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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58期

第２四半期累計期間
第59期

第２四半期累計期間
第58期

会計期間
自平成26年４月１日
至平成26年９月30日

自平成27年４月１日
至平成27年９月30日

自平成26年４月１日
至平成27年３月31日

売上高 （百万円） 11,641 13,592 24,042

経常利益 （百万円） 671 1,170 1,621

四半期（当期）純利益 （百万円） 405 741 955

持分法を適用した場合の投資利

益
（百万円） － － －

資本金 （百万円） 2,160 2,160 2,160

発行済株式総数 （千株） 9,400 9,400 9,400

純資産額 （百万円） 20,113 20,977 20,846

総資産額 （百万円） 24,321 25,560 26,777

１株当たり四半期（当期）純利

益金額
（円） 43.17 78.86 101.67

潜在株式調整後１株当たり四半

期（当期）純利益金額
（円） － － －

１株当たり配当額 （円） － － 40.00

自己資本比率 （％） 82.7 82.1 77.9

営業活動によるキャッシュ・フ

ロー
（百万円） △772 △1,768 △868

投資活動によるキャッシュ・フ

ロー
（百万円） △140 △163 △370

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー
（百万円） △469 △375 △469

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（百万円） 6,530 3,895 6,203

 

回次
第58期

第２四半期会計期間
第59期

第２四半期会計期間

会計期間
自平成26年７月１日
至平成26年９月30日

自平成27年７月１日
至平成27年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 18.77 48.63

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結経営指標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．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。

 

２【事業の内容】

当第２四半期累計期間において、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２四半期累計期間において、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２四半期会計期間において、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２四半期累計期間におけるわが国経済は、円安や原油安の影響により企業収益は改善し、緩やかではあり

ますが回復基調となっております。しかし、中国経済の減速懸念等、世界経済の不透明感により株価は下落して

おり、今後の動向は先行きの見えない状況となっております。

食品業界におきましては、輸入仕入価格の上昇や円安等の影響により、企業を取り巻く環境は、引き続き厳し

い状況が続いております。

このような状況下、当社は原料高騰により適正価格での販売を行うべく、数年来、製品値上げの実施を行って

きましたが、値上実施後の価格浸透に重きを置いたこと、消費税の増税による反動減もあり前年上期の販売は厳

しい状況でありました。しかしながら、同業他社が当社と同様に製品の値上げを実施したことで当社との価格差

が縮まり、特に家庭用ごま油を中心に特売が増え、今期のごま油の販売数量は前年同期比8.8％増、食品ごまは

前年同期比1.7％減となりました。また売上高は、数量・価格とも前年を上回り前年同期比16.7％増となりまし

た。

コスト面では、委託加工費や燃料費の減少等があったものの、販売数量増加による処理量が増えたこと、前期

に仕入れた高い原料価格の影響により原料の払出価格が前年同期比で上回ったこと等から、売上原価は前年同期

比14.1％増となりました。

一方、販売費及び一般管理費は、家庭用ごま油等の拡販により拡売条件費等の販売経費が増加し前年同期比

23.5％増となりました。

この結果、売上高は13,592百万円（前年同期比1,951百万円増）、経常利益は1,170百万円（前年同期比498百

万円増）、四半期純利益は741百万円（前年同期比335百万円増）となりました。

 

セグメントの業績は、次のとおりであります。

①ごま油事業

ごま油事業におきましては、同業他社の値上げが進んだことで当社製品との価格差が縮まったこと、利益率が

高い家庭用ごま油を中心に拡販を努めた結果、ごま油の販売数量は前年を上回りました。また、売上高につきま

しても販売数量の伸長及び販売単価の上昇により前年を上回る結果となりました。

原料購入価格は前期より低下しつつありますが、依然として前期に仕入れた高い原料価格の仕掛品や製品の在

庫への影響もあり原価は前期を上回る状況であります。

こうした環境下において、今後同業他社による巻き返し等、競争激化が予想されますが、販売数量確保の為、

引き続き積極的な販促活動を図って参ります。

以上の結果、売上高は11,196百万円（前年同期比1,822百万円増）、セグメント利益は613百万円（前年同期比

221百万円増）となりました。

 

②食品ごま事業

食品ごま事業におきましては、同業他社との競合やコンビニ惣菜向けの業務用ねりごまの落ち込み等により販

売数量は前年を下回りましたが、製品値上げにより売上高は前年を上回りました。また、売上原価はごま油同

様、前年を上回る状況であります。

こうした環境下において、当社は、現在新規設備導入を行い新製品や既存製品のリニューアルの開発を進めて

おります。

以上の結果、売上高は2,389百万円（前年同期比123百万円増）、セグメント利益は102百万円（前年同期比89

百万円減）となりました。
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(2）キャッシュ・フローの状況

当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前事業年度末に比べ

2,307百万円減少し、3,895百万円となりました。

なお、当第２四半期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以下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２四半期累計期間において営業活動によるキャッシュ・フローは、1,768百万円の支出（前年同期比995百

万円支出増）となりました。これは税引前四半期純利益が1,150百万円あり、減価償却を251百万円行うなどの増

加要因はあったものの、たな卸資産が1,406百万円増加、仕入債務が1,411百万円減少及び法人税等の支払額が

408百万円あるなどの減少要因により、資金が減少したものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期累計期間において投資活動によるキャッシュ・フローは、163百万円の支出（前年同期比23百万

円支出増）となりました。これは有形固定資産等の取得による支出が184百万円あったこと等によるものであり

ます。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期累計期間において財務活動によるキャッシュ・フローは、375百万円の支出（前年同期比93百万

円支出減）となりました。これは配当金の支払い等によるものであります。

 

(3）業務上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について、重要な変更はありません。

 

(4）研究開発活動

当社は多くの消費者に自然の恵みを生かした、より健康的な食生活に貢献できる魅力ある製品を開発し、提供

することを研究開発活動の基本方針としております。

当社の研究開発体制は、販売業務部に寄せられる当社製品に対する顧客要望やマーケット情報、ニーズをもと

に立案された企画や要望を踏まえ、新製品の開発や既存製品のリニューアルを行っております。研究開発課で

は、ごまやごま油、ごま加工品などの市場調査や競合他社製品の分析、既存製品の改良やリニューアル、新製品

の開発等、自社製品の付加価値を高めるための試作試験を行っております。また、ごまを素材とした基礎研究や

応用研究にも取り組んでおります。

今後は、大学や外部機関との協力体制の構築、共同研究にも注力し、「価値あるごま製品を提供することで、

健康でより豊かな食生活に貢献する」という経営理念に基づき、当社独自の研究開発活動を推進してまいりま

す。

なお、当第２四半期累計期間における研究開発費の総額は67百万円となっております。

当社はセグメント共有の研究開発を行っているため、研究開発費の総額、研究開発活動は特定のセグメントに

区分しておりません。

最近における研究開発活動の主なテーマと開発目標は次のとおりであります。

 

主要テーマ 開発目標

顧客要望に基づくごま製品の開発 製品開発・用途開発によるマーケットの拡大

ごま関連の加工技術、独自製法の探索 付加価値製品創出による競争力ある製品の開発

美味しさを追求するごまの研究
味・香り・食感・安定性・嗜好性・加工性等、様々な視点からの新

たなごまの利用、価値を見出す

健康を訴求する機能性成分の研究・開発
ごまに含まれる栄養成分や機能性成分を研究し、「美味しさ+α」の

製品開発
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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 16,000,000

計 16,000,000

 

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27年９月30日)

提出日現在発行数（株）
(平成27年11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
9,400,000 同左

東京証券取引所

市場第一部

権利内容に何ら限定の

ない当社における標準

となる株式であり、単

元株式数は100株であ

ります。

計 9,400,000 同左 － －

 

（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27年７月１日

～

平成27年９月30日

－ 9,400,000 － 2,160 － 3,082
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（６）【大株主の状況】

  平成27年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

三菱商事株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目３－１ 2,477.0 26.35

三井物産株式会社

（常任代理人　資産管理サービス

信託銀行株式会社）

東京都千代田区丸の内一丁目１－３ 2,019.5 21.48

小澤物産株式会社 東京都品川区西五反田七丁目24－５ 1,491.5 15.86

伊藤忠商事株式会社 東京都港区北青山二丁目５－１ 300.0 3.19

国分株式会社 東京都中央区日本橋一丁目１－１ 300.0 3.19

日清食品ホールディングス株式会社 大阪府大阪市淀川区西中島四丁目１－１ 300.0 3.19

株式会社Ｊ－オイルミルズ 東京都中央区明石町８－１ 100.0 1.06

日本山村硝子株式会社 兵庫県尼崎市西向島町15－１ 100.0 1.06

かどや製油従業員持株会 東京都品川区西五反田八丁目２－８ 70.8 0.75

小澤二郎 東京都大田区 51.9 0.55

計 － 7,210.7 76.70
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成27年９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　200 － －

完全議決権株式（その他）
普通株式

9,399,000
93,990

権利内容に何ら限定のない当

社における標準となる株式で

あり、単元株式数は100株で

あります。

単元未満株式 普通株式　800 － －

発行済株式総数 9,400,000 － －

総株主の議決権 － 93,990 －

 

②【自己株式等】

平成27年９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(％)

かどや製油株式会社
東京都品川区西五反田

八丁目２番８号
200 － 200 0.00

計 － 200 － 200 0.00

 

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】

１．四半期財務諸表の作成方法について
当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

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２四半期会計期間（平成27年７月１日から平成27

年９月30日まで）及び第２四半期累計期間（平成27年４月１日から平成27年９月30日まで）に係る四半期財務諸表に

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。

 

３．四半期連結財務諸表について
　当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】

（１）【四半期貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前事業年度

(平成27年３月31日)
当第２四半期会計期間
(平成27年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,218 3,910

売掛金 5,614 5,756

商品及び製品 1,162 1,234

仕掛品 1,154 1,080

原材料及び貯蔵品 5,308 6,717

その他 833 483

流動資産合計 20,291 19,182

固定資産   

有形固定資産 4,403 4,385

無形固定資産 20 18

投資その他の資産 ※１ 2,062 ※１ 1,972

固定資産合計 6,485 6,377

資産合計 26,777 25,560

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,297 1,886

未払法人税等 403 434

賞与引当金 178 183

役員賞与引当金 45 26

その他 1,147 1,187

流動負債合計 5,072 3,718

固定負債   

退職給付引当金 754 774

資産除去債務 74 70

長期未払金 28 19

固定負債合計 857 864

負債合計 5,930 4,582

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,160 2,160

資本剰余金 3,082 3,082

利益剰余金 14,778 15,143

自己株式 △0 △0

株主資本合計 20,020 20,385

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 555 484

繰延ヘッジ損益 269 107

評価・換算差額等合計 825 591

純資産合計 20,846 20,977

負債純資産合計 26,777 25,560
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（２）【四半期損益計算書】

【第２四半期累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第２四半期累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年９月30日)

売上高 11,641 13,592

売上原価 8,338 9,515

売上総利益 3,302 4,077

販売費及び一般管理費 ※１ 2,718 ※１ 3,358

営業利益 584 718

営業外収益   

受取利息 1 0

受取配当金 9 83

為替差益 75 361

雑収入 7 10

営業外収益合計 93 456

営業外費用   

支払手数料 3 3

雑損失 3 1

営業外費用合計 6 4

経常利益 671 1,170

特別損失   

固定資産除売却損 13 19

特別損失合計 13 19

税引前四半期純利益 658 1,150

法人税、住民税及び事業税 253 431

法人税等調整額 △1 △22

法人税等合計 252 408

四半期純利益 405 741
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：百万円）

 
前第２四半期累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 658 1,150

減価償却費 240 251

その他の償却額 0 0

賞与引当金の増減額（△は減少） △1 5

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △33 △19

退職給付引当金の増減額（△は減少） 29 19

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 △0

受取利息及び受取配当金 △10 △84

支払手数料 3 3

為替差損益（△は益） △3 △6

有形固定資産除売却損益（△は益） 13 19

売上債権の増減額（△は増加） △266 △142

たな卸資産の増減額（△は増加） △744 △1,406

その他の資産の増減額（△は増加） 19 90

仕入債務の増減額（△は減少） △392 △1,411

その他の負債の増減額（△は減少） △43 △34

小計 △531 △1,564

利息及び配当金の受取額 58 208

支払手数料の支払額 △2 △2

法人税等の支払額 △297 △408

営業活動によるキャッシュ・フロー △772 △1,768

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △116 △184

無形固定資産の取得による支出 － △0

有形固定資産の売却による収入 0 0

有形固定資産の除却による支出 △1 △4

投資有価証券の取得による支出 △2 △2

貸付金の回収による収入 1 0

保険積立金の積立による支出 △20 △2

保険積立金の解約による収入 16 28

その他 △16 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △140 △163

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 － △0

配当金の支払額 △469 △374

財務活動によるキャッシュ・フロー △469 △375

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,381 △2,307

現金及び現金同等物の期首残高 7,912 6,203

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１ 6,530 ※１ 3,895
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【注記事項】

（継続企業の前提に関する事項）

該当事項はありません。

 

（四半期貸借対照表関係）

※１．資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

 
前事業年度

（平成27年３月31日）
当第２四半期会計期間
（平成27年９月30日）

投資その他の資産 78百万円 78百万円

 

（四半期損益計算書関係）

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
　前第２四半期累計期間
（自 平成26年４月１日

　　至 平成26年９月30日）

　当第２四半期累計期間
（自 平成27年４月１日

　　至 平成27年９月30日）

販売促進費 939百万円 1,434百万円

賞与引当金繰入額 84 84

役員賞与引当金繰入額 20 26

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

※１．現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前第２四半期累計期間

（自 平成26年４月１日
至 平成26年９月30日）

当第２四半期累計期間
（自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日）

現金及び預金勘定 6,545百万円 3,910百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △15 △15

現金及び現金同等物 6,530 3,895

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期累計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年９月30日）

　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26年６月24日

定時株主総会
普通株式 469 50 平成26年３月31日 平成26年６月25日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第２四半期累計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年９月30日）

　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27年６月25日

定時株主総会
普通株式 375 40 平成27年３月31日 平成27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２四半期累計期間（自平成26年４月１日　至平成26年９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：百万円）

 報告セグメント その他

（注）
合計

 ごま油 食品ごま 計

売上高      

外部顧客への売上高 9,374 2,265 11,639 1 11,641

計 9,374 2,265 11,639 1 11,641

セグメント利益 392 191 583 0 584

（注）１.「その他」の区分には、「仕入商品販売」を含んでおります。

２.セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期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：百万円）

利益 金額

報告セグメント計 583

「その他」の区分の利益 0

四半期損益計算書の営業利益 584

 

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。

 

Ⅱ　当第２四半期累計期間（自平成27年４月１日　至平成27年９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：百万円）

 報告セグメント その他

（注）
合計

 ごま油 食品ごま 計

売上高      

外部顧客への売上高 11,196 2,389 13,585 6 13,592

計 11,196 2,389 13,585 6 13,592

セグメント利益 613 102 715 2 718

（注）１.「その他」の区分には、「仕入商品販売」を含んでおります。

２.セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期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：百万円）

利益 金額

報告セグメント計 715

「その他」の区分の利益 2

四半期損益計算書の営業利益 718

 

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２四半期累計期間

（自　平成26年４月１日
至　平成26年９月30日）

当第２四半期累計期間
（自　平成27年４月１日
至　平成27年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 43円17銭 78円86銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（百万円） 405 741

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） 405 741

普通株式の期中平均株式数（千株） 9,399 9,399

（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。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

 

  平成27年11月13日  

か ど や 製 油 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 水上　亮比呂　　印

 

 

指定有限責任社員

 

業務執行社員

 公認会計士 永田　　立　　　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」に掲げられているかどや製油株式

会社の平成27年４月１日から平成28年３月31日までの第59期事業年度の第２四半期会計期間（平成27年７月１日から平成

27年９月30日まで）及び第２四半期累計期間（平成27年４月１日から平成27年９月30日まで）に係る四半期財務諸表、す

なわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・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財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

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

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、かどや製油株式会社の平成27年９月30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　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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