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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】

連結経営指標等

　

回次
第72期

第１四半期連結
累計期間

第73期
第１四半期連結
累計期間

第72期 　

会計期間

自　平成23年
４月１日

至　平成23年
６月30日

自　平成24年
４月１日

至　平成24年
６月30日

自　平成23年　　
４月１日

至　平成24年
３月31日

　
　
　
　

売上高 （千円） 4,635,1224,802,42221,369,797 　
経常利益又は経常損失
（△）

（千円） △82,412 △11,921 734,426 　

四半期純損失（△）
又は当期純利益

（千円） △29,817 △27,788 282,647 　

四半期包括利益又は包
括利益

（千円） △12,604 △60,929 383,876 　

純資産額 （千円） 8,794,7518,996,5439,109,520 　
総資産額 （千円） 18,303,82919,026,95418,804,170 　
１株当たり四半期
純損失金額（△）又は
当期純利益金額

（円） △2.85 △2.67 26.85 　

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 （％） 47.9 47.1 48.3 　

（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を

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（第72期第１

四半期連結累計期間および第73期第１四半期連結累計期間は、１株当たり四半期純損失金額であり、また、潜

在株式が存在しないため）記載しておりません。　

　

２【事業の内容】

　当第１四半期連結累計期間において、当社および当社の関係会社が営む事業の内容に重要な変更は

ありません。なお、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１四半期連結累計期間において、財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況の異常

な変動等または、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１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われていません。

　

　

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（当社および

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１四半期連結累計期間における日本経済は、個人消費や設備投資に持ち直しの動きが見ら

れ、東日本大震災の復興需要等も牽引となり、景気は緩やかながらも回復傾向を維持しております

が、欧州債務危機を背景とする世界経済の減速の影響、為替や株価、原油価格の動向などへの懸念

もあり、先行きは依然として不透明な状況が続いております。

　当社グループの業績に大きく影響する新設住宅着工戸数は、住宅関連の景気対策や復興需要等の

後押しもあり、緩やかながらも復調傾向にありました。

　このような環境の下で、当社グループは新製品の投入や展示会開催等の営業活動に取り組み、当

第１四半期連結累計期間の売上高は4,802百万円（前年同期比3.6％増加）、営業損益は２百万円

の利益（前年同期は75百万円の損失）、経常損益は11百万円の損失（前年同期は82百万円の損

失）、四半期純損益は27百万円の損失（前年同期は29百万円の損失）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。

（室内装飾関連事業）

　室内装飾関連事業の売上高は4,699百万円（前年同期比3.2％増加）、セグメント損益は８百

万円の損失（前年同期は80百万円の損失）となりました。

　新設住宅着工戸数が緩やかな増加基調にて推移する中、前期に投入した新製品効果や営業活

動の強化により売上高は前年同期を超過しました。

　商品面では主力のカーテンレールで省エネ効果を高める関連用品の品揃えを強化したほか、

ブラインド類では質感と価格を両立したベーシック商品「コルト」シリーズに採光性と遮熱

機能を兼ね備えたロールスクリーンを追加いたしました。また、これらの新製品を早期に浸透

させるため、全国各地で展示会を開催するなど積極的な営業活動を行いました。

　セグメント損益は、売上高の増加に加えて原価低減活動等により売上原価率が抑制された結

果、前年同期と比べて損失が縮小しました。
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（その他）

　その他の事業の売上高は103百万円（前年同期比25.1％増加）、セグメント損益は10百万円

の利益（前年同期比131.7％増加）となりました。

　ステッキを中心とした介護用品の販売が好調に推移した結果、売上高、セグメント損益とも

に前年同期を大幅に上回りました。

　

(2）財政状態の分析

　当第１四半期連結会計期間末の総資産については、受取手形及び売掛金の減少があったものの現

金及び預金や商品及び製品、原材料及び貯蔵品等の増加により、前連結会計年度末と比較して222

百万円（1.2%）増加し、19,026百万円となりました。

　負債については、短期借入金や支払手形及び買掛金の増加等により、前連結会計年度末と比較し

て335百万円（3.5%）増加し、10,030百万円となりました。

　純資産については利益剰余金の減少等により、前連結会計年度末と比較して112百万円（1.2%）

減少し、8,996百万円となりました。

　

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期連結累計期間において、事業上および財務上の対処すべき課題に重要な変更および

新たに生じた課題はありません。

　

(4）研究開発活動

　当第１四半期連結累計期間の研究開発費の総額は32百万円であります。

　なお、当第１四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。
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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 30,000,000
計 30,000,000

　

②【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数（株） 
（平成24年６月30日）

提出日現在
発行数（株）

（平成24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 11,897,600 11,897,600
東京証券取引所
（市場第二部）

単元株式数は、100株単
位であります。

計 11,897,600 11,897,600― ―

（注）平成24年３月12日開催の取締役会決議により、平成24年４月２日付けで１単元の株式数を1,000株から100株に変

更しております。

　

　

(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
（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24年４月１日～
平成24年６月30日

― 11,897,600 ― 1,170,000 ― 1,344,858

　

(6) 【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四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１四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ず、記

載することができませんので、直前の基準日である平成24年３月31日の株主名簿により記載してお

ります。

①【発行済株式】

　 平成24年３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) 普通株式　　1,494,000 － －

完全議決権株式(その他)
普通株式　　　　
10,266,000

10,266 －

単元未満株式 普通株式　　　　137,600 － １単元(1,000株)未満の株式
発行済株式総数 11,897,600 － －
総株主の議決権 － 10,266 －

(注) １．「完全議決権株式(自己株式等)」欄は、全て当社保有の自己株式であります。

２．「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が111株含まれております。

３．「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株式が3,000株（議決権３個）含

まれております。

４．平成24年３月12日開催の取締役会決議により、平成24年４月２日付けで１単元の株式数を1,000株から100株

に変更しております。　

　

②【自己株式等】

　 平成24年３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(％)

トーソー株式会社
東京都中央区新川
一丁目４番９号

1,494,000 － 1,494,00012.55

計 － 1,494,000 － 1,494,00012.55

　（注）全て当社保有の自己株式であります。

　

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１四半期連結会計期間（平成24年４月

１日から平成24年６月30日まで）および第１四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24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24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,849,534 3,368,955

受取手形及び売掛金 ※1, ※2
 7,949,938

※1, ※2
 7,115,921

電子記録債権 296,711 ※2
 333,757

商品及び製品 1,108,797 1,426,532

仕掛品 236,635 247,067

原材料及び貯蔵品 1,799,957 1,993,891

繰延税金資産 263,550 281,137

その他 204,343 176,140

貸倒引当金 △3,935 △3,802

流動資産合計 14,705,532 14,939,601

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 4,694,178 4,707,227

減価償却累計額 △3,860,997 △3,893,565

建物及び構築物（純額） 833,180 813,661

機械装置及び運搬具 3,165,305 3,251,963

減価償却累計額 △2,677,726 △2,734,059

機械装置及び運搬具（純額） 487,578 517,904

工具、器具及び備品 4,260,211 4,288,147

減価償却累計額 △4,050,253 △4,078,318

工具、器具及び備品（純額） 209,957 209,829

土地 1,245,521 1,243,820

リース資産 575,243 600,231

減価償却累計額 △152,965 △182,368

リース資産（純額） 422,278 417,862

建設仮勘定 20,895 22,951

有形固定資産合計 3,219,411 3,226,030

無形固定資産 201,208 185,685

投資その他の資産

投資有価証券 290,928 271,739

長期貸付金 2,201 1,891

繰延税金資産 105,881 112,082

その他 333,010 312,583

貸倒引当金 △54,004 △22,658

投資その他の資産合計 678,018 675,637

固定資産合計 4,098,638 4,087,353

資産合計 18,804,170 19,026,954
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,018,565 2,193,789

短期借入金 1,405,460 1,614,280

1年内返済予定の長期借入金 406,482 453,432

1年内償還予定の社債 1,170,000 1,170,000

リース債務 114,694 119,903

未払金 883,544 788,131

未払費用 536,275 439,961

未払法人税等 172,723 27,451

資産除去債務 715 719

その他 151,163 306,659

流動負債合計 6,859,622 7,114,328

固定負債

社債 1,230,000 1,230,000

長期借入金 400,135 470,002

長期リース債務 310,142 300,636

退職給付引当金 479,902 495,434

役員退職慰労引当金 208,150 208,000

資産除去債務 112,053 112,640

その他 94,644 99,369

固定負債合計 2,835,028 2,916,083

負債合計 9,694,650 10,030,411

純資産の部

株主資本

資本金 1,170,000 1,170,000

資本剰余金 1,370,402 1,370,402

利益剰余金 7,154,751 7,074,945

自己株式 △427,991 △428,022

株主資本合計 9,267,161 9,187,325

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 36,924 21,851

繰延ヘッジ損益 △18,100 △50,015

為替換算調整勘定 △205,197 △191,623

その他の包括利益累計額合計 △186,373 △219,787

少数株主持分 28,732 29,005

純資産合計 9,109,520 8,996,543

負債純資産合計 18,804,170 19,026,954
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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１四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年６月30日)

売上高 4,635,122 4,802,422

売上原価 2,683,168 2,704,850

売上総利益 1,951,954 2,097,571

販売費及び一般管理費

荷造運搬費 374,925 389,744

広告宣伝費 117,568 145,309

販売促進費 110,986 107,766

役員報酬 29,475 32,017

従業員給料及び手当 597,621 587,625

従業員賞与 139,813 138,680

退職給付費用 47,796 32,309

役員退職慰労引当金繰入額 4,130 5,849

福利厚生費 145,462 168,358

減価償却費 44,661 59,960

賃借料 91,325 90,106

旅費及び交通費 98,847 98,576

研究開発費 8,310 11,998

その他 216,374 227,055

販売費及び一般管理費合計 2,027,298 2,095,359

営業利益又は営業損失（△） △75,344 2,212

営業外収益

受取利息 716 647

受取配当金 3,828 3,943

貸倒引当金戻入額 7,660 7,300

仕入割引 2,497 2,237

書籍販売収入 3,364 1,702

為替差益 799 －

その他 9,513 8,349

営業外収益合計 28,379 24,180

営業外費用

支払利息 9,036 8,530

社債利息 7,816 7,548

売上割引 2,847 2,821

書籍販売原価 9,421 8,068

その他 6,326 11,345

営業外費用合計 35,447 38,314

経常損失（△） △82,412 △11,921
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(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年６月30日)

特別利益

固定資産売却益 － 7

特別利益合計 － 7

特別損失

固定資産売却損 16 －

固定資産除却損 5,752 95

特別損失合計 5,768 95

税金等調整前四半期純損失（△） △88,180 △12,010

法人税、住民税及び事業税 18,216 17,640

法人税等調整額 △75,068 △1,567

法人税等合計 △56,851 16,073

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △31,328 △28,083

少数株主損失（△） △1,511 △295

四半期純損失（△） △29,817 △27,788
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【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △31,328 △28,083

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △2,548 △15,072

繰延ヘッジ損益 △339 △31,914

為替換算調整勘定 21,612 14,142

その他の包括利益合計 18,724 △32,845

四半期包括利益 △12,604 △60,929

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △11,378 △61,202

少数株主に係る四半期包括利益 △1,225 273
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【会計方針の変更等】
当第１四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日）

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

　当社および国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取

得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

　これによる損益に与える影響額は軽微であります。

　

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

※１　受取手形裏書譲渡高 
　

　
前連結会計年度

（平成24年３月31日）
当第１四半期連結会計期間
（平成24年６月30日）

受取手形裏書譲渡高 93,983千円 91,136千円

　

※２　四半期連結会計期間末日満期手形および四半期連結会計期間末日確定期日現金決済（手形と同条件で手形期日に

現金決済する方式）の会計処理

　四半期連結会計期間末日満期手形、四半期連結会計期間末日電子記録債権および四半期連結会計期間末日確定

期日現金決済（手形と同条件で手形期日に現金決済する方式）の会計処理は、手形交換日および現金決済日を

もって決済処理をしております。なお、当第１四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四

半期連結会計期間末日満期手形、四半期連結会計期間末日電子記録債権および四半期連結会計期間末日確定期

日現金決済の金額が四半期連結会計期間末残高に含まれております。

　
前連結会計年度

（平成24年３月31日）
当第１四半期連結会計期間
（平成24年６月30日）　

受取手形 　 179,620千円 　 159,327千円

電子記録債権 　 653 　 958

売掛金 　 131,871 　 119,805

　

　　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四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１四半
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１四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日）

減価償却費 118,004千円 134,831千円
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年６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23年６月29日
定時株主総会

普通株式 52,293 5 平成23年３月31日平成23年６月30日利益剰余金

　　　

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年６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24年６月28日
定時株主総会

普通株式 52,017 5 平成24年３月31日平成24年６月29日利益剰余金

　

　　　

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年６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：千円）

　
報告セグメント

その他
（注）１

　
合計　

　
調整額　

四半期連結損
益計算書計上
額（注）３

室内装飾
関連事業

計 　 （注）２

売上高 　 　 　 　 　 　

外部顧客への売上高 4,552,7454,552,74582,3774,635,122 － 4,635,122

セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － 407,701407,701△407,701 －

計 4,552,7454,552,745490,0785,042,823△407,7014,635,122

セグメント利益又は

損失（△）
△80,779△80,779 4,361△76,418 1,074△75,344

（注）1．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、介護用品や損害保険代理

業、物流業務受託を行っております。

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額1,074千円は、一般管理費の調整額であります。

３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失（△）と調整を行っており

ます。

　　

２．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１四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年６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：千円）

　
報告セグメント

その他
（注）１

　
合計　

　
調整額　

四半期連結損
益計算書計上
額（注）３

室内装飾
関連事業

計 　 （注）２

売上高 　 　 　 　 　 　

外部顧客への売上高 4,699,3754,699,375103,0474,802,422 － 4,802,422

セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － 425,686425,686△425,686 －

計 4,699,3754,699,375528,7335,228,108△425,6864,802,422

セグメント利益又は

損失（△）
△8,057△8,057 10,103 2,046 166 2,212

（注）1．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、介護用品や損害保険代理

業、物流業務受託を行っております。

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額166千円は、一般管理費の調整額であります。

３．セグメント利益又は損失（△）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。

　

（１株当たり情報）

　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。

　
前第１四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日）

　１株当たり四半期純損失金額 2円85銭 2円67銭

（算定上の基礎）   

四半期純損失金額（千円） 29,817 27,788

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損失金額（千円） 29,817 27,788

普通株式の期中平均株式数（千株） 10,458 10,403

　（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、１株当たり四半期純損失金額であり、また、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

　

（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24年８月７日
トーソー株式会社
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 油　谷　成　恒　　印

　

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士 岡　野　良　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

トーソー株式会社の平成24年４月１日から平成25年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計

期間（平成24年４月１日から平成24年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成24年４月１日

から平成24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、トーソー株式会社及び連結子会社の

平成24年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四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．　四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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