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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68期

第３四半期
連結累計期間

第69期
第３四半期
連結累計期間

第68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) 39,683,869 45,195,422 57,107,866

経常利益 (千円) 4,732,759 6,404,175 6,694,013

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(千円) 3,321,466 4,268,964 4,600,999

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 3,214,275 4,864,782 3,444,601

純資産額 (千円) 51,513,682 55,210,964 51,743,954

総資産額 (千円) 76,039,867 80,198,117 80,452,131

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 42.79 54.99 59.27

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 (％) 67.7 68.8 64.3
 

　

回次
第68期

第３四半期
連結会計期間

第69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) 16.38 22.44
 

(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きましては記

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)純利益金額につきましては、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きまして、当社グループ(当社および当社の関係会社)において営まれている事業の

内容につきまして、重要な変更はありません。

 また、主要な関係会社につきましても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間におきまして、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のう

ち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生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」につきましての重要な変更はありません。

 なお、重要事象等は存在しておりません。

 

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きまして、経営上の重要な契約等の決定また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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益の持ち直し、設備投資や雇用・所得の堅調さが支

えとなり、景気は緩やかながら回復傾向にあります。一方、海外におきましては、米国経済が回復傾向を維持し

ているものの、中国等の新興国経済の混迷、英国のＥＵ離脱問題、米国の新政権への期待と不安など、景気の先

行きは依然として不透明な状況にあります。

このような環境の中、特装車の販売につきまして、電力業界では、設備の老朽化更新需要の回復により、レン

タル業界では、建築需要向け投資の一部に慎重な姿勢はあるものの、社会インフラ工事需要の継続などにより、

前年同期に比べ増加いたしました。また、鉄道業界においても、車両の老朽化更新や機械化需要の継続により、

同様に前年同期に比べ増加いたしました。

この状況のもと、当第３四半期連結累計期間の連結経営成績は、売上高は前年同期を55億11百万円(14％)上回

る451億95百万円となりました。

利益につきましては、特装車の国内販売の増加などにより、営業利益は前年同期を17億71百万円(41％)上回る

61億27百万円、経常利益は前年同期を16億71百万円(35％)上回る64億4百万円となりました。また、親会社株主に

帰属する四半期純利益は前年同期を9億47百万円(29％)上回る42億68百万円となりました。

　

セグメントの業績は次のとおりであります。

（特装車）

特装車売上高は前年同期を48億98百万円(15％)上回る369億92百万円となり、売上総利益は前年同期を16億27百

万円(23％)上回る87億34百万円となりました。これは主に、レンタル業界向けの売上が増加したことによるもの

であります。

（中古車）

中古車売上高は前年同期を1億12百万円(36％)上回る4億22百万円となり、売上総利益は前年同期を52百万円

(55％)上回る1億49百万円となりました。これは主に、下取り・買取りの増加により売上が増加したことによるも

のであります。

（部品・修理）

部品・修理売上高は前年同期を5億2百万円(7％)上回る75億54百万円となり、売上総利益は前年同期を1億89百

万円(10％)上回る20億48百万円となりました。これは主に、部品売上が増加したことによるものであります。

（その他）

その他売上高は前年同期を1百万円(1％)下回る2億26百万円となり、売上総利益は前年同期を2百万円(7％)上回

る38百万円となりました。

　

(2) 研究開発活動

当第３四半期連結累計期間における研究開発費に要した額は、研究材料費、人件費等総額3億38百万円でありま

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 235,000,000

計 235,000,000
 

 

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８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 79,453,250 同左

東京証券取引所
市場第一部
名古屋証券取引所
市場第一部

単元株式数
100株

計 79,453,250 同左 ― ―
 

 

(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

― 79,453 ― 10,425,325 ― 9,941,842
 

 

(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」につきましては、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

1,826,100
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

77,582,800
775,828 ―

単元未満株式
普通株式

44,350
― ―

発行済株式総数 79,453,250 ― ―

総株主の議決権 ― 775,828 ―
 

(注) １.「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100株(議決権１個)含まれて

おります。

２.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式28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)
株式会社アイチコーポ
レーション

埼玉県上尾市大字領家字
山下1152番地の10

1,826,100 ― 1,826,100 2.30

計 ― 1,826,100 ― 1,826,100 2.30
 

(注)　株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が100株(議決権１個)あります。　　

なお、当該株式は上記「①発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式に含めております。

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

(1) 退任役員

役名 職名 氏名 退任年月日

取締役 営業部門管掌 土　屋　啓　一 平成28年９月30日
 

 

(2) 異動後の役員の男女別人数および女性の比率

男性16名　女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
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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)および第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

務諸表につきまして、ＰｗＣあらた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。

　なお、従来、当社が監査証明を受けているＰｗＣあらた監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成28年７月

１日をもってＰｗＣあらた有限責任監査法人となりました。
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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 1,790,474 1,456,934

  預け金 22,426,153 19,112,341

  受取手形及び売掛金 21,841,882 ※１  23,637,069

  商品及び製品 830,483 1,675,120

  仕掛品 1,448,296 1,670,781

  原材料及び貯蔵品 1,091,497 1,239,283

  繰延税金資産 660,928 402,477

  その他 789,329 407,832

  貸倒引当金 △26,998 △304

  流動資産合計 50,852,048 49,601,537

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 7,042,754 7,936,923

   機械装置及び運搬具（純額） 4,274,268 3,955,913

   土地 8,714,481 8,714,481

   その他（純額） 1,680,795 1,654,142

   有形固定資産合計 21,712,299 22,261,460

  無形固定資産 1,183,395 1,096,962

  投資その他の資産   

   投資有価証券 4,858,595 5,687,158

   繰延税金資産 535,856 219,904

   その他 1,315,331 1,336,150

   貸倒引当金 △5,394 △5,056

   投資その他の資産合計 6,704,388 7,238,156

  固定資産合計 29,600,083 30,596,579

 資産合計 80,452,131 80,198,117
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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 14,379,241 14,959,666

  未払法人税等 1,211,780 820,959

  役員賞与引当金 78,000 72,000

  製品保証引当金 114,506 107,864

  その他 7,266,420 3,533,745

  流動負債合計 23,049,950 19,494,236

 固定負債   

  再評価に係る繰延税金負債 616,398 616,398

  役員退職慰労引当金 75,400 73,047

  退職給付に係る負債 4,034,768 3,953,289

  その他 931,658 850,180

  固定負債合計 5,658,226 5,492,915

 負債合計 28,708,176 24,987,152

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 10,425,325 10,425,325

  資本剰余金 9,923,342 9,923,342

  利益剰余金 33,062,277 35,933,950

  自己株式 △915,770 △916,252

  株主資本合計 52,495,173 55,366,365

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 2,120,101 2,690,403

  土地再評価差額金 △2,338,847 △2,338,847

  為替換算調整勘定 172,660 60,420

  退職給付に係る調整累計額 △705,133 △567,376

  その他の包括利益累計額合計 △751,218 △155,400

 純資産合計 51,743,954 55,210,964

負債純資産合計 80,452,131 80,198,117
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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 39,683,869 45,195,422

売上原価 30,605,745 34,231,016

売上総利益 9,078,124 10,964,405

販売費及び一般管理費 4,721,540 4,836,807

営業利益 4,356,584 6,127,598

営業外収益   

 受取利息 50,966 18,212

 受取配当金 105,276 107,785

 持分法による投資利益 189,681 155,921

 その他 63,780 38,490

 営業外収益合計 409,704 320,409

営業外費用   

 支払利息 21 13

 為替差損 29,911 41,171

 その他 3,595 2,647

 営業外費用合計 33,528 43,832

経常利益 4,732,759 6,404,175

特別利益   

 固定資産売却益 8,399 1,269

 投資有価証券売却益 － 0

 特別利益合計 8,399 1,269

特別損失   

 固定資産売却損 7,914 5,751

 固定資産除却損 137,196 255,434

 投資有価証券評価損 3,350 －

 保険解約損 － 3,689

 特別損失合計 148,461 264,875

税金等調整前四半期純利益 4,592,698 6,140,570

法人税、住民税及び事業税 1,071,634 1,619,228

法人税等調整額 199,598 252,377

法人税等合計 1,271,232 1,871,606

四半期純利益 3,321,466 4,268,964

親会社株主に帰属する四半期純利益 3,321,466 4,268,964
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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 3,321,466 4,268,964

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 115,813 570,301

 為替換算調整勘定 △51,515 △63,267

 退職給付に係る調整額 5,701 137,756

 持分法適用会社に対する持分相当額 △177,189 △48,973

 その他の包括利益合計 △107,190 595,818

四半期包括利益 3,214,275 4,864,782

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 3,214,275 4,864,782

 非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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【注記事項】

(会計方針の変更等)

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)

(会計方針の変更)

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

附属設備およ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。

この変更による当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。
 

　

(追加情報)

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)

「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　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理につきましては、手形交換日をもって決済処理しております。

なお、当第３四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)

受取手形 －千円 1,652,247千円
 

 

(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。)およびのれんの償却額は、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 903,324千円 1,799,720千円

のれんの償却額 38,156千円 38,156千円
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(株主資本等関係)

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

(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 388,142 5.00 平成27年３月31日 平成27年６月29日 利益剰余金

平成27年10月29日
取締役会

普通株式 465,768 6.00 平成27年９月30日 平成27年11月26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の末日

後となるもの

該当事項はありません。

 
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

(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23日
定時株主総会

普通株式 698,647 9.00 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10月27日
取締役会

普通株式 698,644 9.00 平成28年９月30日 平成28年11月28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の末日

後となるもの

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

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．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
特装車 中古車 部品・修理 計

売上高       

 外部顧客への売上高 32,093,936 309,812 7,051,902 39,455,651 228,217 39,683,869

 内部売上高又は振替高 1,530,376 － 378,025 1,908,401 29,958 1,938,360

計 33,624,312 309,812 7,429,928 41,364,053 258,176 41,622,229

セグメント利益(注)２ 7,107,513 96,337 1,858,954 9,062,805 36,411 9,099,217
 

(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、高所作業車等の教育事業等であり

ます。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の売上総利益から内部取引消去を調整して算出しております。

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

(差異調整に関する事項)

 (単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 9,062,805

「その他」の区分の利益 36,411

内部売上相殺消去 △1,938,360

内部売上原価相殺消去 1,917,267

全社費用（注） △4,721,540

四半期連結損益計算書の営業利益 4,356,584
 

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。
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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
特装車 中古車 部品・修理 計

売上高       

 外部顧客への売上高 36,992,098 422,620 7,554,094 44,968,814 226,608 45,195,422

 内部売上高又は振替高 1,914,154 90 816,233 2,730,477 30,363 2,760,841

計 38,906,253 422,710 8,370,328 47,699,292 256,971 47,956,264

セグメント利益(注)２ 8,734,883 149,076 2,048,707 10,932,667 38,926 10,971,593
 

(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、高所作業車等の教育事業等であり

ます。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の売上総利益から内部取引消去を調整して算出しております。

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

(差異調整に関する事項)

 (単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 10,932,667

「その他」の区分の利益 38,926

内部売上相殺消去 △2,760,841

内部売上原価相殺消去 2,753,653

全社費用（注） △4,836,807

四半期連結損益計算書の営業利益 6,127,598
 

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額および算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
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 42円79銭 54円99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) 3,321,466 4,268,964

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)

3,321,466 4,268,964

普通株式の期中平均株式数(千株) 77,628 77,627
 

(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につきましては、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】

中間配当について

第69期（平成28年４月１日から平成29年３月31日まで）中間配当につきましては、平成28年10月27日開催の取締役

会におきまして、平成28年９月30日最終の株主名簿に記録された株主に対して、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 698,644千円

② １株当たりの金額 ９円00銭

③ 支払請求権の効力発生日および支払開始日 平成28年11月28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２月８日

株式会社 アイチコーポレーション

　取 締 役 会　御 中

 

Ｐ　ｗ　Ｃ　あ　ら　た　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　戸　田　　栄

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　市　原　順　二

 

 

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アイチ

コーポレーションの平成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、株式会社アイチコーポレーション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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