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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30期
第２四半期
連結累計期間

第31期
第２四半期
連結累計期間

第30期

会計期間
自  平成22年12月１日
至  平成23年５月31日

自  平成23年12月１日
至  平成24年５月31日

自  平成22年12月１日
至  平成23年11月30日

売上高 (百万円) 6,697 5,931 16,227

経常利益 (百万円) 605 318 1,288

四半期(当期)純利益 (百万円) 358 490 1,192

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 366 492 1,220

純資産額 (百万円) 15,005 16,390 15,900

総資産額 (百万円) 67,332 66,469 64,953

１株当たり四半期(当期)純利益
金額

(円) 2,364.00 2,959.83 7,594.03

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) 2,314.84 2,927.14 7,498.73

自己資本比率 (％) 22.3 24.6 24.5

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △441 △406 6,615

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 509 141 618

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △528 432 △7,171

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 3,612 4,121 3,954

　

回次
第30期

第２四半期
連結会計期間

第31期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自  平成23年３月１日
至  平成23年５月31日

自  平成24年３月１日
至  平成24年５月31日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 1,664.73 3,095.87

(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．第30期第２四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」(企

業会計基準第25号  平成22年６月30日)を適用し、遡及処理しております。

４．第31期第１四半期連結累計期間より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号　平

成22年６月30日）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針　第

４号　平成22年６月30日）を適用しております。当該会計方針の変更は遡及適用され、第30期第２四半期連結

累計期間及び第30期の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額について遡及処理しておりま

す。
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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。

また、主要な関係会社の異動は、以下のとおりであります。

　　（不動産賃貸事業）

　　新規設立：サムティ管理株式会社
　

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、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項

のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項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」についての重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在しておりません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当社は、平成24年５月17日開催の取締役会において、マイルストーンターンアラウンドマネジメント株式

会社との資本業務提携及びこれに基づく第三者割当によるＡ種優先株式の発行について決議を行い、業務

提携の一環として同日付で、アドバイザリー・サービス契約を締結しております。契約の概要は次のとおり

となります。

①資本政策（今後予定している海外における資金調達を視野に入れた資本政策の策定・実行）

②事業戦略（今後の海外を含む事業戦略及び財務戦略の策定）

③資金調達（本件増資及び今後予定している株式発行等による資金調達）

に関するアドバイザリー・サービスの提供。

　

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】

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当社グループが判断したもので

あります。

（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、東日本大震災の復興需要等を背景として、緩やかに

回復しつつあるものの、欧州政府債務危機による海外景気の下振れ懸念やデフレの影響等、依然として先

行き不透明な状況で推移いたしました。

当社グループの属する不動産業界におきましては、資金調達環境の改善を受け、新規物件取得の動きが

活発化するなど、不動産市況は概ね回復基調で推移しております。

このような事業環境下におきまして、当社グループは当期を「飛躍元年」の年度と位置づけ、安定的か

つ持続的な事業成長の継続と今後の利益の源泉となる物件仕入の強化に努めてまいりました。

この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は売上高は5,931百万円（前年同四半期比11.4％減）、営

業利益は1,070百万円（前年同四半期比24.1％減）、経常利益は318百万円（前年同四半期比47.4％減）、

四半期純利益は490百万円（前年同四半期比37.0％増）となりました。

　

（セグメント別の状況）

①不動産事業

不動産事業は、自社ブランド「S-RESIDENCE」シリーズ等の企画開発・販売及び収益不動産等の再生・

販売を行っております。また投資用マンションの企画開発・販売及びファミリー向け分譲マンション等

の企画開発を行っております。

投資用マンションとして「サムティ南堀江LUCE（大阪市西区）」及び「サムティ神戸BENIR（神戸市

兵庫区）」等において98戸を販売し、その他収益マンションとして「多賀城ロジュマン（宮城県多賀城

市）」等を販売いたしました。 

この結果、当該事業の売上高は3,689百万円（前年同四半期比22.9％減）、営業利益は620百万円（前年
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同四半期比48.4％減）となりました。

②不動産賃貸事業

不動産賃貸事業は、賃貸マンション、オフィスビル、商業施設、ホテル等の賃貸及び管理を行っておりま

す。 

　賃料収入の増加を図るべく、積極的に入居者及びテナント誘致活動を展開し、また賃貸コスト圧縮に努

めてまいりました。 

この結果、当該事業の売上高は2,080百万円（前年同四半期比6.0％減）、営業利益は1,053百万円（前

年同四半期比6.1％減少）となりました。

③その他の事業

その他の事業は、「センターホテル東京（東京都中央区日本橋）」及び「センターホテル大阪（大阪

市中央区北浜）」の２棟のビジネスホテルを保有・運営しております。

この結果、当該事業の売上高は182百万円（前年同四半期比6.7％増）、営業利益20百万円（前年同四半

期比0.3％減）となりました。

（注）各事業の売上高にはセグメント間の内部売上高が含まれております。

(２)財政状態の分析

（資産の部）

当第２四半期連結会計期間の資産合計は、前連結会計年度末と比べ、1,516百万円増加し、66,469百万円

となっております。このうち流動資産は1,276百万円増加し、22,682百万円となっており、固定資産は238

百万円増加し、43,773百万円となっております。流動資産の主な増加要因は、収益不動産の取得等による

販売用不動産792百万円及び仕掛販売用不動産539百万円の増加であります。固定資産の主な増加要因は、

賃貸用固定資産の取得等による有形固定資産206百万円の増加であります。

（負債の部）

当第２四半期連結会計期間の負債合計は前連結会計年度末と比べ、1,026百万円増加し、50,079百万円

となっております。このうち流動負債は735百万円増加し、19,269百万円となっており、固定負債は291百

万円増加し、30,809百万円となっております。流動負債の主な増加要因は、支払手形684百万円の増加であ

ります。固定負債の主な増加要因は、長期借入金558百万円の増加及び預り敷金保証金172百万円の減少で

あります。

（純資産の部）

当第２四半期連結会計期間の純資産合計は、四半期純利益490百万円等により、前連結会計年度末と比

べ、489百万円増加し、16,390百万円となっております。

　
（３）キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、営業活動によ

り406百万円減少、投資活動により141百万円増加、財務活動により432百万円増加した結果、前連結会計年

度末と比べ、167百万円増加し、当第２四半期連結累計期間末には4,121百万円となりました。

　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）

当第２四半期連結累計期間における営業活動により使用した資金は、406百万円（前第２四半期連結累

計期間は441百万円の支出）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益911百万円、たな卸資

産の増加1,330百万円によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における投資活動により得た資金は、141百万円（前第２四半期連結累計期

間は509百万円の収入）となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入2,805百万円、有形固

定資産の取得による支出2,273百万円によるものであります。
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（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における財務活動により得た資金は、432百万円（前第２四半期連結累計期

間は528百万円の支出）となりました。これは主に、長期借入による収入5,756百万円、長期借入金の返済

による支出5,460百万円によるものであります。

　
(４)事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、当社グループの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。

　
(５)研究開発活動

該当事項はありません。

　
(６)生産、受注及び販売の実績

①生産実績

当社グループは、不動産事業及び不動産賃貸事業を主要な事業としており、生産実績を定義することが

困難であるため、生産実績の記載はしておりません。

②受注実績

当社グループは、受注生産を行っていないため、受注実績の記載はしておりません。

③販売実績

当第２四半期連結累計期間において著しい増減はありません。

EDINET提出書類

サムティ株式会社(E04074)

四半期報告書

 5/23



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 398,000

Ａ種優先株式   5,000

計 403,000

　

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24年５月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成24年７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 169,319 169,319
大阪証券取引所JASDAQ
（スタンダード）

(注)２

 Ａ種優先株式 ― 5,000 非上場 (注)２、３

計 169,319 174,319 ― ―

(注) １．提出日現在の発行数には、平成24年７月１日からこの四半期報告書提出までの新株予約権の行使により発行

された株式数は含まれておりません。

２．単元株制度を採用していないため、単元株式数はありません。

３．Ａ種優先株式の内容は次のとおりであります。

[剰余金の配当]

(1) Ａ種優先配当

当会社は、毎年12月１日以降翌年11月30日までの事業年度におけるいずれかの日（ただし、平成25年12月１日

以降の日）を基準日として剰余金の配当をするときは、当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された

Ａ種優先株式を有する株主（以下、「Ａ種優先株主」という。）又はＡ種優先株式の登録株式質権者（以下、

「Ａ種優先登録株式質権者」という。）に対し、普通株式を有する株主（以下、「普通株主」という。）又は普

通株式の登録株式質権者（以下、「普通登録株式質権者」という。）に先立ち、Ａ種優先株式１株につき

18,000円の金銭による剰余金の配当（以下、「Ａ種優先配当」という。）を行う。ただし、すでに当該事業年度

に属する日を基準日としてＡ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対して剰余金の配当を行ったとき

は、当該配当の累積額を控除した額とする。

(2) 非累積条項

ある事業年度において、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当の額が、Ａ種

優先配当の額に達しない場合は、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

(3) 参加条項

当会社は、ある事業年度において、Ａ種優先株主及びＡ種優先登録株式質権者に対して、Ａ種優先配当のほか、

（ア）普通株主又は普通登録株式質権者に対して当該事業年度に属する日（ただし、平成25年12月１日以降

の日。以下本(3)において同じ。）を基準日として行う剰余金の配当の額の合計額が普通株式１株につき1,000

円（当会社の普通株式に株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、

適切に調整されるものとする。）を初めて超過するときは、普通株主及び普通登録株式質権者と同順位にて、

Ａ種優先株式１株につき、当該超過する額に下記[普通株式を対価とする取得請求権]に定める１株当たり取

得請求時交付株式数を乗じて得られる額の剰余金の配当を行うものとし、（イ）普通株主又は普通登録株式

質権者に対して当該事業年度に属する日を基準日として（ア）に加えてさらに別の剰余金の配当を行うとき

は、普通株主及び普通登録株式質権者と同順位にて、Ａ種優先株式１株につき、普通株主又は普通登録株式質

権者に対して行う剰余金の配当の額の合計額に下記[普通株式を対価とする取得請求権]に定める１株当たり

取得請求時交付株式数を乗じて得られる額の剰余金の配当を行うものとする。

[残余財産の分配]

(1) 優先残余財産分配金の額

当会社は、残余財産を分配するときは、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通

登録株式質権者に先立ち、Ａ種優先株式１株につき360,000円の金銭を支払う。
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(2) 参加条項

当会社は、上記(1)に基づく分配後、さらに残余する財産があるときは、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質

権者に対し、Ａ種優先株式１株につき、普通株式１株当たりの残余財産分配額に、下記[普通株式を対価とする

取得請求権]に定める１株当たり取得請求時交付株式数を乗じて得られる額の残余財産を、普通株主又は普通

登録株式質権者と同順位にて分配する。

[議決権]

Ａ種優先株主は、株主総会において、Ａ種優先株式１株につき１個の議決権を有する。

[普通株式を対価とする取得請求権]

Ａ種優先株主は、平成25年11月30日又は当会社若しくはSamty Holdings Co., Ltd.の株式を株式会社大阪証

券取引所JASDAQ（スタンダード）以外の証券市場（海外を含む。）へ上場する準備が整い、当会社若しくは

Samty Holdings Co., Ltd.の取締役会その他の業務執行機関が当該取引所に上場申請することを決議した日

のいずれか早い日以降、いつでも、当会社に対し、次に定める数の普通株式（以下、「取得請求時交付株式」と

いい、Ａ種優先株式１株当たりの取得請求時交付株式の数を「１株当たり取得請求時交付株式数」という。）

の交付と引換えに、その有するＡ種優先株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものと

し、当会社は、当該請求に係るＡ種優先株式を取得するのと引換えに、取得請求時交付株式を、当該請求に係る

Ａ種優先株主に対して交付するものとする。ただし、取得請求の日において、取得請求時交付株式の数が、当会

社の発行可能普通株式総数から発行済普通株式数を控除して得られた株式数を上回る場合には、当会社は、当

該株式数の範囲内において、当該取得請求に係るＡ種優先株式の一部を取得する。なお、かかる方法に従い取

得されなかったＡ種優先株式については、取得請求がなされなかったものとみなす。

(1) Ａ種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数

Ａ種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、取得請求に係るＡ種優先株式の数に360,000円を乗

じて得られる額を、下記(2)及び(3)で定める取得価額で除して得られる数とする。なお、Ａ種優先株式の取得

と引換えに交付する普通株式の数に１株に満たない端数があるときは、会社法第167条第３項に従い、これを

切り捨てた上、同項に定める金銭をＡ種優先株式の取得を請求したＡ種優先株主に交付するものとする。

(2) 当初取得価額

取得価額は、当初、36,000円（以下、「当初取得価額」という。）とする。

(3) 取得価額の調整

① 次に掲げる事由が生ずる場合には、それぞれ次のとおり取得価額を調整する。

・ 普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。なお、株

式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式

数（ただし、その時点で当会社が保有する普通株式数を除く。）」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割

当て後発行済普通株式数（ただし、その時点で当会社が保有する普通株式数を除く。）」とそれぞれ読み替え

る。

調整後取得価額＝当初取得価額×
分割前発行済普通株式数

分割後発行済普通株式数

調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日又は株式無償割当ての効力が生ずる日（株主無償割当てに係る

基準日を定めた場合は当該基準日）の翌日以降これを適用する。

・普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる日をもって次の算式により、取得価額を

調整する。

調整後取得価額＝当初取得価額×
併合前発行済普通株式数

併合後発行済普通株式数

・下記④に定める普通株式１株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当会社が保有す

る普通株式を処分する場合（株式無償割当ての場合、株式若しくは新株予約権の取得と引換えに普通株式が

交付される場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、株式交換若しくは会社分割に

より普通株式を交付する場合を除く。）、次の算式（以下、「取得価額調整式」という。）により取得価額を調

整する。調整後取得価額は、払込期日（払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下同じ。）の翌日

以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日（以下、「株主割当日」という。）の翌日

以降これを適用する。なお、当会社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行

する普通株式の数」は「処分する当会社が保有する普通株式の数」、「当会社が保有する普通株式の数」は

「処分前において当会社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。

 
調整後
取得価
額

 
＝

 
調整前
取得価
額

 
×

 
(

 
発行済普
通株式数

 
－

 
当会社が保有す
る普通株式の数

 
)
 
＋

新たに発行する
普通株式の数

×
１株当たり
払込金額

普通株式１株当たりの時価

(
発行済普
通株式数

－
当会社が保有す
る普通株式の数

)＋新たに発行する普通株式の数
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・当会社に取得させることにより又は当会社に取得されることにより、下記④に定める普通株式１株当たり

の時価を下回る普通株式１株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又

は処分する場合（株式無償割当ての場合を含む。）、かかる株式の払込期日に、株式無償割当ての場合にはそ

の効力が生ずる日（株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は、当該基準日。）に、また株主割当日がある

場合は、その日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみな

し、取得価額調整式において「１株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取

得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌

日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。

・行使することにより又は当会社に取得されることにより、普通株式１株当たりの新株予約権の払込価額と

新株予約権の行使に際して出資される財産の合計額が下記④に定める普通株式１株当たりの時価を下回る価

額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合（新株予約権無償割当ての場合

を含む。）、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日（新株予約

権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。）に、また株主割当日がある場合はその日に、発行さ

れる新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額

調整式において、「１株当たり払込金額」として、普通株式１株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権

の行使に際して出資される財産の普通株式１株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後取

得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合には

その効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。ただし、当会

社又は当会社の子会社の取締役、監査役又は従業員に対してストックオプション目的で発行される普通株式

を目的とする新株予約権には適用されないものとする。

②上記①に掲げた事由によるほか、次のいずれかに該当する場合には、当会社はＡ種優先株主及びＡ種優先登

録株式質権者に対して、取得価額の調整を行う旨並びにその事由、調整後取得価額、適用の日その他必要な事

項を書面によりあらかじめ通知した上、取締役会が上記①に準じた調整として合理的と判断する方法により、

必要な取得価額の調整を行うことができる。

・合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収合併、吸収分割に

よる他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継、又は新設分割のために取得価

額の調整を必要とするとき。

・取得価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算出に当

たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

・その他、発行済普通株式数（ただし、当会社が保有する普通株式の数を除く。）の変更の可能性を生ずる事

由の発生により、当会社が取得価額の調整を必要と認めるとき。

③取得価額の調整に際して計算が必要な場合、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入す

る。

④取得価額調整式に使用する普通株式１株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日に先立つ45取引日

目に始まる30連続取引日の株式会社大阪証券取引所JASDAQ（スタンダード）における当会社の普通株式の普

通取引の毎日の終値の平均値（終値のない日数を除く。円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四

捨五入する。）とする。

⑤取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が１円未満にとどま

るときは、取得価額の調整は行わない。

(4) 取得請求受付場所

株主名簿管理人事務取扱場所

大阪市中央区伏見町三丁目６番３号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　大阪証券代行部

(5) 取得請求をしようとするＡ種優先株主は、当会社の定める取得請求書に必要事項を記載した上、これを取得請

求受付場所に提出しなければならない。

(6) 取得の効力は、取得請求書が取得請求受付場所に到着した時に発生し、当会社は、Ａ種優先株式を取得し、当該

取得請求をしたＡ種優先株主は、当会社がその取得と引換えに交付すべき普通株式の株主となる。
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[金銭を対価とする取得請求権]

Ａ種優先株主は、平成25年12月１日以降、いつでも、当会社に対し、金銭の交付と引換えに、その有するＡ種優

先株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとし、当会社は、当該請求に係るＡ種優先

株式１株を取得することと引換えに、360,000円に、払込期日から当該請求のなされた日までの期間にわたり

利率10％の年率複利換算で計算された利息相当額を加算した金額から、上記[剰余金の配当]に基づきＡ種優

先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対して支払った当該Ａ種優先株式に係る剰余金の配当の額を控除した

金額に相当する金銭を、当該請求に係るＡ種優先株主に対して交付するものとする。ただし、分配可能額を超

えてＡ種優先株主から本項に基づくＡ種優先株式の取得請求がなされた場合には、当会社は、分配可能額の範

囲内において、取得請求されたＡ種優先株式の数に応じた比例按分その他当会社の取締役会が決定する方法

により、当該取得請求に係るＡ種優先株式の一部を取得する。なお、かかる方法に従い取得されなかったＡ種

優先株式については、取得請求がなされなかったものとみなす。

[優先買戻し特約]

Ａ種優先株主は、その有するＡ種優先株式の全部又は一部（以下、「譲渡株式」という。）を第三者に譲渡し

ようとするときは、当該第三者の氏名又は名称及び譲渡株式１株当たりの譲渡価額その他当会社が定める事

項をあらかじめ書面で当会社に通知するものとし、この場合において、当会社は、当該通知後15日間に、Ａ種優

先株主に書面で通知することにより、譲渡株式を譲り受けようとする第三者に優先して、当該期間内に、譲渡

株式を、Ａ種優先株主が当会社に対してした通知に記載された譲渡価額で当会社自ら譲り受け、又は当会社の

指定する第三者をして譲り受けさせることができるものとする。

[株式の併合又は分割、募集株式の割当て等]

(1) 当会社は、Ａ種優先株式について株式の併合又は分割は行わない。

(2) 当会社は、Ａ種優先株主には募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与

えず、また株式無償割当て又は新株予約権無償割当ては行わない。

[優先順位]

(1) Ａ種優先株式及び普通株式に係る剰余金の配当の支払順位は、Ａ種優先株式に係る剰余金の配当を第１順位

とし、普通株式に係る剰余金の配当を第２順位とする。

(2) Ａ種優先株式及び普通株式に係る残余財産の分配の支払順位は、Ａ種優先株式に係る残余財産の分配を第１

順位とし、普通株式に係る残余財産の分配を第２順位とする。

[種類株主総会の決議]

定款において、会社法第322条第２項に関する定めはしておりません。

　
 

(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24年３月１日～
平成24年５月31日
(注)１

2,626 169,319 36 4,972 36 4,873

(注) １．新株予約権（第三者割当て）の行使による増加であります。

２．平成24年７月５日を払込期日とする第三者割当増資（Ａ種優先株式の発行）により、発行済株式総数が5,000

株、資本金及び資本準備金がそれぞれ900百万円増加しております。
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(6) 【大株主の状況】

平成24年５月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

森山　茂 大阪府豊中市 37,153 21.94

松下　一郎 兵庫県宝塚市 25,653 15.15

有限会社剛ビル 大阪府豊中市新千里北町２丁目16番16号 9,500 5.61

江口　和志 大阪府吹田市 7,653 4.51

CAPITALAND FUND INVESTMENT PTE
LTD. DIRECTOR WEN KHAI MENG

39 ROBINSON ROAD 18-01 SINGAPORE 068911,
SIN（東京都千代田区丸の内２丁目７－３）

5,750 3.39

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 5,523 3.26

山沢　滋 東京都港区 4,610 2.72

笠城　秀彬 大阪府豊中市 4,451 2.62

日本マスタートラスト信託銀行株
式会社（信託口）

東京都港区浜松町２丁目11番３号 3,833 2.26

株式会社オージーキャピタル 大阪市中央区平野町４丁目１－２ 3,529 2.08

計 ― 107,655 63.58

(注) １．上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託

口)5,523株、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)3,828株であります。

２．ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社から平成24年４月５日付で関東財務局長に提出された大量

保有報告書により、平成24年３月30日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当社と

して当第２四半期会計期間末における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めて

おりません。

なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

(株)
株券等保有割合

(％)

ＪＰモルガン・アセット・
マネジメント株式会社

東京都千代田区丸の内２丁目７番３号
東京ビルディング

8,657 5.31

　

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　 　 　 平成24年５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) ― ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式169,319 169,319 ―

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 169,319 ― ―

総株主の議決権 ― 169,319 ―

(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６株（議決権６個）含まれて

おります。

② 【自己株式等】

該当事項はありません。

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２四半期連結会計期間(平成24年３月１日

から平成24年５月31日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成23年12月１日から平成24年５月31日まで)

に係る四半期連結財務諸表について、監査法人だいち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23年11月30日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,539 4,876

売掛金 106 98

販売用不動産 10,312 11,105

仕掛販売用不動産 5,624 6,163

商品 0 0

貯蔵品 2 1

繰延税金資産 323 207

その他 504 237

貸倒引当金 △8 △8

流動資産合計 21,405 22,682

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 16,249 16,420

信託建物（純額） 1,905 1,879

土地 22,210 22,619

信託土地 1,059 1,059

その他（純額） 630 283

有形固定資産合計 42,055 42,262

無形固定資産

のれん 133 172

その他 125 110

無形固定資産合計 258 282

投資その他の資産

投資有価証券 225 177

長期貸付金 144 121

繰延税金資産 456 406

その他 412 536

貸倒引当金 △18 △13

投資その他の資産合計 1,220 1,228

固定資産合計 43,534 43,773

繰延資産

創立費 0 0

開業費 13 13

繰延資産合計 13 14

資産合計 64,953 66,469
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年11月30日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年５月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 258 951

短期借入金 140 328

1年内返済予定の長期借入金 17,141 16,878

未払法人税等 289 339

その他 705 772

流動負債合計 18,534 19,269

固定負債

長期借入金 27,153 27,711

繰延税金負債 501 441

退職給付引当金 50 61

預り敷金保証金 1,624 1,451

建設協力金 874 848

匿名組合出資預り金 260 260

その他 54 34

固定負債合計 30,518 30,809

負債合計 49,052 50,079

純資産の部

株主資本

資本金 4,887 4,972

資本剰余金 4,787 4,873

利益剰余金 6,218 6,513

株主資本合計 15,893 16,359

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1 3

繰延ヘッジ損益 △11 △9

その他の包括利益累計額合計 △9 △6

新株予約権 14 36

少数株主持分 1 －

純資産合計 15,900 16,390

負債純資産合計 64,953 66,469
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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22年12月１日
　至 平成23年５月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年12月１日
　至 平成24年５月31日)

売上高 6,697 5,931

売上原価 4,336 3,740

売上総利益 2,361 2,191

販売費及び一般管理費 ※１
 952

※１
 1,121

営業利益 1,409 1,070

営業外収益

受取利息 4 3

匿名組合投資利益 91 －

金利スワップ評価益 － 0

その他 9 6

営業外収益合計 105 10

営業外費用

支払利息 721 724

支払手数料 173 27

その他 14 9

営業外費用合計 909 761

経常利益 605 318

特別利益

固定資産売却益 82 662

特別利益合計 82 662

特別損失

ゴルフ会員権評価損 10 17

投資有価証券評価損 － 50

その他 1 1

特別損失合計 12 70

税金等調整前四半期純利益 675 911

法人税、住民税及び事業税 261 320

過年度法人税等 △5 －

法人税等調整額 61 102

法人税等合計 317 422

少数株主損益調整前四半期純利益 358 488

少数株主損失（△） － △1

四半期純利益 358 490
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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22年12月１日
　至 平成23年５月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年12月１日
　至 平成24年５月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 358 488

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 3 1

繰延ヘッジ損益 4 1

その他の包括利益合計 7 3

四半期包括利益 366 492

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 366 494

少数株主に係る四半期包括利益 － △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22年12月１日
　至 平成23年５月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年12月１日
　至 平成24年５月31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 675 911

減価償却費 412 405

のれん償却額 2 4

受取利息 △4 △3

支払利息 721 724

為替差損益（△は益） 0 △0

有形固定資産売却損益（△は益） △82 △662

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5 11

売上債権の増減額（△は増加） 29 7

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,744 △1,330

仕入債務の増減額（△は減少） 546 258

預り敷金保証金の増減額（△は減少） 140 △172

その他 △379 433

小計 321 585

利息及び配当金の受取額 4 3

利息の支払額 △736 △725

法人税等の支払額 △31 △270

営業活動によるキャッシュ・フロー △441 △406

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 △20 △170

有形固定資産の取得による支出 △387 △2,273

有形固定資産の売却による収入 896 2,805

無形固定資産の取得による支出 △7 △56

投資有価証券の売却による収入 168 －

出資金の取得による支出 △51 △160

出資金の清算による収入 0 0

長期貸付金の回収による収入 19 22

長期貸付けによる支出 △83 －

建設協力金の支払による支出 △26 △26

投資活動によるキャッシュ・フロー 509 141

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 252 480

短期借入金の返済による支出 △4,164 △292

長期借入れによる収入 7,861 5,756

長期借入金の返済による支出 △4,842 △5,460

株式の発行による収入 674 170

配当金の支払額 △136 △194

その他 △173 △27

財務活動によるキャッシュ・フロー △528 432

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △461 167

現金及び現金同等物の期首残高 4,409 3,954

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △335 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１
 3,612

※１
 4,121
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【継続企業の前提に関する事項】

該当事項はありません。

　

【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

　
当第２四半期連結累計期間

(自  平成23年12月１日  至  平成24年５月31日)

(1) 連結の範囲の重要な変更

第１四半期連結会計期間より、新たに設立したサムティ管理株式会社を連結の範囲に含めております。

(2) 持分法適用の範囲の重要な変更

該当事項はありません。

　

【会計方針の変更等】

　
当第２四半期連結累計期間

(自  平成23年12月１日  至  平成24年５月31日)

(会計方針の変更)

第１四半期連結会計期間より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号　平成22年６

月30日）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号　平成22年

６月30日）を適用しております。

　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定にあたり、一定期間の勤務後に権利が確定するストック・オ

プションについて、権利行使により払い込まれると仮定した場合の入金額に、ストック・オプションの公正な評価

額のうち、将来企業が提供されるサービスに係る分を含める方法に変更しております。

なお、これによる影響については、「１株当たり情報に関する注記」に記載しております。

　

【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】

　
当第２四半期連結累計期間

(自  平成23年12月１日  至  平成24年５月31日)

　第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正により、「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日）を適用しております。

　

【注記事項】

 (四半期連結損益計算書関係)

　
前第２四半期連結累計期間

(自　平成22年12月１日　至　平成23年５月31日)
当第２四半期連結累計期間

(自　平成23年12月１日　至　平成24年５月31日)

※１　販売費及び一般管理費の主なもの ※１　販売費及び一般管理費の主なもの

　　広告宣伝費　　　　　　　　　　35百万円 　　販売手数料　　　　　　　　　　154百万円

　　賃貸仲介手数料　　　　　　　　25百万円 　　広告宣伝費　　　　　　　　　　 47百万円

　　役員報酬　　　　　　　　　　　91百万円     賃貸仲介手数料　　　　　　　 　28百万円

　　給与手当　　　　　　　　　　 129百万円　     役員報酬　　　　　　　　　　　123百万円

　　退職給付費用　　　　　　　　　 5百万円 　　給与手当　　　　　　　　　　　152百万円

    法定福利費　　　　　　　　　　26百万円 　　退職給付費用　　　　　　　　　　7百万円

　　租税公課　　　　　　　　　　 112百万円 　　法定福利費　　　　　　　　　　 30百万円

    支払手数料　　　　　　　　 　111百万円　     支払手数料　　　　　　　　　　225百万円

    貸倒引当金繰入額               9百万円    租税公課　　　　　　　　 　　　92百万円 

　　支払報酬　　　　　　　　　　　46百万円     支払報酬　　　　　　　　　　 　40百万円 
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
   ※１  現金及び現金同等物の当第２四半期連結累計期間末残高と当第２四半期連結貸借対照表に掲載されている科

目の金額との関係

　

前第２四半期連結累計期間
(自  平成22年12月１日
　至  平成23年５月31日)

　

　

当第２四半期連結累計期間
(自  平成23年12月１日
　至  平成24年５月31日)

　 （平成23年５月31日現在）　 （平成24年５月31日現在）

　 現金及び預金 3,998百万円 　 現金及び預金 4,876百万円

　
預入期間が３ヶ月超の定期
預金 △385百万円 　

預入期間が３ヶ月超の定期
預金 △755百万円

　 現金及び現金同等物 3,612百万円 　 現金及び現金同等物 4,121百万円

　

(株主資本等関係)

前第２四半期連結累計期間(自  平成22年12月１日  至  平成23年５月31日)

１．配当金支払額

　

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23年２月25日
定時株主総会

普通株式 138 1,000平成22年11月30日 平成23年２月28日 利益剰余金

　

２．基準日が当第２四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２四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

３．株主資本の著しい変動

該当事項はありません。　

　

当第２四半期連結累計期間(自  平成23年12月１日  至  平成24年５月31日)

１．配当金支払額

　

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２月28日
定時株主総会

普通株式 195 1,200平成23年11月30日 平成24年２月29日 利益剰余金

　

２．基準日が当第２四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２四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

３．株主資本の著しい変動

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２四半期連結累計期間(自  平成22年12月１日  至  平成23年５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：百万円)

　

報告セグメント
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２不動産事業

不動産賃貸
事業

その他の
事業

計

売上高 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 4,367 2,158 171 6,697 ― 6,697

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

418 53 ― 472 △472 ―

計 4,786 2,212 171 7,170 △472 6,697

セグメント利益 1,202 1,122 20 2,344 △934 1,409

（注）１．セグメント利益の調整額△934百万円は、セグメント間取引消去△450百万円、各報告セグメントに配賦され

ない全社費用△482百万円であります。全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

 ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整しております。

　

２．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。

　

Ⅱ  当第２四半期連結累計期間(自  平成23年12月１日  至  平成24年５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：百万円)

　

報告セグメント
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２不動産事業

不動産賃貸
事業

その他の
事業

計

売上高 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 3,689 2,080 161 5,931 ― 5,931

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― 21 21 △21 ―

計 3,689 2,080 182 5,952 △21 5,931

セグメント利益 620 1,053 20 1,693 △623 1,070

（注）１．セグメント利益の調整額△623百万円は、セグメント間取引消去△21百万円、各報告セグメントに配賦されな

い全社費用△602百万円であります。全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

 ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整しております。

　

２．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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(金融商品関係)

金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変

動はありません。

　
(有価証券関係)

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい

変動はありません。

　
(デリバティブ取引関係)

デリバティブ取引の四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度の末日と比較して著しい

変動はありません。

　
(企業結合等関係)

該当事項はありません。

　
(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並びに潜在株式調整後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。

　
　(会計方針の変更)

第１四半期連結会計期間より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２

号 平成22年６月30日）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第４号　平成22年６月30日）を適用しております。

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定にあたり、一定期間の勤務後に権利が確定す

るストック・オプションについて、権利行使により払い込まれると仮定した場合の入金額に、ストッ

ク・オプションの公正な評価額のうち、将来企業が提供されるサービスに係る分を含める方法に変

更しております。

なお、これによる影響はありません。

　

項目
前第２四半期連結累計期間
(自  平成22年12月１日
至  平成23年５月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成23年12月１日
至  平成24年５月31日)

(1) １株当たり四半期純利益金額 2,364円00銭 2,959円83銭

    (算定上の基礎) 　 　

    四半期純利益金額(百万円) 358 490

    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) 358 490

    普通株式の期中平均株式数(株) 151,487 165,810

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 2,314円84銭 2,927円14銭

    (算定上の基礎) 　 　

    四半期純利益調整額(百万円) ― ―

    普通株式増加数(株) 3,217 1,852

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前
連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

― ―

EDINET提出書類

サムティ株式会社(E04074)

四半期報告書

20/23



　

(重要な後発事象)

当社は、平成24年７月４日開催の臨時株主総会の決議を経て、A種優先株式を発行いたしました。その

概要は以下のとおりです。　

　
（１）発行新株式数 5,000株

（２）発行価額 １株につき360,000円

（３）発行価額の総額 1,800,000,000円

（４）資本組入額 １株につき180,000円

（５）資本組入額の総額 900,000,000円

（６）増加する資本準備金の額の総額 900,000,000円

（７）募集または割当方法 第三者割当の方法による

（８）申込期日 平成24年７月５日

（９）払込期日 平成24年７月５日

（10）割当先及び割当株数 Samty Holdings Co.,Ltd.   5,000株

　

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24年７月13日

サムティ株式会社

取締役会  御中

　

監査法人だいち

　

代表社員
業務執行社員

　 公認会計士    星    野     　   誠    印

　
代表社員
業務執行社員

　 公認会計士    村    田    直    隆    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」に掲げられているサム
ティ株式会社の平成23年12月１日から平成24年11月30日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間(平
成24年３月１日から平成24年５月31日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成23年12月１日から平成24年５
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、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、サムティ株式会社及び連結子会社の平成24年
５月31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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