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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31期

第２四半期連結
累計期間

第32期
第２四半期連結

累計期間
第31期

会計期間

自　平成27年
　　１月１日
至　平成27年
　　６月30日

自　平成28年
　　１月１日
至　平成28年
　　６月30日

自　平成27年
　　１月１日
至　平成27年
　　12月31日

売上高 (千円) 9,679,175 6,987,837 17,960,575

経常利益 (千円) 103,920 55,431 214,875

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(千円) 77,850 35,273 139,924

四半期包括利益又は
包括利益

(千円) 122,177 △301,140 108,936

純資産額 (千円) 2,724,985 2,373,250 2,711,744

総資産額 (千円) 8,380,547 6,218,791 7,319,832

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 6.25 2.83 11.24

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 (％) 32.5 38.2 37.0

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 512,345 161,649 531,868

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △31,481 △3,685 △51,099

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △245,577 △273,382 △519,510

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 3,070,276 2,311,780 2,743,045
 

 

回次
第31期

第２四半期連結
会計期間

第32期
第２四半期連結

会計期間

会計期間

自　平成27年
　　４月１日
至　平成27年
　　６月30日

自　平成28年
　　４月１日
至　平成28年
　　６月30日

１株当たり四半期純利益
金額

(円) 4.15 0.96
 

(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　「企業統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。
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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）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、第１四半期連結会計期間より、連結子会社であった LITE-ON JAPAN (S) PTE. LTD. は清算したため、連結の

範囲から除外いたしました。
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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２四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) 業績の概況

当第２四半期連結累計期間（平成28年１月１日～６月30日）のわが国の経済は、個人消費の低迷や公共投資の減

少により低調に推移しました。また、中国やその他の新興国経済の成長鈍化、円高の進行、英国のＥＵ離脱の決定

など、不確実性が急速に増しております。

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、69億87百万円（前年同期比△26億91百万円 27.8％減）、売上

総利益も７億46百万円（前年同期比△１億17百万円 13.6％減）となりました。

営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する四半期純利益につきましても、それぞれ56百万円（前年同期比△50

百万円 47.1％減）、55百万円（前年同期比△48百万円 46.7％減）、35百万円（前年同期比△42百万円 54.7％減）

となりました。

 

(2) 財政状態の状況

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に対して11億１百万円減少し、62億18百万円とな

りました。これは流動資産の現金及び預金が４億31百万円、受取手形及び売掛金が３億77百万円、たな卸資産が70

百万円、流動資産の「その他」が１億11百万円減少したのが主な要因であります。

負債合計は、７億62百万円減少し、38億45百万円となりました。これは支払手形及び買掛金が４億１百万円、短

期借入金が１億56百万円、流動負債の「その他」が91百万円減少したのが主な要因であります。

純資産の部は、３億38百万円減少し、23億73百万円となりました。これは為替換算調整勘定が３億37百万円減少

したのが主な要因であり、自己資本比率は38.2％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残高は、前連結会計年度末より４億31百万円減少し、

23億11百万円となりました。

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）

営業活動によるキャッシュ・フローは、１億61百万円のプラスとなりました。これは、税金等調整前四半期純

利益（＋62百万円）、その他流動資産の増減額（+１億４百万円）等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）

投資活動によるキャッシュ・フローは、3百万円のマイナスとなりました。これは有形固定資産の取得による支

出（△２百万円）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）

財務活動によるキャッシュ・フローは、２億73百万円のマイナスとなりました。これは短期借入金の純増減額

（△１億20百万円）、長期借入金の返済による支出（△１億15百万円）、配当金の支払額（△37百万円）による

ものであります。
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(4) 事業上及び財政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、当企業集団の事業上及び財政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。
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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 25,000,000

計 25,000,000
 

 

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28年６月30日)

提出日現在
発行数（株)

(平成28年８月10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 12,451,300 12,451,300
東京証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ
(スタンダード)

完全議決権株式であり、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 12,451,300 12,451,300 ― ―
 

 

(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４月１日～
平成28年６月30日

― 12,451,300 ― 650,000 ― 3,735
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(6) 【大株主の状況】

平成28年６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(％)

光寶科技股份有限公司 中華民国台北市内湖區瑞光路392号 6,161 49.49

敦南科技股份有限公司 中華民国新北市新店區寶橋路233－２号 980 7.87

閎暉実業股份有限公司 中華民国新北市淡水區圭柔山路73号 980 7.87

遠藤　榮之進 東京都杉並区 414 3.33

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１丁目２番10号 191 1.54

住吉　広子 北海道札幌市中央区 148 1.19

能村　光勇 石川県金沢市 142 1.14

株式会社SBI証券 東京都港区六本木１丁目６番１号 102 0.82

又川　鉄男 福岡県鞍手郡鞍手町 90 0.73

陳　碧華 東京都武蔵野市 86 0.69

計 ― 9,297 74.67
 

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   平成28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) ― ― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

12,450,800
124,508

権利内容に何ら制限のない当社にお
ける標準となる株式

単元未満株式
普通株式

500
― ―

発行済株式総数 12,451,300 ― ―

総株主の議決権 ― 124,508 ―
 

（注）「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式70株が含まれております。

 

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28年４月１日から平成

28年６月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成28年１月１日から平成28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り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27年12月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成28年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 2,743,045 2,311,780

  受取手形及び売掛金 2,858,113 2,481,026

  たな卸資産 ※  758,020 ※  687,105

  その他 168,859 56,950

  貸倒引当金 △1,062 △956

  流動資産合計 6,526,975 5,535,907

 固定資産   

  有形固定資産 528,903 441,393

  無形固定資産 16,616 14,238

  投資その他の資産   

   その他 566,815 555,355

   貸倒引当金 △319,479 △328,103

   投資その他の資産合計 247,335 227,251

  固定資産合計 792,856 682,883

 資産合計 7,319,832 6,218,791

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 3,351,693 2,949,811

  短期借入金 361,830 205,820

  1年内返済予定の長期借入金 208,152 158,867

  未払法人税等 25,424 24,369

  賞与引当金 － 9,873

  役員賞与引当金 － 6,700

  その他 255,529 163,758

  流動負債合計 4,202,630 3,519,200

 固定負債   

  長期借入金 166,733 93,270

  退職給付に係る負債 159,874 153,626

  役員退職慰労引当金 38,931 38,931

  資産除去債務 16,506 16,512

  その他 23,410 23,999

  固定負債合計 405,456 326,339

 負債合計 4,608,087 3,845,540

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 650,000 650,000

  資本剰余金 65,801 65,801

  利益剰余金 1,883,705 1,881,625

  自己株式 △15 △15

  株主資本合計 2,599,491 2,597,412

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 3,104 2,604

  為替換算調整勘定 146,254 △190,990

  退職給付に係る調整累計額 △37,105 △35,775

  その他の包括利益累計額合計 112,252 △224,161

 純資産合計 2,711,744 2,373,250

負債純資産合計 7,319,832 6,218,791
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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：千円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成27年１月１日
　至 平成27年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年１月１日
　至 平成28年６月30日)

売上高 9,679,175 6,987,837

売上原価 8,815,808 6,241,687

売上総利益 863,366 746,149

販売費及び一般管理費 ※  756,713 ※  689,778

営業利益 106,653 56,370

営業外収益   

 受取利息 3,341 2,788

 受取配当金 1,141 1,181

 その他 4,591 2,262

 営業外収益合計 9,074 6,232

営業外費用   

 支払利息 6,285 4,040

 為替差損 4,191 2,602

 その他 1,330 528

 営業外費用合計 11,806 7,171

経常利益 103,920 55,431

特別利益   

 子会社清算益 － 7,305

 固定資産売却益 91 －

 特別利益合計 91 7,305

税金等調整前四半期純利益 104,012 62,737

法人税、住民税及び事業税 26,444 34,696

法人税等調整額 △283 △7,232

法人税等合計 26,161 27,463

四半期純利益 77,850 35,273

親会社株主に帰属する四半期純利益 77,850 35,273
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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：千円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成27年１月１日
　至 平成27年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年１月１日
　至 平成28年６月30日)

四半期純利益 77,850 35,273

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 1,152 △499

 為替換算調整勘定 42,116 △337,244

 退職給付に係る調整額 1,058 1,329

 その他の包括利益合計 44,326 △336,414

四半期包括利益 122,177 △301,140

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 122,177 △301,140
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：千円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成27年１月１日
　至 平成27年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年１月１日
　至 平成28年６月30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 104,012 62,737

 減価償却費 25,160 24,265

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 8,855 8,518

 役員賞与引当金の増減額（△は減少） 6,250 6,700

 受取利息及び受取配当金 △4,482 △3,969

 支払利息 6,285 4,040

 為替差損益（△は益） 10,688 5,841

 固定資産売却損益（△は益） △91 －

 子会社清算損益（△は益） － △7,305

 売上債権の増減額（△は増加） 602,755 27,993

 たな卸資産の増減額（△は増加） 94,514 △15,802

 その他の資産の増減額（△は増加） 43,170 104,655

 仕入債務の増減額（△は減少） △201,685 35,848

 その他の負債の増減額（△は減少） △172,461 △69,742

 その他 23,285 10,154

 小計 546,254 193,935

 利息及び配当金の受取額 4,482 3,969

 利息の支払額 △6,433 △3,941

 法人税等の支払額 △31,958 △32,313

 営業活動によるキャッシュ・フロー 512,345 161,649

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 △29,540 △2,211

 無形固定資産の取得による支出 △1,065 △1,474

 有形固定資産の売却による収入 496 －

 その他 △1,371 －

 投資活動によるキャッシュ・フロー △31,481 △3,685

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の純増減額（△は減少） － △120,610

 長期借入金の返済による支出 △208,223 △115,418

 配当金の支払額 △37,353 △37,353

 財務活動によるキャッシュ・フロー △245,577 △273,382

現金及び現金同等物に係る換算差額 21,421 △315,847

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 256,708 △431,265

現金及び現金同等物の期首残高 2,813,567 2,743,045

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  3,070,276 ※  2,311,780
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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)

連結の範囲の重要な変更

LITE-ON JAPAN (S) PTE. LTD. は、清算のため、第１四半期連結会計期間から連結の範囲より除外しておりま

す。ただし、清算までの損益は四半期連結財務諸表に含めております。

 
(会計方針の変更等)

（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２四半期連結累計期間については、四半期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）を当第２四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取

得する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、当第２四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表への影響額はありません。

 
(四半期連結貸借対照表関係)

※　たな卸資産について、その内訳科目及び金額は、次のとおりであります。

 

 
前連結会計年度

(平成27年12月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成28年６月30日)

商品及び製品 755,471千円 683,867千円

仕掛品 962 〃 2,944 〃

原材料及び貯蔵品 1,586 〃 293 〃
 

 

(四半期連結損益計算書関係)

※　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２四半期連結累計期間
(自　平成27年１月１日
至　平成27年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成28年１月１日
至　平成28年６月30日)

給与 332,804千円 319,272千円

賞与引当金繰入額 14,106 〃 10,472 〃

役員賞与引当金繰入額 6,250 〃 6,700 〃

退職給付費用 8,812 〃 11,466 〃

貸倒引当金繰入額 8,855 〃 8,518 〃
 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおり

であります。

 

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成27年１月１日
至　平成27年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成28年１月１日
至　平成28年６月30日)

現金及び預金 3,070,276千円 2,311,780千円

預入期間が３か月を超える
定期預金

― ―

現金及び現金同等物 3,070,276千円 2,311,780千円
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(株主資本等関係)

　　前第２四半期連結累計期間(自　平成27年１月１日　至　平成27年６月30日)

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３月30日
定時株主総会

普通株式 37,353 3.00 平成26年12月31日 平成27年３月31日 資本剰余金
 

 

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。

 

　　当第２四半期連結累計期間(自　平成28年１月１日　至　平成28年６月30日)

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３月30日
定時株主総会

普通株式 37,353 3.00 平成27年12月31日 平成28年３月31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。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社グループの事業は、電子部品販売事業の単一セグメントであるため、セグメント情報については記載してお

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は、以下のとおりであります。

 

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成27年１月１日
至　平成27年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成28年１月１日
至　平成28年６月30日)

１株当たり四半期純利益金額 6円25銭 2円83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) 77,850 35,273

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)

77,850 35,273

普通株式の期中平均株式数 (株) 12,451,230 12,451,230
 

(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。
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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８月９日

日本ライトン株式会社

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　　沼　　田　　敦　　士　　印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　鈴　　木　　健　　夫　　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」に掲げられている日本ライト

ン株式会社の平成２８年１月１日から平成２８年１２月３１日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成２

８年４月１日から平成２８年６月３０日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成２８年１月１日から平成２８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、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、日本ライトン株式会社及び連結子会社の平成２８年６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．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。
 

 

EDINET提出書類

日本ライトン株式会社(E02937)

四半期報告書

18/18


	表紙
	本文
	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
	２事業の内容

	第２事業の状況
	１事業等のリスク
	２経営上の重要な契約等
	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

	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
	②発行済株式

	(2)新株予約権等の状況
	(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
	(4)ライツプランの内容
	(5)発行済株式総数、資本金等の推移
	(6)大株主の状況
	(7)議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２役員の状況

	第４経理の状況
	１四半期連結財務諸表
	(1)四半期連結貸借対照表
	(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
	四半期連結包括利益計算書
	第２四半期連結累計期間

	(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書
	注記事項
	セグメント情報


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

