
 

【表紙】  

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成28年11月14日

【四半期会計期間】 第119期第２四半期(自　平成28年７月１日　至　平成28年９月30日）

【会社名】 株式会社赤阪鐵工所

【英訳名】 Akasaka Diesels Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長   赤　阪 治　恒

【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目７番１号

(同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行って

おります。）

【電話番号】 該当事項はありません。

【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。

【最寄りの連絡場所】 静岡県焼津市柳新屋670番地の６

【電話番号】 054(685)6081

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員総務本部長   塚　本 義　之

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町２番１号）

株式会社赤阪鐵工所センタービル※

(静岡県焼津市柳新屋670番地の６）

(注)　※印は金融商品取引法の規定による縦覧に供する場所ではありませんが、投

資者の縦覧の便宜のために備えております。

 

 

EDINET提出書類

株式会社　赤阪鐵工所(E01475)

四半期報告書

 1/15



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118期

第２四半期累計期間
第119期

第２四半期累計期間
第118期

会計期間
自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日

自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日

自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日

売上高 (百万円) 4,564 5,009 8,273

経常利益 (百万円) 281 252 364

四半期（当期）純利益 (百万円) 209 177 302

持分法を適用した場合の投資利益 (百万円) ― ― ―

資本金 (百万円) 1,510 1,510 1,510

発行済株式総数 (千株) 15,400 15,400 15,400

純資産額 (百万円) 8,082 8,145 8,011

総資産額 (百万円) 12,395 12,146 11,950

１株当たり四半期（当期）純利益金
額

(円) 13.70 11.62 19.78

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) ― ― 2

自己資本比率 (％) 65.2 67.1 67.0

営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円) 116 301 609

投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円) 66 △133 43

財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円) △244 △241 △458

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 2,530 2,712 2,786
 

 

回次
第118期

第２四半期会計期間
第119期

第２四半期会計期間

会計期間
自 平成27年７月１日
至 平成27年９月30日

自 平成28年７月１日
至 平成28年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 8.20 6.04
 

(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、連結会計年度にかか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．当社は持分法の対象となる関連会社がありませんので、持分法を適用した場合の投資利益については記載し

ておりません。

３．売上高には消費税等は含まれておりません。

４．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在してい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、当第２四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、円高の進行や株式市場の低迷により、景気は伸び悩み個人消費も

低調に推移するなど、依然として先行き不透明な状況が続いております。　

　また、中国をはじめとするアジア新興国、資源国の景気の下振れや、英国のＥＵ離脱問題など海外経済の不確実

性も高まっております。

　造船業界は船価低迷や円高進行の影響により新造船の受注状況は厳しく低水準が続いております。また、海運業

界につきましても、傭船料の長期低迷から韓国最大手の韓進海運が経営破綻するといった厳しい状況にあります。

　このような状況下、当社といたしましては、主機関の売上が当初計画に比べ１台少なかったですが、修繕ドック

を中心に部分品及び修理工事等が当初計画よりも伸びたことにより、当第２四半期累計期間は、売上高5,009百万

円（前年同期比9.7％増）、経常利益252百万円（前年同期比10.2％減）、四半期純利益177百万円（前年同期比

15.2％減）となりました。　　　

　

(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は（以下「資金」という。）は、 前事業年度末と比べ、73

百万円減少し、当第２四半期累計期間末には27億12百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は、３億１百万円（前年同期比159.2％増）となりました。これは主に税引前四半

期純利益２億49百万円の計上、仕入債務の増加額３億91百万円とたな卸資産の減少額３億87百万円等の資金の増加

に対し、売上債権の増加額６億２百万円等の資金の減少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)

投資活動の結果使用した資金は、１億33百万円（前年同期は66百万円の獲得）となりました。これは主に定期預

金の払戻による収入２億17百万円等の資金の増加に対し、定期預金の預入による支出２億７百万円や有形固定資産

の取得による支出１億29百万円等の資金の減少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)

財務活動の結果使用した資金は、２億41百万円（前年同期比1.1％減）となりました。これは主に借入金の返済

及び社債の償還による支出２億11百万円や配当金の支払額30百万円等の資金の減少によるものであります。

　

(3) 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。

　

(4) 研究開発活動

当第２四半期累計期間の研究開発費の金額は71百万円であります。

 なお、当第２四半期累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

　

(5) 従業員数

当第２四半期累計期間において、従業員数の著しい増減はありません。

　

(6) 生産、受注及び販売の実績

当第２四半期累計期間において、生産、受注及び販売実績の著しい増減はありません。

　

(7) 主要な設備

当第２四半期累計期間において、主要な設備の著しい変動はありません。
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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 32,000,000

計 32,000,000
 

 

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９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成28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 15,400,000 15,400,000
東京証券取引所
市場第二部

単元株式数
1,000株

計 15,400,000 15,400,000 ― ―
 

 

(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
(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７月１日～
平成28年９月30日

― 15,400,000 ― 1,510,000 ― 926,345
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(6) 【大株主の状況】

平成28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(％)

アカサカ共栄会 静岡県焼津市柳新屋６７０－６ 1,977 12.84

CBLDN DNB S/A FEARNLEY SECURITIES
AS-CLIENTS
(常任代理人 シティバンク銀行株式
会社)

CITIGROUP CENTRE CANADA SQUARE
CANARY WHARF LONDON E14 5LB UK
(東京都新宿区新宿６－27－30)

985 6.39

赤阪　忍 静岡県焼津市 735 4.77

株式会社静岡銀行 静岡県静岡市葵区呉服町１－１０ 643 4.17

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町１－５－５ 643 4.17

東京アカサカ共栄会 静岡県焼津市柳新屋６７０－６ 505 3.27

赤阪　全七 静岡県静岡市駿河区 457 2.97

BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG
(FE-AC)
(常任代理人　株式会社三菱東京UFJ銀
行)

PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET
LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM
(東京都千代田区丸の内２－７－１)

437 2.83

三菱重工舶用機械エンジン株式会社 長崎県長崎市飽の浦町１－１ 412 2.67

久門　喜久男 静岡県焼津市 254 1.65

計 ― 7,052 45.79
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   平成28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 106,000

 

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

15,074,000　
15,074　 ―

単元未満株式
普通株式
 

 
220,000

 

― １単元(1,000株)未満の株式

発行済株式総数 15,400,000 ― ―

総株主の議決権 ― 15,074　 ―
 

 

② 【自己株式等】

  平成28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）
株式会社赤阪鐵工所

東京都千代田区
有楽町一丁目７番１号

106,000 ― 106,000 0.68

計 ― 106,000 ― 106,000 0.68
 

 

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28年７月１日から平成28年

９月30日まで)及び第２四半期累計期間(平成28年４月１日から平成28年９月30日まで)に係る四半期財務諸表につい

て、東陽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：千円)

          
前事業年度

(平成28年３月31日)
当第２四半期会計期間
(平成28年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 3,018,288 2,934,737

  受取手形及び売掛金 2,277,009 2,879,621

  仕掛品 2,064,616 1,735,683

  原材料及び貯蔵品 455,840 397,072

  その他 104,442 109,067

  貸倒引当金 - △289

  流動資産合計 7,920,197 8,055,893

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 1,493,179 1,477,866

   その他（純額） 1,387,166 1,420,163

   有形固定資産合計 2,880,346 2,898,030

  無形固定資産 31,395 37,525

  投資その他の資産   

   投資その他の資産 1,138,929 1,175,484

   貸倒引当金 △20,260 △20,421

   投資その他の資産合計 1,118,669 1,155,063

  固定資産合計 4,030,411 4,090,618

 資産合計 11,950,609 12,146,511
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           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成28年３月31日)
当第２四半期会計期間
(平成28年９月30日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 1,581,452 1,972,507

  短期借入金 514,884 482,084

  未払法人税等 82,991 82,050

  引当金 166,906 169,943

  その他 727,946 745,038

  流動負債合計 3,074,181 3,451,624

 固定負債   

  社債 132,000 -

  長期借入金 321,658 179,106

  退職給付引当金 53,056 49,515

  役員退職慰労引当金 181,778 156,453

  その他 176,270 164,028

  固定負債合計 864,762 549,102

 負債合計 3,938,944 4,000,727

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,510,000 1,510,000

  資本剰余金 926,345 926,345

  利益剰余金 5,453,961 5,601,107

  自己株式 △32,014 △32,213

  株主資本合計 7,858,292 8,005,240

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 150,933 140,543

  繰延ヘッジ損益 2,438 -

  評価・換算差額等合計 153,371 140,543

 純資産合計 8,011,664 8,145,784

負債純資産合計 11,950,609 12,146,511
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(2) 【四半期損益計算書】

【第２四半期累計期間】

           (単位：千円)

          前第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)

当第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)

売上高 4,564,997 5,009,978

売上原価 3,559,447 4,003,004

売上総利益 1,005,549 1,006,974

販売費及び一般管理費 ※  738,234 ※  777,032

営業利益 267,315 229,942

営業外収益   

 受取利息 1,288 448

 受取配当金 11,388 12,558

 スクラップ売却益 9,234 7,778

 その他 9,105 16,026

 営業外収益合計 31,017 36,811

営業外費用   

 支払利息 13,868 8,613

 その他 3,326 5,792

 営業外費用合計 17,194 14,405

経常利益 281,137 252,347

特別利益   

 受取保険金 60,114 -

 特別利益合計 60,114 -

特別損失   

 投資有価証券評価損 - 2,823

 債権放棄損 22,287 -

 特別損失合計 22,287 2,823

税引前四半期純利益 318,964 249,524

法人税等 109,354 71,788

四半期純利益 209,610 177,736
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(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：千円)

          前第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)

当第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)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税引前四半期純利益 318,964 249,524

 減価償却費 161,621 153,642

 投資有価証券評価損益（△は益） - 2,823

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △22,097 451

 賞与引当金の増減額（△は減少） 1,200 △6,600

 製品保証引当金の増減額（△は減少） △544 9,637

 退職給付引当金の増減額（△は減少） △48,689 △3,541

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,175 △25,325

 受取保険金 △60,114 -

 債権放棄損 22,287 -

 受取利息及び受取配当金 △12,677 △13,006

 支払利息及び手形売却損 15,305 8,613

 固定資産除売却損益（△は益） 76 -

 売上債権の増減額（△は増加） 423,715 △602,612

 たな卸資産の増減額（△は増加） 103,429 387,700

 その他の資産の増減額（△は増加） 4,629 △50,874

 仕入債務の増減額（△は減少） △1,090,627 391,055

 未払又は未収消費税等の増減額 124,371 △144,571

 その他の負債の増減額（△は減少） △62,271 12,095

 割引手形の増減額（△は減少） 181,572 -

 小計 63,325 369,012

 利息及び配当金の受取額 12,677 13,006

 利息の支払額 △15,295 △8,268

 保険金の受取額 60,114 -

 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △4,336 △71,767

 営業活動によるキャッシュ・フロー 116,485 301,982

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 △211,000 △207,000

 定期預金の払戻による収入 317,000 217,000

 有形固定資産の取得による支出 △37,150 △129,322

 有形固定資産の売却による収入 18 -

 無形固定資産の取得による支出 - △10,897

 投資有価証券の取得による支出 △1,808 △1,770

 貸付けによる支出 △1,900 -

 貸付金の回収による収入 2,745 3,176

 投資その他の資産の増減額（△は増加） △1,221 △4,816

 投資活動によるキャッシュ・フロー 66,684 △133,630

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 長期借入金の返済による支出 △177,752 △175,352

 社債の償還による支出 △36,000 △36,000

 自己株式の純増減額（△は増加） △141 △198

 配当金の支払額 △30,689 △30,353

 財務活動によるキャッシュ・フロー △244,582 △241,904

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △61,412 △73,551

現金及び現金同等物の期首残高 2,591,987 2,786,288

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  2,530,575 ※  2,712,737
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【注記事項】

(会計方針の変更等)

当第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)

　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）を第１四半期会計期間より適用し、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２四半期累計期間において、四半期財務諸表への影響額は軽微であります。
 

 

(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)

 
当第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)

税金費用の計算 税金費用については、事業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、見積実効税率を用いて税金を計算すると著しく合理性を欠く場合は、法定実効税率を使用

しております。
 

 

　　(追加情報)

当第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)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）を第１四

半期会計期間から適用しております。
 

 

(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27年４月１日
至 平成27年９月30日)

当第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)

給料手当 175,797千円 176,565千円

賞与引当金繰入額 31,683 〃 37,102 〃

退職給付費用 11,808 〃 9,306 〃

役員退職慰労引当金繰入額 6,675 〃 7,325 〃
 

 

(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

 

 
前第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)

当第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)

現金及び預金勘定 2,756,575千円 2,934,737千円

預入期間が３ヶ月を超える
定期預金

△226,000 〃 △222,000　〃

現金及び現金同等物 2,530,575千円 2,712,737千円
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(株主資本等関係)

前第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

(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６月26日
定時株主総会

普通株式 30,594 2 平成27年３月31日 平成27年６月29日 利益剰余金
 

 

当第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

(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６月29日
定時株主総会

普通株式 30,589 2 平成28年３月31日 平成28年６月30日 利益剰余金
 

 

(持分法損益等)

関連会社に関する事項

当社が有しているすべての関連会社は、損益及び利益剰余金その他の項目からみて重要性の乏しい関連会社であ

るため、記載を省略しております。

 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社の事業は舶用内燃機関及び部分品の設計・製造・修理・販売及びその関連事業を主体とした単一セグメント

であるため、記載を省略しております。

 

(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27年４月１日
至 平成27年９月30日)

当第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株当たり四半期純利益金額(円) 13円70銭 11円62銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額(千円) 209,610 177,736

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) 209,610 177,736

普通株式の期中平均株式数(千株) 15,296 15,294
 

(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。

 

２ 【その他】

該当事項はありません。

EDINET提出書類

株式会社　赤阪鐵工所(E01475)

四半期報告書

13/15



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11月９日

株式会社赤阪鐵工所

取締役会  御中

東陽監査法人
 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士   山   内 　佳   紀   印

 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士   高   津　 清   英   印

 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士   玉   田　 貴   彦   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赤阪鐵

工所の平成28年４月１日から平成29年３月31日までの第119期事業年度の第２四半期会計期間(平成28年７月１日から平

成28年９月30日まで)及び第２四半期累計期間(平成28年４月１日から平成28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、株式会社赤阪鐵工所の平成28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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