から平成29年１月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成28年８月１日から平

成28年10月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成28年２月１日から平成28年10月31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、ミライアル株式会社及び連結子会社の平成28年10月31日現在の財政状

態及び同日をもって終了する第３四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いません。
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