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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33期

第３四半期
連結累計期間

第34期
第３四半期
連結累計期間

第33期

会計期間
自平成27年４月１日
至平成27年12月31日

自平成28年４月１日
至平成28年12月31日

自平成27年４月１日
至平成28年３月31日

売上高 （千円） 6,235,201 6,652,153 8,429,705

経常利益 （千円） 414,824 654,601 568,747

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益
（千円） 306,946 551,885 414,011

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 92,071 211,876 137,283

純資産額 （千円） 7,502,220 7,747,833 7,547,431

総資産額 （千円） 12,163,649 12,296,567 11,768,898

１株当たり四半期（当期）純利

益金額
（円） 60.02 107.93 80.96

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 （％） 60.1 60.9 62.4

 

回次  
第33期

第３四半期
連結会計期間

第34期
第３四半期
連結会計期間

会計期間  
自平成27年10月１日
至平成27年12月31日

自平成28年10月１日
至平成28年12月31日

１株当たり四半期純利益金額  （円） 25.28 61.58

　（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．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。

 

２【事業の内容】

　当第３四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。

　なお、第１四半期連結会計期間より、PT. KANEMITSU SGS INDONESIAは重要性が増したため、連結の範囲に含めて

おります。これに伴い、報告セグメントを「タイ」から「東南アジア」に名称を変更しております。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四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３四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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善がみられるものの、景気の先行きに

ついては、中国経済の減速、英国のＥＵ離脱問題、米国の大統領選挙結果に伴い為替・株価が大きく変動する

等、不透明な状況が続いています。

　自動車業界におきましては、軽自動車は需要が低迷しているものの、国内の自動車販売台数は前年同期比0.9％

の増加に転じ、特に当第３四半期会計期間では同比4.9％の増加となりました。

　このような経済状況のもとで、当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）の売上高は6,652百万円

（対前年同四半期416百万円増加［6.7％］）となりました。利益面では、営業利益677百万円（対前年同四半期

194百万円増加［40.4％］）、経常利益654百万円（対前年同四半期239百万円増加［57.8％］）、親会社株主に帰

属する四半期純利益551百万円（対前年同四半期244百万円増加［79.8％］）となりました。

　セグメント別では、日本は売上高4,427百万円（対前年同四半期481百万円増加［12.2％］）、営業利益308百万

円（対前年同四半期232百万円増加［305.6％］）となりました。東南アジアは売上高1,584百万円（対前年同四半

期184百万円減少［△10.4％］）、営業利益89百万円（対前年同四半期91百万円減少［△50.6％］）となり、中国

は売上高913百万円（対前年同四半期７百万円減少［△0.8％］）、営業利益209百万円（対前年同四半期42百万円

増加［25.4％］）となりました。

 

　当第３四半期連結会計期間末における総資産は12,296百万円となり、前連結会計年度末に比べ527百万円の増加

となりました。流動資産は610百万円増加しましたが、主として現金及び預金の増加579百万円、受取手形及び売

掛金の増加67百万円、電子記録債権の増加189百万円、仕掛品の減少45百万円、繰延税金資産の減少22百万円、そ

の他の減少127百万円等によるものであります。固定資産は82百万円減少しましたが、主として建物及び構築物の

減少29百万円、工具、器具及び備品の減少30百万円、土地の減少108百万円、建設仮勘定の増加62百万円、投資有

価証券の増加104百万円、関係会社株式の減少69百万円等によるものであります。

　負債は4,548百万円となり、前連結会計年度末に比べ327百万円の増加となりました。流動負債は445百万円増加

しましたが、主として支払手形及び買掛金の増加103百万円、短期借入金の減少81百万円、未払法人税等の増加

101百万円、1年内返済予定の長期借入金の減少64百万円、その他の増加411百万円等によるものであります。固定

負債は118百万円減少しましたが、主として長期借入金の減少160百万円、繰延税金負債の増加38百万円、その他

の増加17百万円等によるものであります。

　純資産は7,747百万円となり、前連結会計年度末に比べ200百万円の増加となりましたが、主として利益剰余金

の増加422百万円、その他有価証券評価差額金の増加64百万円、為替換算調整勘定の減少347百万円、非支配株主

持分の増加59百万円等によるものであります。

　この結果、自己資本比率は60.9％となりました。
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(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四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３四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、120百万円であります。

　なお、当第３四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) 主要な設備

　当第３四半期連結累計期間において、前連結会計年度末において計画中であった重要な設備の新設等について

変更のあったものは次の通りであります。

 (新設)

　提出会社において、前連結会計年度末に計画しておりました、提出会社加西第３工場の新設につきましては、

平成28年７月に完了しております。なお、投資総額は、146百万円であります。

　また、提出会社長崎工場のプレスラインの新設につきましては、平成28年12月に完了しております。なお、投

資総額は、220百万円であります。
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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３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成28年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成29年２月９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 5,119,477 5,119,477
東京証券取引所

市場第二部

単元株式数は100株

であります。

計 5,119,477 5,119,477 － －

　（注）普通株式は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ます。

 

（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

（千株）

発行済株式総
数残高

（千株）

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10月１日～

平成28年12月31日
－ 5,119 － 551,099 － 445,219

 

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四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３四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28年９月30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28年12月31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

6,200

 

　　　　　　　　－

 

　単元株式数100株

　完全議決権株式（その他）
 普通株式

5,111,600

 

51,116
　同上

　単元未満株式
 普通株式

1,677

 

－
　１単元（100株）未満の株式

　発行済株式総数 5,119,477 － －

　総株主の議決権 － 51,116 －

　（注）「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式２株が含まれております。

 

②【自己株式等】

平成28年12月31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）

株式会社カネミツ

兵庫県明石市

大蔵本町20-26
6,200 － 6,200 0.12

　　　　計 　　　　－ 6,200 － 6,200 0.12

 

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３四半期連結会計期間（平成28年10月１日か

ら　平成28年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28年12月31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28年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成28年12月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,206,848 1,786,005

受取手形及び売掛金 1,878,010 1,945,699

電子記録債権 382,522 571,605

商品及び製品 102,533 85,205

仕掛品 444,122 398,924

原材料及び貯蔵品 94,139 81,056

繰延税金資産 60,179 37,394

その他 198,496 71,123

流動資産合計 4,366,854 4,977,014

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,044,360 3,057,458

減価償却累計額 △1,430,372 △1,472,912

建物及び構築物（純額） 1,613,987 1,584,546

機械装置及び運搬具 7,113,465 7,257,435

減価償却累計額 △4,938,083 △5,090,888

機械装置及び運搬具（純額） 2,175,381 2,166,547

工具、器具及び備品 958,591 925,727

減価償却累計額 △723,141 △720,828

工具、器具及び備品（純額） 235,449 204,898

土地 2,225,351 2,116,693

建設仮勘定 274,658 337,192

有形固定資産合計 6,524,829 6,409,878

無形固定資産 100,234 91,515

投資その他の資産   

投資有価証券 516,915 621,227

関係会社株式 127,550 58,067

その他 132,513 138,863

投資その他の資産合計 776,980 818,159

固定資産合計 7,402,044 7,319,552

資産合計 11,768,898 12,296,567
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成28年12月31日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 828,025 931,500

短期借入金 941,798 860,495

1年内返済予定の長期借入金 275,436 210,810

未払法人税等 21,757 122,978

賞与引当金 146,424 125,938

役員賞与引当金 15,600 11,700

その他 822,327 1,233,709

流動負債合計 3,051,369 3,497,132

固定負債   

長期借入金 522,318 362,146

長期未払金 46,380 46,380

繰延税金負債 161,584 200,246

退職給付に係る負債 257,732 243,232

その他 182,081 199,594

固定負債合計 1,170,098 1,051,600

負債合計 4,221,467 4,548,733

純資産の部   

株主資本   

資本金 551,099 551,099

資本剰余金 445,219 445,219

利益剰余金 5,946,945 6,369,930

自己株式 △6,626 △6,626

株主資本合計 6,936,637 7,359,623

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 176,604 241,561

為替換算調整勘定 233,312 △113,804

その他の包括利益累計額合計 409,916 127,757

非支配株主持分 200,877 260,453

純資産合計 7,547,431 7,747,833

負債純資産合計 11,768,898 12,296,567
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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３四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年12月31日)

売上高 6,235,201 6,652,153

売上原価 4,711,300 4,860,236

売上総利益 1,523,901 1,791,916

販売費及び一般管理費 1,041,277 1,114,471

営業利益 482,623 677,445

営業外収益   

受取利息 2,040 1,146

受取配当金 10,718 9,189

為替差益 － 2,151

その他 8,104 7,111

営業外収益合計 20,863 19,598

営業外費用   

支払利息 40,448 25,505

持分法による投資損失 25,677 16,937

為替差損 22,536 －

その他 0 0

営業外費用合計 88,663 42,443

経常利益 414,824 654,601

特別利益   

固定資産売却益 259 2,875

補助金収入 － 171,427

保険解約返戻金 9,397 －

特別利益合計 9,656 174,302

特別損失   

固定資産売却損 9,564 －

固定資産除却損 3,643 76

固定資産圧縮損 － 97,401

特別損失合計 13,208 97,477

税金等調整前四半期純利益 411,272 731,426

法人税、住民税及び事業税 60,030 168,668

法人税等調整額 27,941 30,124

法人税等合計 87,971 198,792

四半期純利益 323,300 532,633

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主

に帰属する四半期純損失（△）
16,354 △19,251

親会社株主に帰属する四半期純利益 306,946 551,885
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年12月31日)

四半期純利益 323,300 532,633

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △17,760 64,957

為替換算調整勘定 △213,189 △382,192

持分法適用会社に対する持分相当額 △279 △3,521

その他の包括利益合計 △231,229 △320,756

四半期包括利益 92,071 211,876

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 95,986 269,725

非支配株主に係る四半期包括利益 △3,915 △57,849
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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）

　第１四半期連結会計期間より、PT. KANEMITSU SGS INDONESIAは重要性が増したため、連結の範囲に含めてお

ります。

 

（会計方針の変更）

（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）

　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１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物

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、この変更による損益に与える影響は軽微であります。

 

（追加情報）

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

　「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

四半期連結会計期間から適用しております。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四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３

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３四半期連結累計期間
（自　平成27年４月１日
至　平成27年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年12月31日）

減価償却費 443,942千円 495,617千円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自平成27年４月１日　至平成27年12月31日）

１．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27年６月25日

定時株主総会
普通株式 46,019千円 9.00円  平成27年３月31日  平成27年６月26日  利益剰余金

平成27年11月10日

取締役会
普通株式 46,019千円 9.00円  平成27年９月30日  平成27年12月４日  利益剰余金

 

２．基準日が当第３四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３四半期連結会計期間末後と

　なるもの

　該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自平成28年４月１日　至平成28年12月31日）

１．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28年６月23日

定時株主総会
普通株式 48,576千円 9.50円  平成28年３月31日  平成28年６月24日  利益剰余金

平成28年11月10日

取締役会
普通株式 48,576千円 9.50円  平成28年９月30日  平成28年12月５日  利益剰余金

 

２．基準日が当第３四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３四半期連結会計期間末後と

　なるもの

　該当事項はありません。

EDINET提出書類

株式会社カネミツ(E02248)

四半期報告書

12/16



（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自平成27年４月１日　至平成27年12月31日）

報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

     （単位：千円）

 報告セグメント
調整額

（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

 日本 東南アジア 中国 計

売上高       

外部顧客への売上高 3,695,248 1,619,658 920,293 6,235,201 － 6,235,201

セグメント間の内部売

上高又は振替高
250,339 149,559 798 400,698 △400,698 －

計 3,945,588 1,769,218 921,092 6,635,899 △400,698 6,235,201

セグメント利益 75,965 180,432 167,022 423,420 59,202 482,623

　（注）１．セグメント利益の調整額59,202千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△28,984

千円及び報告セグメント間の取引の相殺消去等88,186千円が含まれております。

　　　　　　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。

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。

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自平成28年４月１日　至平成28年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

     （単位：千円）

 報告セグメント
調整額

（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

 日本 東南アジア 中国 計

売上高       

外部顧客への売上高 4,264,890 1,473,887 913,375 6,652,153 － 6,652,153

セグメント間の内部売

上高又は振替高
162,559 110,488 230 273,278 △273,278 －

計 4,427,450 1,584,376 913,605 6,925,432 △273,278 6,652,153

セグメント利益 308,088 89,183 209,424 606,696 70,748 677,445

　（注）１．セグメント利益の調整額70,748千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△26,156

千円及び報告セグメント間の取引の相殺消去等96,905千円が含まれております。

　　　　　　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。

　　　　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．報告セグメントの変更等に関する事項

　（セグメント名称の変更）

　（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）に記載の通り、第１四半期連結会計期間より、PT. KANEMITSU

SGS INDONESIAを連結の範囲に含め、その数値を従来の区分である「タイ」に含めることとしたため、報告セグ

メントを「タイ」から「東南アジア」に名称を変更しております。なお、報告セグメントの名称変更によりセ

グメント情報に与える影響はありません。

　前第３四半期連結累計期間のセグメント情報についても、変更後の報告セグメントの名称で表示しておりま

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は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　平成27年４月１日

至　平成27年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 60円02銭 107円93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） 306,946 551,885

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）
306,946 551,885

普通株式の期中平均株式数（千株） 5,113 5,113

　（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】

　平成28年11月10日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

 （イ）配当金の総額…………………………………………48,576千円

 （ロ）１株当たりの金額……………………………………９円50銭

 （ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日……………平成28年12月５日

 （注）平成28年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行いました。
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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２月７日

株式会社カネミツ

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 木村　文彦　　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 樋野　智也　　　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カネミ

ツの平成28年４月１日から平成29年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成28年10月１日から平

成28年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28年12月31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、株式会社カネミツ及び連結子会社の平成28年12月31日現在の財政

状態及び同日をもって終了する第３四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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