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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90期

第２四半期連結
累計期間

第91期
第２四半期連結

累計期間
第90期

会計期間
自　平成28年１月１日
至　平成28年６月30日

自　平成29年１月１日
至　平成29年６月30日

自　平成28年１月１日
至　平成28年12月31日

売上高 （百万円） 11,516 12,568 23,318

経常利益又は経常損失（△） （百万円） △112 636 580

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益又は親会社株主

に帰属する四半期純損失（△）

（百万円） △150 379 243

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） △129 417 317

純資産額 （百万円） 10,078 10,745 10,436

総資産額 （百万円） 29,080 29,095 29,083

１株当たり四半期（当期）純利

益金額又は１株当たり四半期純

損失金額（△）

（円） △8.41 21.18 13.57

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 （％） 34.7 36.9 35.9

営業活動によるキャッシュ・フ

ロー
（百万円） 2,577 1,655 3,402

投資活動によるキャッシュ・フ

ロー
（百万円） △277 △574 △947

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー
（百万円） △1,622 △342 △2,543

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（百万円） 2,136 2,134 1,383

 

回次
第90期

第２四半期連結
会計期間

第91期
第２四半期連結

会計期間

会計期間
自　平成28年４月１日
至　平成28年６月30日

自　平成29年４月１日
至　平成29年６月30日

１株当たり四半期純利益金額又

は１株当たり四半期純損失金額

（△）

（円） △4.98 2.91

（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、第90期第２四半期連結累計期間は１株当

たり四半期純損失であり、また潜在株式が存在しないため記載しておりません。第90期及び第91期第２四半

期連結累計期間は潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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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２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した企業の概況、経理の状況等に関する事項のう

ち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項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）業績の状況

当第２四半期連結累計期間(平成29年１月１日～平成29年６月30日)のわが国経済は、中国をはじめとする新興

国の景気の減速や英国のＥＵ離脱問題、米国は新政権の政策をめぐる不透明感はあるものの個人消費を中心に総

じて堅調に推移しました。国内においては企業収益や雇用環境の改善により緩やかな回復基調で推移し日経平均

株価も漸く２万円台をつけるに至りました。

当社業績に大きく影響する原油相場は昨年末のOPEC加盟国による減産合意もあり米国WTI原油は年初50ドル／

バレル台前半で推移しましたが米国シェールオイルの増産等もあって40ドル／バレル前半まで下落する場面もあ

りました。当社重油販売価格に影響のある東南アジア産原油も同様に50ドル／バレル台前半から40ドル／バレル

前半で推移しました。また、円・ドル相場は昨年末円安に進み117円台をつけましたが年初から一転し徐々に円

高が進行し110円／ドル台前半で推移しました。

このような状況の中、ワックス販売は国内販売では堅調に推移し、販売数量では前年同期に比較し471トン増

の18,076トン、販売高で19百万円増の5,788百万円の実績、輸出販売では中国大手ワックスメーカーの定期修理

による引き合いや米国向け液状輸出の増販で販売数量では前年同期に比較して3,993トン増の22,003トン、販売

高で727百万円増の3,764百万円の実績、重油販売は火力発電用需要が漸減する中、ワックス留分の多い原料によ

る重油生産量削減を図り、販売数量で20,721キロリットル減の69,565キロリットル、販売高では原油価格が前年

同期に比較して20ドル／バレル以上上昇し販売単価を押し上げたため313百万円増の2,939百万円の実績となり、

売上高はその他商品を含めて1,051百万円増の12,568百万円となりました。

これにより当第２四半期連結累計期間は前年同期に比較して、営業利益では653百万円増の754百万円、経常利

益は748百万円増の636百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は529百万円増の379百万円となりました。

 

(2）財政状態の分析

当第２四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比較して11百万円増加の29,095百万円

となりました。これは主として現金及び預金の増加額750百万円、有形固定資産の増加額253百万円たな卸資産の

減少額754百万円等によるものです。

これに対して負債合計は、前連結会計年度末に比較して297百万円減少の18,349百万円となりました。これは

主として短期借入金の増加額640百万円、支払手形及び買掛金の減少額524百万円、長期借入金の減少額1,022百

万円等によるものです。

また純資産合計は、前連結会計年度末に比較して308百万円増加の10,745百万円となりました。これは主とし

て利益剰余金の増加額289百万円等によるものです。

 

(3）キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比

較して750百万円増加し2,134百万円となりました。

当第２四半期連結累計期間における区分ごとのキャッシュ・フローの状況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）

営業活動の結果得られた資金は、1,655百万円（前年同期比921百万円収入減）となりました。これは主として

税金等調整前四半期純利益615百万円、減価償却費419百万円、たな卸資産の減少額780百万円、売上債権の減少

額198百万円、仕入債務の減少額557百万円、未払金の増加額297百万円等によるものです。

（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、574百万円（前年同期比296百万円の支出増）となりました。これは有形及び

無形固定資産の取得による支出572百万円等によるものです。
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（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、342百万円（前年同期比1,280百万円の支出減）となりました。これは主とし

て短期借入金の純増額774百万円、長期借入金の返済による支出1,213百万円、配当金の支払額89百万円等による

ものです。

 

(4）研究開発活動

当第２四半期連結累計期間における研究開発費の総額は72百万円であります。
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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 89,600,000

計 89,600,000

 

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６月30日）

提出日現在
発行数（株）

（平成29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 22,400,000 22,400,000
東京証券取引所

（市場第二部）

単元株式数

1,000株

計 22,400,000 22,400,000 － －

 

（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
（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４月１日～

平成29年６月30日
－ 22,400,000 － 1,120 － 14
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（６）【大株主の状況】

  平成29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(％)

伊藤忠商事株式会社 東京都港区北青山２－５－１ 1,927 8.60

三菱商事株式会社 東京都千代田区丸の内２－３－１ 1,120 5.00

神田成二 埼玉県さいたま市南区 670 2.99

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

（常任代理人　日本マスタートラス

ト信託銀行株式会社）

東京都千代田区丸の内１－４－５

（東京都港区浜松町２－11－３）
550 2.46

株式会社西京銀行 山口県周南市平和通１－10－２ 513 2.29

山九株式会社 東京都中央区勝どき６－５－23 450 2.01

安藤パラケミー株式会社 東京都中央区日本橋浜町３－２－２ 447 2.00

中京油脂株式会社 愛知県あま市小橋方大屋敷５ 300 1.34

徳機株式会社 山口県周南市港町11－１ 300 1.34

株式会社広島銀行

（常任代理人　資産管理サービス信

託銀行株式会社）

広島県広島市中区紙屋町１－３－８

（東京都中央区晴海１－８－12　晴海ア

イランドトリトンスクエアオフィスタ

ワーＺ棟）

290 1.29

計 － 6,567 29.32

（注）　当社は、自己株式4,547,351株（20.30％）を保有しておりますが、上記大株主からは除いております。

 

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成29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）
（自己保有株式）

普通株式　 4,547,000
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式　17,827,000 17,827 －

単元未満株式 普通株式　　　26,000 － －

発行済株式総数 22,400,000 － －

総株主の議決権 － 17,827 －

（注）１　「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が40,000株（議決権40個）含まれて

おります。

２　単元未満株式には当社所有の自己株式351株が含まれております。
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②【自己株式等】

平成29年６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）

日本精蠟株式会社

東京都中央区京橋

２－５－18
4,547,000 ― 4,547,000 20.30

計 － 4,547,000 ― 4,547,000 20.30

 

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29年４月１日から平

成29年６月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成29年１月１日から平成29年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、新日本有限責任監査法人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：百万円）

 
前連結会計年度

(平成28年12月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成29年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,383 2,134

受取手形及び売掛金 2,981 2,785

商品及び製品 4,565 4,555

原材料及び貯蔵品 4,306 3,561

その他 426 354

貸倒引当金 △3 △3

流動資産合計 13,660 13,388

固定資産   

有形固定資産   

土地 9,525 9,532

その他（純額） 5,324 5,569

有形固定資産合計 14,849 15,102

無形固定資産 87 85

投資その他の資産 485 518

固定資産合計 15,423 15,706

資産合計 29,083 29,095

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,379 855

短期借入金 7,314 7,955

未払法人税等 162 216

賞与引当金 46 45

修繕引当金 84 12

その他 1,604 2,206

流動負債合計 10,592 11,291

固定負債   

長期借入金 4,476 3,454

再評価に係る繰延税金負債 2,629 2,629

退職給付に係る負債 165 154

その他 781 820

固定負債合計 8,053 7,058

負債合計 18,646 18,349

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,120 1,120

資本剰余金 25 25

利益剰余金 4,437 4,727

自己株式 △1,138 △1,157

株主資本合計 4,444 4,714

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 96 116

土地再評価差額金 5,991 5,991

為替換算調整勘定 △94 △76

その他の包括利益累計額合計 5,992 6,031

純資産合計 10,436 10,745

負債純資産合計 29,083 29,095
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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：百万円）

 
 前第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)

 当第２四半期連結累計期間
(自　平成29年１月１日
　至　平成29年６月30日)

売上高 11,516 12,568

売上原価 10,243 10,573

売上総利益 1,273 1,995

販売費及び一般管理費 ※１ 1,173 ※１ 1,240

営業利益 100 754

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 6 7

受取賃貸料 13 7

その他 21 19

営業外収益合計 42 34

営業外費用   

支払利息 127 103

為替差損 107 31

その他 20 17

営業外費用合計 255 152

経常利益又は経常損失（△） △112 636

特別損失   

固定資産除却損 2 20

特別損失合計 2 20

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期

純損失（△）
△114 615

法人税等 35 236

四半期純利益又は四半期純損失（△） △150 379

非支配株主に帰属する四半期純利益 － －

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主

に帰属する四半期純損失（△）
△150 379
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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：百万円）

 
 前第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)

 当第２四半期連結累計期間
(自　平成29年１月１日
　至　平成29年６月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △150 379

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △71 20

土地再評価差額金 138 －

為替換算調整勘定 △45 17

その他の包括利益合計 21 38

四半期包括利益 △129 417

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △129 417

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：百万円）

 
 前第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)

 当第２四半期連結累計期間
(自　平成29年１月１日
　至　平成29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又は税金等調整前四半

期純損失（△）
△114 615

減価償却費 440 419

賞与引当金の増減額（△は減少） △0 △0

修繕引当金の増減額（△は減少） △75 △72

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 21 △11

受取利息及び受取配当金 △7 △7

支払利息 127 103

為替差損益（△は益） 38 5

固定資産除却損 2 20

売上債権の増減額（△は増加） 217 198

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,620 780

仕入債務の増減額（△は減少） △441 △557

未払金の増減額（△は減少） 58 297

未払消費税等の増減額（△は減少） 447 △42

その他 354 127

小計 2,690 1,875

利息及び配当金の受取額 7 7

利息の支払額 △123 △113

法人税等の支払額 2 △114

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,577 1,655

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形及び無形固定資産の取得による支出 △277 △572

投資有価証券の取得による支出 △0 △0

その他 0 △1

投資活動によるキャッシュ・フロー △277 △574

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） △1,146 774

長期借入金の返済による支出 △1,114 △1,213

配当金の支払額 △90 △89

セール・アンド・リースバックによる収入 619 －

その他 107 186

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,622 △342

現金及び現金同等物に係る換算差額 △74 12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 602 750

現金及び現金同等物の期首残高 1,447 1,383

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 86 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１ 2,136 ※１ 2,134
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【注記事項】

（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。

 

（四半期連結貸借対照表関係）

１　偶発債務

(1）共有船舶相互連帯債務

 
前連結会計年度

（平成28年12月31日）
当第２四半期連結会計期間
（平成29年６月30日）

豊晃海運(有) 307百万円 280百万円

 

 

（四半期連結損益計算書関係）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりです。

 
　前第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）

　当第２四半期連結累計期間
（自　平成29年１月１日

　　至　平成29年６月30日）

販売運賃諸掛 468百万円 551百万円

賞与引当金繰入額 17　〃 17　〃

退職給付費用 16　〃 16　〃

 

 

（四半期連結キャッシュ・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

のとおりです。

 
前第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）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成29年１月１日
至　平成29年６月30日）

現金及び預金 2,136百万円 2,134百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金
△0百万円 －百万円

現金及び現金同等物 2,136百万円 2,134百万円

 

EDINET提出書類

日本精蝋株式会社(E01005)

四半期報告書

14/18



（株主資本等関係）

Ⅰ　前第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
（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３月30日

定時株主総会
普通株式 89 5.00 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

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７月29日

取締役会
普通株式 89 5.00 平成28年６月30日 平成28年９月５日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成29年１月１日　至　平成29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
（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３月30日

定時株主総会
普通株式 89 5.00 平成28年12月31日 平成29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

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７月31日

取締役会
普通株式 89 5.00 平成29年６月30日 平成29年９月４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２四半期連結累計期間（自　平成28年１月１日　至　平成28年６月30日）

　当社グループは、石油精製及び石油製品の製造販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しており

ます。

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成29年１月１日　至　平成29年６月30日）

　当社グループは、石油精製及び石油製品の製造販売事業の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又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第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）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成29年１月１日
至　平成29年６月30日）

(1）１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期

純損失金額（△）
△8円41銭 21円18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又は親会社

株主に帰属する四半期純損失金額（△）

（百万円）

△150 379

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益

金額又は親会社株主に帰属する四半期純損失金額

（△）（百万円）

△150 379

普通株式の期中平均株式数（株） 17,917,036 17,897,078

（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】

　第91期（平成29年１月１日から平成29年12月31日まで）中間配当について、平成29年７月31日開催の取締役会にお

いて、平成29年６月30日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。

①　配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　　　 89百万円

②　１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　　　　5円00銭

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日　 平成29年９月４日
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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８月10日

日本精蠟株式会社

取締役会　御中

 

新日本有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 北川　卓哉　 　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 髙橋　 聡　 　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精蠟株式会

社の平成29年１月１日から平成29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29年４月１日から平成

29年６月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成29年１月１日から平成29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、日本精蠟株式会社及び連結子会社の平成29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。
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