
【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24年５月14日 

【四半期会計期間】 第67期第１四半期（自 平成24年１月１日 至 平成24年３月31日） 

【会社名】 ホシザキ電機株式会社 

【英訳名】 HOSHIZAKI ELECTRIC CO.,LTD. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  鈴木 幸彦 

【本店の所在の場所】 愛知県豊明市栄町南館３番の16 

【電話番号】 （０５６２）９６－１１１２（経理部） 

【事務連絡者氏名】 取締役（経理部、総務部担当）兼 経理部部長 小林 靖浩 

【 寄りの連絡場所】 愛知県豊明市栄町南館３番の16 

【電話番号】 （０５６２）９６－１１１２（経理部） 

【事務連絡者氏名】 取締役（経理部、総務部担当）兼 経理部部長 小林 靖浩 

【縦覧に供する場所】 ホシザキ電機株式会社 営業本部 

   （東京都港区高輪二丁目20番32号） 

  ホシザキ電機株式会社 大阪支店 

   （大阪市中央区内本町二丁目２番12号） 

  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） 

  株式会社名古屋証券取引所 

   （名古屋市中区栄三丁目８番20号） 



 （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．第66期第１四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第25号  平成22年６月30日）を適用し、遡及処理しております。  

当社グループは、当社及び子会社47社（うち連結子会社46社）により構成され、主な事業内容は、業務用厨房機器

の研究開発、製造、販売及び保守サービスであります。 

当第１四半期連結累計期間における、各セグメントに係る主な事業内容の変更と主要な関係会社の異動は、概ね次

のとおりであります。 

＜日本＞ 

主な事業内容の変更及び主要な関係会社の異動はありません。 

＜北中米＞ 

主な事業内容の変更及び主要な関係会社の異動はありません。 

＜欧州・アジア＞ 

平成24年３月に、中国における投資対応、中国国内の当社グループ会社の統括及び管理支援、事業拡大支援等を推

進するため、子会社として星崎（中国）投資有限公司を設立し、連結の範囲に含めております。 

   

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66期

第１四半期連結 
累計期間 

第67期
第１四半期連結 

累計期間 
第66期

会計期間 
自平成23年１月１日
至平成23年３月31日 

自平成24年１月１日
至平成24年３月31日 

自平成23年１月１日
至平成23年12月31日 

売上高（百万円）  40,875  42,934  169,297

経常利益（百万円）  3,128  4,280  13,750

四半期（当期）純利益（百万円）  1,784  2,454  7,220

四半期包括利益又は包括利益 

（百万円） 
 2,419  3,854  6,227

純資産額（百万円）  110,579  116,136  114,445

総資産額（百万円）  183,377  191,140  185,282

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円） 
 24.77  34.04  100.18

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円） 
 24.74  33.98  100.03

自己資本比率（％）  60.2  60.7  61.7

２【事業の内容】



当第１四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重要な変更はありません。 

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の決定又は締結等はありません。  

(1) 業績の状況 

当第１四半期連結累計期間における国内の経済環境は、東日本大震災の影響や円高の長期化等厳しい環境のな

か、震災からの復旧・復興需要等により緩やかな回復基調が継続いたしました。海外におきましては、欧州の政

府債務危機の影響、世界経済の減速、原油高の継続等により、依然として先行き不透明な状況で推移いたしまし

た。 

当社グループを取り巻く環境におきましても、主要販売先である外食産業において、個人消費は回復傾向にあ

るものの、消費者の節約志向や低価格化競争等により厳しい環境が続きました。 

このような環境のなか、当社グループは、国内では、外食産業への積極的な拡販と外食産業以外の新規顧客の

継続的な開拓を行ってまいりました。海外では、北中米、欧州・アジアにおいて、主力製品の拡販に努めまし

た。その一方で、原価低減に加えITを活用した業務の効率化や生産性の向上に努め、利益の確保にグループをあ

げて取り組みました。 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高429億34百万円（前年同期比5.0％増）、営業利益36

億９百万円（同25.7％増）、経常利益42億80百万円（同36.8％増）となりました。また、四半期純利益は、24億

54百万円（同37.5％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。 

①日本 

日本におきましては、業務用冷蔵庫や製氷機、食器洗浄機等の拡販、その他の新規顧客への積極的な営業活

動を展開してまいりました。その結果、売上高は347億59百万円（前年同期比6.3％増）、セグメント利益は31

億69百万円（同52.3％増）となりました。 

②北中米 

北中米におきましては、製氷機や業務用冷蔵庫の拡販を推進してまいりましたが、円高及び前年同期にあっ

た飲料ディスペンサの特需の反動等により、売上高は69億40百万円（前年同期比3.3％減）、セグメント利益は

７億67百万円（同30.4％減）となりました。 

③欧州・アジア 

欧州・アジアにおきましては、主力製品の積極的な拡販に努めてまいりました。その結果、売上高は22億91

百万円（前年同期比4.7％増）、セグメント利益は１億28百万円（同23.3％増）となりました。 

(2) 財政状態 

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ58億57百万円増加し、1,911億40百万円と

なりました。 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ45億６百万円増加し、1,266億53百万円となりました。主な要因は、現金

及び預金が減少しましたが、受取手形及び売掛金、有価証券、商品及び製品の増加によるものであります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べ13億51百万円増加し、644億86百万円となりました。主な要因は、有形固

定資産、投資その他の資産の増加によるものであります。 

当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ41億66百万円増加し、750億３百万円とな

りました。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ39億77百万円増加し、561億１百万円となりました。主な要因は、支払手

形及び買掛金、未払法人税等、賞与引当金の増加によるものであります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べ１億88百万円増加し、189億１百万円となりました。 

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ16億91百万円増加し、1,161億36百万円となりました。主な要

因は、利益剰余金、為替換算調整勘定の増加によるものであります。 

第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

２【経営上の重要な契約等】

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】



(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、当社グループが対処すべき課題について重要な変更及び新たに生じた課

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におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、８億35百万円であります。 

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。 



①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

 （注）「提出日現在発行数」欄には、平成24年５月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により 

   発行された株式数は含まれておりません。  

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。  

   

該当事項はありません。 

  

 （注）平成24年４月１日から平成24年４月30日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が６千株、資本

金及び資本準備金がそれぞれ３百万円増加しております。 

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。  

  

第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式  250,000,000

計  250,000,000

種類 
第１四半期会計期間末
現在発行数（株） 
（平成24年３月31日） 

提出日現在発行数（株）
（平成24年５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  72,118,250  72,124,250

東京証券取引所 

名古屋証券取引所 

（各市場第一部）  

単元株式数 

100株 

計  72,118,250  72,124,250 ─ ─ 

（２）【新株予約権等の状況】

（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】

（４）【ライツプランの内容】

（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24年１月１日～ 

平成24年３月31日  
─  72,118,250 ─  7,812 ─  5,643

（６）【大株主の状況】



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23年12月31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】 

 （注）「単元未満株式」には、当社所有の自己株式39株が含まれております。  

  

②【自己株式等】 

 （注）当第１四半期会計期間末日現在の自己株式数は、439株であります。 

   

該当事項はありません。  

  

（７）【議決権の状況】

  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        400 ─ ― 

完全議決権株式（その他） 普通株式  72,112,000  721,120 ― 

単元未満株式 普通株式     5,850 ─ 
１単元（100株）未満の

株式 

発行済株式総数  72,118,250 ─ ─ 

総株主の議決権 ─  721,120 ─ 

  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(％) 

ホシザキ電機株式会社 
愛知県豊明市栄町  

南館３番の16 
 400 ―  400  0.00

計 ─  400 ―  400  0.00

２【役員の状況】



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１月１日から平

成24年３月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成24年１月１日から平成24年３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。 

  

第４【経理の状況】



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23年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 81,418 77,531

受取手形及び売掛金 ※2  17,069 ※2  21,919

有価証券 6,410 7,401

商品及び製品 6,139 6,927

仕掛品 1,872 2,103

原材料及び貯蔵品 4,857 5,253

その他 4,462 5,609

貸倒引当金 △83 △92

流動資産合計 122,147 126,653

固定資産   

有形固定資産 36,741 37,654

無形固定資産   

のれん 7,598 7,540

その他 6,108 5,951

無形固定資産合計 13,707 13,492

投資その他の資産 ※1  12,687 ※1  13,339

固定資産合計 63,135 64,486

資産合計 185,282 191,140

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,490 12,567

未払法人税等 2,624 2,972

賞与引当金 2,206 4,542

その他の引当金 870 863

その他 36,932 35,155

流動負債合計 52,123 56,101

固定負債   

退職給付引当金 12,924 13,011

その他の引当金 740 702

その他 5,047 5,188

固定負債合計 18,713 18,901

負債合計 70,837 75,003



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,812 7,812

資本剰余金 14,335 14,335

利益剰余金 100,167 100,458

自己株式 △0 △0

株主資本合計 122,314 122,605

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △176 △90

為替換算調整勘定 △7,809 △6,502

その他の包括利益累計額合計 △7,986 △6,592

少数株主持分 117 123

純資産合計 114,445 116,136

負債純資産合計 185,282 191,140



（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：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 40,875 42,934

売上原価 25,644 26,643

売上総利益 15,230 16,290

販売費及び一般管理費 12,359 12,681

営業利益 2,871 3,609

営業外収益   

受取利息 53 57

受取配当金 0 0

為替差益 191 555

その他 84 82

営業外収益合計 328 695

営業外費用   

支払利息 2 2

その他 68 21

営業外費用合計 70 24

経常利益 3,128 4,280

特別利益   

固定資産売却益 2 0

その他 1 －

特別利益合計 4 0

特別損失   

固定資産廃棄損 14 8

災害による損失 35 －

その他 4 1

特別損失合計 54 9

税金等調整前四半期純利益 3,078 4,271

法人税、住民税及び事業税 2,471 3,045

法人税等調整額 △1,177 △1,224

法人税等合計 1,294 1,820

少数株主損益調整前四半期純利益 1,784 2,451

少数株主損失（△） △0 △3

四半期純利益 1,784 2,454



【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：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,784 2,451

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △34 86

為替換算調整勘定 669 1,317

その他の包括利益合計 635 1,403

四半期包括利益 2,419 3,854

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,415 3,848

少数株主に係る四半期包括利益 3 6



  

   

【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

当第１四半期連結累計期間
（自 平成24年１月１日 
至 平成24年３月31日） 

（連結の範囲の重要な変更） 

  当第１四半期連結会計期間において、星崎（中国）投資有限公司を新たに設立したため、連結の範囲に含めており

ます。 

【追加情報】

当第１四半期連結累計期間
（自  平成24年１月１日 
至  平成24年３月31日） 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

  当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬

の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号  平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号  平成21年12月４日）を適用しております。 



※１. 資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額 

  
※２. 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満期手形の会計処理については、当四半期連結会計期間末日に決済があったものと 

       して処理しております。 

    なお、当四半期連結会計期間末の期末日満期手形は次のとおりであります。  

  

     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。）及びのれんの償却額は、

   次のとおりであります。 

  

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成23年１月１日 至 平成23年３月31日） 

配当金支払額 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成24年１月１日 至 平成24年３月31日） 

配当金支払額 

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

   
前連結会計年度

（平成23年12月31日） 
当第１四半期連結会計期間
（平成24年３月31日） 

投資その他の資産 百万円 157 百万円 155

   
前連結会計年度

（平成23年12月31日） 
当第１四半期連結会計期間
（平成24年３月31日） 

受取手形 百万円 382 百万円 237

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

   
前第１四半期連結累計期間
（自  平成23年１月１日 
至  平成23年３月31日） 

当第１四半期連結累計期間
（自  平成24年１月１日 
至  平成24年３月31日） 

減価償却費 百万円 1,026 百万円 1,016

のれんの償却額  377  357

（株主資本等関係）

  
（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23年２月10日 

取締役会 
普通株式  2,161  30 平成22年12月31日 平成23年３月15日 利益剰余金 

  
（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24年２月10日 

取締役会 
普通株式  2,163  30 平成23年12月31日 平成24年３月14日 利益剰余金 



Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成23年１月１日 至 平成23年３月31日） 

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  

（注）１．セグメント利益の調整額 百万円には、のれんの償却額 百万円、無形固定資産等の償却額

百万円、棚卸資産の調整額△０百万円、その他セグメント間取引の調整等 百万円が含まれており

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１四半期連結累計期間（自 平成24年１月１日 至 平成24年３月31日） 

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  

（注）１．セグメント利益の調整額 百万円には、のれんの償却額 百万円、無形固定資産等の償却額

百万円、棚卸資産の調整額△58百万円、その他セグメント間取引の調整等 百万円が含まれており

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。  

  

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

  （単位：百万円）

  

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 北中米 欧州・アジア 計

売上高             

外部顧客への売上高  31,839  7,088  1,946  40,875 ―  40,875

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 864  85  241  1,192  △1,192 ― 

計  32,704  7,174  2,188  42,067  △1,192  40,875

セグメント利益  2,081  1,101  104  3,287  △415  2,871

△415 △343

△110 38

  （単位：百万円）

  

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 北中米 欧州・アジア 計

売上高             

外部顧客への売上高  33,996  6,859  2,078  42,934 ―  42,934

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 763  81  212  1,057  △1,057 ― 

計  34,759  6,940  2,291  43,991  △1,057  42,934

セグメント利益  3,169  767  128  4,065  △455  3,609

△455 △333

△109 45



 １株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後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。 

  

該当事項はありません。 

   

平成24年２月10日開催の取締役会において、次のとおり剰余金の配当を行うことを決議いたしました。 

①期末配当による配当金の総額・・・・・・・2,163百万円 

②１株当たりの金額・・・・・・・・・・・・30円00銭 

③支払請求の効力発生日及び支払開始日・・・平成24年３月14日 

  

（１株当たり情報）

  
前第１四半期連結累計期間
（自 平成23年１月１日 
至 平成23年３月31日） 

当第１四半期連結累計期間
（自 平成24年１月１日 
至 平成24年３月31日） 

(1）１株当たり四半期純利益金額 円77銭 24 円04銭 34

（算定上の基礎）     

四半期純利益金額（百万円）  1,784  2,454

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金額（百万円）  1,784  2,454

普通株式の期中平均株式数（千株）  72,062  72,117

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 円 銭 24 74 円98銭 33

（算定上の基礎）     

四半期純利益調整額（百万円）  －  －

普通株式増加数（千株）  81  115

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要 

－  － 

（重要な後発事象）

２【その他】



 該当事項はありません。 

第二部【提出会社の保証会社等の情報】



 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」に掲げられているホシザキ電機

株式会社の平成２４年１月１日から平成２４年１２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

１月１日から平成２４年３月３１日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成２４年１月１日から平成２４年３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、ホシザキ電機株式会社及び連結子会社の平成２４年３月３１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 

  

  独立監査人の四半期レビュー報告書   

    平成２４年５月１１日

ホシザキ電機株式会社     

   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 水上 圭祐  印 

  
指定有限責任社員
業務執行社員   公認会計士 後藤 隆行  印 

  
指定有限責任社員
業務執行社員   公認会計士 河嶋 聡史  印 

 （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。 


