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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84期

第２四半期累計期間
第85期

第２四半期累計期間
第84期

会計期間
自平成28年４月１日
至平成28年９月30日

自平成29年４月１日
至平成29年９月30日

自平成28年４月１日
至平成29年３月31日

売上高 （百万円） 13,646 18,151 31,139

経常利益 （百万円） 531 1,638 1,591

四半期（当期）純利益 （百万円） 423 1,110 1,164

持分法を適用した場合の投資利

益
（百万円） － － －

資本金 （百万円） 1,640 1,640 1,640

発行済株式総数 （千株） 32,800 32,800 32,800

純資産額 （百万円） 7,216 9,006 7,996

総資産額 （百万円） 20,207 24,546 22,927

１株当たり四半期（当期）純利

益
（円） 12.92 33.90 35.57

潜在株式調整後１株当たり四半

期（当期）純利益
（円） － － －

１株当たり配当額 （円） － － 3.00

自己資本比率 （％） 35.7 36.7 34.9

営業活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） 1,416 2,699 573

投資活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △23 △80 △97

財務活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △218 △1,336 △379

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（百万円） 6,864 7,069 5,786
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回次
第84期

第２四半期会計期間
第85期

第２四半期会計期間

会計期間
自平成28年７月１日
至平成28年９月30日

自平成29年７月１日
至平成29年９月30日

１株当たり四半期純利益 （円） 9.20 24.98

　（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、連結会計年度に係る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．持分法を適用した場合の投資利益は、関連会社がないため記載しておりません。

４．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益は、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、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】

　文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

(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、企業業績の緩やかな回復、雇用・所得環境の改善が続き、景気は緩

やかな回復基調で推移しました。一方で、米国の政策運営に関する不確実性の影響や北朝鮮情勢の動向に伴う地政学

リスクの高まりにより、不安定な状況で推移しました。

　しかしながら、建設業界におきましては、政府建設投資は弱含みながら堅調に推移し、民間設備投資は企業収益が

改善する中で、緩やかな上昇傾向が持続しています。一方、当社の経営環境は、建設技能者不足が解消されていない

ことに加え、資材価格・労務費等の建設コストが上昇する懸念は依然として払拭されず、受注競争激化の気配も窺え

ることから、不安定な状況が続いております。

　このような状況下、当社では「安定した事業量の継続的確保」、「安定した利益を生み出す価格競争力」、「継続

的な人財育成・活性化」、これらの中長期的戦略を実行することで経営基盤を安定させ、持続的発展の礎を築くこと

を基本方針として、継続的に取り組んでまいりました。

　その結果、当第２四半期累計期間における工事受注高は12,755百万円（前年同四半期比27.0％増）となり、売上高

18,151百万円（前年同四半期比33.0％増）、営業利益1,645百万円（前年同四半期比193.0％増）、経常利益1,638百

万円（前年同四半期比208.2％増）、四半期純利益1,110百万円（前年同四半期比162.4％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。

（建設事業）　建設事業におきましては、受注高12,755百万円（前年同四半期比27.0％増）、売上高17,086百万円

（前年同四半期比34.1％増）、セグメント利益1,962百万円（前年同四半期比122.8％増）となりまし

た。

（不動産事業）不動産事業におきましては、売上高17百万円（前年同四半期比6.6％増）、セグメント損失３百万円

（前年同四半期は４百万円のセグメント損失）となりました。

（砕石事業）　砕石事業におきましては、売上高1,046百万円（前年同四半期比17.7％増）、セグメント利益113百万

円（前年同四半期比19.8％増）となりました。

 

　当第２四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末比1,619百万円増加の24,546百万円となりました。この主な要

因は、現金預金1,282百万円、受取手形・完成工事未収入金636百万円の増加等によるものであります。

当第２四半期会計期間末の負債合計は、前事業年度末比609百万円増加の15,540百万円となりました。この主な要

因は、支払手形・工事未払金等466百万円、未成工事受入金760百万円の増加と、短期借入金1,180百万円の減少等に

よるものであります。

　当第２四半期会計期間末の純資産合計は、前事業年度末比1,010百万円増加の9,006百万円となりました。この主な

要因は、四半期純利益1,110百万円の計上による増加と、配当金の支払いによる98百万円の減少等によるものであり

ます。この結果、自己資本比率は36.7％（前事業年度末は34.9％）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。）は、前事業年度末比1,282百万円増

加の7,069百万円となりました。

　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）

　営業活動による資金の増加は2,699百万円（前年同四半期は資金の増加1,416百万円）となりました。これは主に売

上債権の増加による資金の減少に対し、税引前四半期純利益の計上と未成工事受入金の増加による資金の増加が上

回ったこと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）

　投資活動による資金の減少は80百万円（前年同四半期は資金の減少23百万円）となりました。これは主に有形固定

資産の取得による支出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）

　財務活動による資金の減少は1,336百万円（前年同四半期は資金の減少218百万円）となりました。これは主に短期

借入金の純増減額の減少によるものであります。

 

(3）経営方針・経営戦略等

　当第２四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。

 

(4）事業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。

 

(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 120,000,000

計 120,000,000

 

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29年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成29年11月14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 32,800,000 32,800,000
㈱東京証券取引所

（市場第二部）

単元株式数

100株

計 32,800,000 32,800,000 － －

 

（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
（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29年７月１日～

　平成29年９月30日
－ 32,800,000 － 1,640 － －
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（６）【大株主の状況】
 

  平成29年９月30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（％）

旭化成ホームズ㈱ 東京都新宿区西新宿１丁目24番１号 9,911,000 30.22

㈱長谷工コーポレーション 東京都港区芝２丁目32番１号 2,624,000 8.00

森組取引先持株会 大阪市中央区道修町４丁目５番17号 1,757,200 5.36

㈱三井住友銀行 東京都千代田区丸の内１丁目１番２号 1,290,000 3.93

㈱りそな銀行 大阪市中央区備後町２丁目２番１号 1,190,000 3.63

㈱みなと銀行 神戸市中央区三宮町２丁目１番１号 750,000 2.29

㈱近畿大阪銀行 大阪市中央区備後町２丁目２番１号 678,000 2.07

㈲フォーレ 大阪市中央区平野町３丁目４番２号 646,000 1.97

BNP PARIBAS SECURITIES

SERVICES

LUXEMBOURG/JASDEC/ACCT BP2S

DUBLIN CLIENTS-AIFM

（常任代理人　香港上海銀行

東京支店）

33 RUE DE GASPERICH, L-5826 HOWALD-

HESPERANGE, LUXEMBOURG

 

（東京都中央区日本橋３丁目11番１号）

517,500 1.58

ＧＭＯクリック証券(株) 東京都渋谷区桜丘町20番１号 348,100 1.06

計 － 19,711,800 60.10

 

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成29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）
（自己保有株式）

普通株式　　　50,200
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式 32,748,600 327,486 －

単元未満株式 普通株式     1,200 － －

発行済株式総数 32,800,000 － －

総株主の議決権 － 327,486 －

（注）１．「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名義書換失念株式が1,000株

（議決権の数10個）含まれております。

　　　２．「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式66株が含まれております。
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②【自己株式等】

平成29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(％)

（自己保有株式）

　㈱森組

大阪市中央区道修町

４丁目５番17号
50,200 － 50,200 0.15

計 － 50,200 － 50,200 0.15

 

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）に準拠して作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）に準じて記載しております。

 

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29年７月１日から平成29

年９月30日まで）及び第２四半期累計期間（平成29年４月１日から平成29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 あずさ監査法人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29年３月31日)
当第２四半期会計期間
(平成29年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金預金 5,786 7,069

受取手形・完成工事未収入金 11,968 ※ 12,604

売掛金 334 381

未成工事支出金 21 6

たな卸不動産 385 377

商品及び製品 4 6

仕掛品 0 0

材料貯蔵品 114 28

繰延税金資産 110 121

その他 1,007 821

貸倒引当金 △145 △145

流動資産合計 19,588 21,274

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 1,066 1,075

機械、運搬具及び工具器具備品 1,775 1,788

土地 1,656 1,656

リース資産 172 164

減価償却累計額 △2,079 △2,101

有形固定資産合計 2,590 2,583

無形固定資産 99 66

投資その他の資産   

投資有価証券 432 429

長期貸付金 32 28

繰延税金資産 46 5

その他 151 172

貸倒引当金 △13 △14

投資その他の資産合計 648 622

固定資産合計 3,339 3,272

資産合計 22,927 24,546
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  （単位：百万円）

 
前事業年度

(平成29年３月31日)
当第２四半期会計期間
(平成29年９月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 10,770 11,237

短期借入金 2,280 1,100

未払法人税等 206 539

未成工事受入金 745 1,505

完成工事補償引当金 51 51

工事損失引当金 22 －

賞与引当金 121 144

その他 523 895

流動負債合計 14,721 15,473

固定負債   

退職給付引当金 170 32

その他 39 34

固定負債合計 209 66

負債合計 14,930 15,540

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,640 1,640

資本剰余金 202 202

利益剰余金 6,105 7,117

自己株式 △4 △4

株主資本合計 7,943 8,955

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 53 51

評価・換算差額等合計 53 51

純資産合計 7,996 9,006

負債純資産合計 22,927 24,546
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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28年４月１日
　至　平成28年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年９月30日)

売上高   

完成工事高 12,740 17,086

砕石事業売上高 889 1,046

不動産事業売上高 16 17

売上高合計 13,646 18,151

売上原価   

完成工事原価 11,626 14,897

砕石事業売上原価 771 906

不動産事業売上原価 15 19

売上原価合計 12,413 15,823

売上総利益   

完成工事総利益 1,114 2,189

砕石事業総利益 117 140

不動産事業総利益 1 △2

売上総利益合計 1,232 2,327

販売費及び一般管理費 ※ 671 ※ 682

営業利益 561 1,645

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 5 5

受取事務手数料 2 2

固定資産売却益 － 6

雑収入 2 3

営業外収益合計 11 18

営業外費用   

支払利息 35 19

支払手数料 5 5

雑支出 0 0

営業外費用合計 41 25

経常利益 531 1,638

税引前四半期純利益 531 1,638

法人税、住民税及び事業税 108 498

法人税等調整額 0 29

法人税等合計 108 528

四半期純利益 423 1,110
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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28年４月１日
　至　平成28年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29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 531 1,638

減価償却費 97 98

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 0

工事損失引当金の増減額（△は減少） 11 △22

退職給付引当金の増減額（△は減少） △138 △137

受取利息及び受取配当金 △6 △5

支払利息 35 19

売上債権の増減額（△は増加） 3,473 △684

破産更生債権等の増減額（△は増加） 0 0

たな卸不動産の増減額（△は増加） 3 8

未成工事支出金の増減額（△は増加） 19 14

未成工事受入金の増減額（△は減少） 604 760

仕入債務の増減額（△は減少） △2,149 515

未払又は未収消費税等の増減額 △639 79

その他 47 590

小計 1,891 2,876

利息及び配当金の受取額 6 6

利息の支払額 △41 △16

法人税等の支払額 △455 △167

法人税等の還付額 15 0

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,416 2,699

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 △35 △90

有形固定資産の売却による収入 － 6

長期貸付けによる支出 △2 △0

長期貸付金の回収による収入 3 4

その他 10 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △23 △80

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） △10 △1,159

長期借入金の返済による支出 △59 △30

リース債務の返済による支出 △52 △51

自己株式の取得による支出 △0 －

配当金の支払額 △97 △95

財務活動によるキャッシュ・フロー △218 △1,336

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,174 1,282

現金及び現金同等物の期首残高 5,689 5,786

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 6,864 ※ 7,069
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【注記事項】

（四半期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。

 

（四半期貸借対照表関係）

　　　※　四半期会計期間末日満期手形

　四半期会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、

当四半期会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期会計期間末日満期手形が四半期会計期間末

日残高に含まれております。

 
前事業年度

（平成29年３月31日）
当第２四半期会計期間
（平成29年９月30日）

受取手形 －百万円 1百万円

 

（四半期損益計算書関係）

※　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２四半期累計期間
（自 平成28年４月１日

　　至 平成28年９月30日）

　当第２四半期累計期間
（自 平成29年４月１日

　　至 平成29年９月30日）

従業員給料手当 233百万円 241百万円

退職給付費用 11 8

賞与引当金繰入額 32 32

 

（四半期キャッシュ・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貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおり

であります。

 
前第２四半期累計期間

（自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日）

当第２四半期累計期間
（自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日）

現金預金勘定 6,864百万円 7,069百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 － －

現金及び現金同等物 6,864 7,069
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28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28年６月24日

定時株主総会
普通株式 98 3 平成28年３月31日 平成28年６月27日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第２四半期累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29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29年６月23日

定時株主総会
普通株式 98 3 平成29年３月31日 平成29年６月26日 利益剰余金

 

 

（持分法損益等）

該当事項はありません。

 

（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28年４月１日　至　平成28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

 建設事業 不動産事業 砕石事業 計

売上高     

外部顧客への売上高 12,740 16 889 13,646

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － 3 3

計 12,740 16 893 13,649

セグメント利益又は損失（△） 881 △4 94 971

 

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 971

　全社費用（注） △410

　四半期損益計算書の営業利益 561

 
　　　　（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。
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Ⅱ　当第２四半期累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29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

 建設事業 不動産事業 砕石事業 計

売上高     

外部顧客への売上高 17,086 17 1,046 18,151

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － 2 2

計 17,086 17 1,049 18,154

セグメント利益又は損失（△） 1,962 △3 113 2,072

 

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 2,072

　全社費用（注） △427

　四半期損益計算書の営業利益 1,645

 
　　　　（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。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益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28年４月１日
至　平成28年９月30日）

当第２四半期累計期間
（自　平成29年４月１日
至　平成29年９月30日）

　１株当たり四半期純利益 12円92銭 33円90銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益（百万円） 423 1,110

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（百万円） 423 1,110

普通株式の期中平均株式数（千株） 32,750 32,749

　　（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、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29年11月14日

株式会社　森組

取締役会　御中

 

有限責任 あずさ監査法人

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 小林　礼治　　印

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 弓削　亜紀　　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」に掲げられている株式会社森組の

平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第85期事業年度の第２四半期会計期間（平成29年7月1日から平成29年9月30日

まで）及び第２四半期累計期間（平成29年4月1日から平成29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、株式会社森組の平成29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おりません。
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