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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50期

第１四半期
連結累計期間

第51期
第１四半期
連結累計期間

第50期

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

自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日

売上高 (千円) 3,506,168 3,761,298 17,209,325

経常利益 (千円) 154,149 240,503 1,472,003

四半期(当期)純利益 (千円) 79,580 144,770 910,156

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 223,956 122,089 1,095,108

純資産額 (千円) 7,482,941 8,366,844 8,340,860

総資産額 (千円) 14,008,881 14,471,836 14,828,965

１株当たり四半期(当期)純利益金額 (円) 19.56 35.58 223.66

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) 19.49 35.35 222.49

自己資本比率 (％) 52.1 56.4 54.9
 

(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、消費税等は含んでおりません。

３．当社は平成25年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、前

連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期(当期)純利益金額及び潜在株式

調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額を算定しております。

 　　

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)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】

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、または、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。

 

２ 【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。

 

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(当社及び連結子会社)が判断

したものであります。

 

(1) 業績の状況

当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、消費税率引上げ前の駆け込み需要の反動により個人消費が減

少し、景気の一時的な押し下げ要因となりましたが、株式相場の安定や円安の定着、そして政府の経済対策が企業

マインドの改善を下支えし、緩やかな回復基調で推移しました。しかし一方では、新興国経済の成長鈍化や原燃料

等の価格上昇による不安材料が懸念されており、依然として先行きは不透明な状況が続いております。当社グルー

プが関連する建設市場におきましても、景気対策関連の公共投資の増勢や堅調な民間設備投資を背景に、市況改善

の傾向が顕著となってきました。しかしながら一方では、建設資材の不足や人員不足により、建設コストの上昇や

工事の着工ペースに遅れが生じておりました。

このような状況のもと、当社グループでは、引き続き主力製品のあと施工アンカーの売上が好調であったほか、

太陽光発電市場向け製品が好調に推移しました。また、利益面では、高付加価値製品の販売を促進する一方で、営

業経費等のコスト抑制に努めました。

　この結果、当第１四半期連結累計期間売上高は3,761百万円（前年同四半期比7.3％増）、営業利益245百万円

（同35.5％増）、経常利益240百万円（同56.0％増）、四半期純利益は144百万円（同81.9％増）となりました。

各セグメントの業績は以下のとおりであります。

 

①　ファスニング事業

建設資材の不足や人員不足により工事の着工に遅れが出ましたが、都市圏を中心とした堅調な再開発需要や維

持保全需要の回復を受けて、主力製品である金属系・接着系アンカーやワンサイドファスナー、電動油圧工具の

販売が好調に推移しました。

この結果、当セグメントの売上高は3,020百万円（前年同四半期比10.3％増）、セグメント利益は218百万円

（同56.7％増）となりました。

②　リニューアル事業

ハウスメーカー関連商品が好調に推移したことや太陽光関連ではメガソーラー物件の受注があったものの、

FRPシート関連商材は、補助金制度による特需の反動減の影響が続き売上減となりました。

この結果、当セグメントの売上高は611百万円（同6.8％減）、セグメント利益は19百万円（同51.3％減）とな

りました。

 

EDINET提出書類

サンコーテクノ株式会社(E01462)

四半期報告書

 3/16



 

③　センサー事業

電子基板関連やアルコール測定器の販売は、前年同四半期とほぼ同じ推移となりました。一方、利益面では、

電子基板関連の販売価格の見直しやアルコール測定器の定期的校正に伴う安定的利益の確保等により堅調な伸び

をみせました。

この結果、当セグメントの売上高は152百万円（同0.6％増）、セグメント利益は5百万円（前年同四半期はセ

グメント損失2百万円）となりました。

 

なお、数値にはセグメント間取引を含んでおります。

 

(2) 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、30百万円であります。

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。

 

(4) 財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末より357百万円減少して14,471百万円となりまし

た。これは主として受取手形及び売掛金が減少した一方、現金及び預金、たな卸資産が増加したことによるもので

あります。

負債の合計は前連結会計年度末より383百万円減少して6,104百万円となりました。これは主として短期借入金、

未払法人税等が減少した一方、長期借入金が増加したことによるものであります。

純資産は、前連結会計年度末より25百万円増加して8,366百万円となりました。これは主として利益剰余金が増

加した一方、為替換算調整勘定が減少したことによるものであります。

 

(5) 経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

当第１四半期連結累計期間において、経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通しに重要な

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 17,000,000

計 17,000,000
 

 

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26年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成26年８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 4,372,704 4,372,704
東京証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ
(スタンダード)

単元株式数　100株

計 4,372,704 4,372,704 ― ―
 

 

(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26年４月１日～
平成26年６月30日

― 4,372,704 ― 768,590 ― 581,191
 

 

(6) 【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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(7) 【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26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) 普通株式　　303,300 ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式　4,064,800 40,648 ―

単元未満株式 普通株式　 　4,604 ― ―

発行済株式総数          4,372,704 ― ―

総株主の議決権 ― 40,648 ―
 

(注)　「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が100株含まれております。また、「議決

権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数１個が含まれております。

 

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(％)

サンコーテクノ㈱
千葉県流山市南流山三丁
目10番地16

303,300 ― 303,300 6.93

計 ― 303,300 ― 303,300 6.93
 

 

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26年４月１日から平成

26年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成26年４月１日から平成26年６月30日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、新日本有限責任監査法人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26年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 1,591,905 1,773,563

  受取手形及び売掛金 3,410,001 2,738,045

  たな卸資産 2,635,623 2,878,135

  その他 737,920 655,657

  貸倒引当金 △6,317 △6,124

  流動資産合計 8,369,132 8,039,277

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 1,479,345 1,460,216

   土地 3,075,043 3,074,143

   その他（純額） 608,749 616,348

   有形固定資産合計 5,163,138 5,150,708

  無形固定資産 82,563 76,790

  投資その他の資産 ※2  1,214,130 ※2  1,205,059

  固定資産合計 6,459,832 6,432,558

 資産合計 14,828,965 14,471,836

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 1,282,666 1,162,396

  短期借入金 2,735,187 2,434,920

  未払法人税等 328,919 95,822

  賞与引当金 116,287 214,395

  その他 588,553 404,284

  流動負債合計 5,051,614 4,311,818

 固定負債   

  長期借入金 190,166 577,680

  役員退職慰労引当金 32,332 33,373

  退職給付に係る負債 1,011,143 978,388

  その他 202,848 203,731

  固定負債合計 1,436,490 1,793,173

 負債合計 6,488,105 6,104,991

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 768,590 768,590

  資本剰余金 581,191 581,191

  利益剰余金 6,884,914 6,933,665

  自己株式 △244,330 △244,385

  株主資本合計 7,990,367 8,039,062

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 9,666 16,959

  為替換算調整勘定 138,053 109,650

  その他の包括利益累計額合計 147,719 126,610

 新株予約権 21,507 21,507

 少数株主持分 181,265 179,664

 純資産合計 8,340,860 8,366,844

負債純資産合計 14,828,965 14,471,836
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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25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

売上高 3,506,168 3,761,298

売上原価 2,397,850 2,540,912

売上総利益 1,108,318 1,220,386

販売費及び一般管理費 926,902 974,611

営業利益 181,415 245,775

営業外収益   

 受取利息 793 1,571

 受取配当金 1,250 1,495

 仕入割引 9,796 9,548

 投資不動産賃貸料 7,732 7,807

 持分法による投資利益 1,237 962

 その他 4,573 10,874

 営業外収益合計 25,384 32,259

営業外費用   

 支払利息 3,836 3,202

 売上割引 26,551 28,610

 為替差損 13,968 -

 その他 8,294 5,717

 営業外費用合計 52,651 37,531

経常利益 154,149 240,503

特別利益   

 投資有価証券売却益 120 -

 特別利益合計 120 -

特別損失   

 固定資産除却損 156 133

 特別損失合計 156 133

税金等調整前四半期純利益 154,113 240,370

法人税等 75,291 94,331

少数株主損益調整前四半期純利益 78,821 146,039

少数株主利益又は少数株主損失（△） △759 1,269

四半期純利益 79,580 144,770
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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25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 78,821 146,039

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 4,623 7,298

 為替換算調整勘定 140,511 △31,247

 その他の包括利益合計 145,134 △23,949

四半期包括利益 223,956 122,089

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 203,792 123,660

 少数株主に係る四半期包括利益 20,163 △1,571
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【注記事項】

(会計方針の変更等)

(会計方針の変更)

　「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」という。）及び

「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下「退職給付適用指

針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて当第１四

半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間

定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を変更いたしました。

　退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第１四半期連

結会計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しておりま

す。

　この結果、当第１四半期連結会計期間の期首の退職給付に係る負債が40,329千円減少し、利益剰余金が26,060千円増

加しております。また、これによる当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に

与える影響は軽微であります。

 
(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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日 至 平成26年６月30日)

（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おります。

ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効

税率を使用する方法によっております。
 

 

(四半期連結貸借対照表関係)

１．保証債務

(1) 当社は、連結会社以外の取引先の買入債務に対して、次のとおり債務保証を行っております。

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

 
当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

三倉工業株式会社 28,415千円  三倉工業株式会社 22,556千円

サンコー・トーカイ株式会社 9,362千円  サンコー・トーカイ株式会社 4,181千円

　計 37,778千円   26,738千円
 

 

 

(2) 一部の連結子会社は、取引先が子会社製品を使用するリース契約につき、リース物件の引取を条件とした保

証を行っております。

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成26年６月30日)

 6,729千円  5,580千円
 

 

※２．資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

 

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

投資その他の資産 60,116千円 60,538千円
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(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(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１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日)

減価償却費 59,799千円 65,934千円
 

 

(株主資本等関係)

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日)

　　配当金支払額

 

(決 議) 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月26日
定時株主総会

普通株式 81,387千円 40円 平成25年３月31日 平成25年６月27日 利益剰余金
 

 

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年６月30日)

　　配当金支払額

 

(決 議) 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年６月25日
定時株主総会

普通株式 122,080千円 30円 平成26年３月31日 平成26年６月26日 利益剰余金
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(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25年４月１日 至 平成25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
調整額
(注１)

四半期連結
損益計算書
計上額(注２)ファスニング

事業
リニューアル

事業
センサー事業

売上高       

  外部顧客への売上高 2,737,537 653,604 115,027 3,506,168 ― 3,506,168

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高

340 1,976 36,704 39,021 △39,021 ―

計 2,737,877 655,580 151,732 3,545,190 △39,021 3,506,168

セグメント利益又は
セグメント損失(△)

139,629 40,349 △2,277 177,701 3,713 181,415
 

(注) １．調整額はセグメント間取引消去及び各報告セグメントに配分していない全社費用であります。

２．セグメント利益又はセグメント損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

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１四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26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
調整額
(注１)

四半期連結
損益計算書
計上額(注２)ファスニング

事業
リニューアル

事業
センサー事業

売上高       

  外部顧客への売上高 3,020,574 611,263 129,461 3,761,298 ― 3,761,298

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

357 ― 23,151 23,508 △23,508 ―

計 3,020,931 611,263 152,612 3,784,807 △23,508 3,761,298

セグメント利益 218,818 19,664 5,843 244,327 1,448 245,775
 

(注) １．調整額はセグメント間取引消去及び各報告セグメントに配分していない全社費用であります。

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を行っております。

 

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。

 

３．報告セグメントの変更等に関する事項

 (退職給付に関する会計基準等の適用)

「会計方針」に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間より退職給付債務及び勤務費用の計算方法を変更した

ことに伴い、報告セグメントの退職給付債務及び勤務費用の計算方法を同様に変更いたしました。

　なお、当該変更による、当第１四半期連結累計期間のセグメント利益に与える影響は軽微であります。
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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。

 

 
前第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日)

（1）１株当たり四半期純利益金額 19.56円 35.58円

    (算定上の基礎)   

四半期純利益金額(千円)　 79,580 144,770

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) 79,580 144,770

普通株式の期中平均株式数(株) 4,069,366 4,069,316

   

（2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 19.49円 35.35円

　 （算定上の基礎）   

四半期純利益調整額（千円） ― ―

普通株式増加数（株） 13,595 25,990

　　（うち新株予約権（株）） (13,595) (25,990)

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まれな
かった潜在株式の概要

― ―

 

(注)　当社は平成25年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、前連

結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株

当たり四半期純利益金額を算定しております。

 

(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。
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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１２日

サンコーテクノ株式会社

取締役会 御中

 

新日本有限責任監査法人
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   布 施 木   孝   叔   印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   稲　　垣　　正　　人 　 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ンコーテ

クノ株式会社の平成２６年４月１日から平成２７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２６

年４月１日から平成２６年６月３０日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成２６年４月１日から平成２６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、サンコーテクノ株式会社及び連結子会社の平成２６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いません。
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