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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97期

第２四半期
連結累計期間

第98期
第２四半期
連結累計期間

第97期

会計期間
自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日

自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日

自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日

営業収益 (百万円) 60,679 63,978 125,509

経常利益 (百万円) 2,634 2,960 5,383

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(百万円) 2,020 1,835 3,762

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 2,230 2,586 4,706

純資産額 (百万円) 59,079 63,368 61,152

総資産額 (百万円) 123,240 127,352 126,769

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 222.77 202.37 414.83

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 49.7 48.2

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 4,993 3,587 8,907

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,586 △1,953 △3,388

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,415 △2,289 △3,305

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 15,350 14,915 15,571
 

　

回次
第97期

第２四半期
連結会計期間

第98期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成28年７月１日
至 平成28年９月30日

自 平成29年７月１日
至 平成29年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 84.61 97.77
 

(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．営業収益には、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記載しておりま

せん。

４．平成29年10月１日付けで普通株式10株につき普通株式１株の割合で株式併合を行っております。これに伴

い、１株当たり四半期（当期）純利益金額は、前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、

算定しております。

 

　

２ 【事業の内容】

当第２四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）において営まれている事業の内容

に重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社におい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２四半期連結累計期間における、本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」につい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】

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が判断したものであります。

(1) 業績の状況

当第２四半期連結累計期間（平成29年４月１日～平成29年９月30日、以下「当第２四半期」という。)における日

本経済は、雇用情勢の改善による所得の増加や株価の持ち直し等を背景に、個人消費の改善や企業の設備投資増等

による内需の回復もあり、堅調に推移しました。

物流業界におきましては、内需の伸展を背景に国内の貨物輸送量も増加基調となる一方、ドライバーや構内作業

員をはじめとする人手不足等から、働き方改革の取組みも一層進展し、事業環境の変化が一段と顕著となっており

ます。

 

このような環境の中、当社グループは、中期経営計画（平成27年４月１日～平成30年３月31日) に掲げる「”

Leading step up 2017”さらなる高品質経営をめざして！！」を成長の軸とし、グループ全体の「質・総合力」を

高め、付加価値の高いサービスを提供する「強い企業グループ」をめざして、最終年度の取組みに邁進しておりま

す。

当社グループは、高品質の物流サービスの提供による顧客満足度の向上と、業務のより一層の効率化を目指して

おり、「１人・時間当たりの生産性の向上」、「安全・安心・安定した職場環境の構築」、さらに高齢化及び労働

人口減少の進行を見据えた「人材採用活動の推進」及び「メンター制度導入」による人材定着の向上など、「働き

やすい職場環境の追求と働き方改革」に取組んでおります。

貨物自動車運送事業及び貨物利用運送事業においては、運賃・料金の是正、新規顧客拡販・既存顧客深耕による

安定収益の確保につとめるとともに、荷主企業の物流業務のアウトソーシングや共同化が進展する中、重点とする

３ＰＬ（サードパーティロジスティクス）をはじめとする事業の拡大につとめました。

　

その結果、当社グループの当期経営成績は、営業収益において63,978百万円と、前年同四半期に比べ3,299百万円

(5.4%)の増収となりました。

利益面におきましては、物流サービスの適正対価収受に向けた取組み、コストコントロールによる収益管理の徹

底、既存事業の生産性向上などにより、営業利益は2,660百万円と、前年同四半期に比べ221百万円(9.1%)の増益と

なりました。

経常利益は2,960百万円となり、前年同四半期に比べ325百万円(12.4%)の増益となりました。

　また、親会社株主に帰属する四半期純利益は、税効果会計の影響もあり、1,835百万円を計上し、前年同四半期に

比べ185百万円(9.2%)の減益となりました。

 
セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

なお、以下におけるセグメント利益は営業利益ベースの数値であります。

 

①物流関連事業

当第２四半期における物流関連事業は、緩やかな輸送需要の回復や３ＰＬ事業で前期開設の流通センターの稼動

向上などもあり、営業収益は59,352百万円と前年同四半期に比べ3,111百万円(5.5%)の増収となりました。

セグメント利益は、運賃・料金の是正効果や輸送効率向上・流通センター運営充実などにより、2,414百万円を計

上、前年同四半期に比べ186百万円(8.4%)の増益となりました。
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②情報処理事業

情報処理事業の営業収益は1,286百万円で、前年同四半期に比べ69百万円(5.1%)の減収となりました。

セグメント利益は122百万円を計上し、前年同四半期に比べ２百万円(2.2%)の微増となりました。

 
③販売事業

物品販売ならびに委託売買業、損害保険代理業等の販売事業における営業収益は2,540百万円と前年同四半期に比

べ99百万円(4.1%)の増収となりました。

セグメント利益は72百万円を計上し、前年同四半期に比べ30百万円(73.7%)の増益となりました。

 

その他では、自動車修理業、その他事業などで営業収益798百万円を計上し、前年同四半期に比べ156百万円

(24.4%)の増収となりました。

セグメント利益は59百万円で、前年同四半期に比べ38百万円(39.2%)の減益となりました。

 

(2) 財政状態の分析

総資産は127,352百万円となり、前連結会計年度に比べ583百万円(0.5%)増加しました。これは主として流動資産

で現金及び預金が661百万円、受取手形が137百万円、繰延税金資産が89百万円、それぞれ減少した一方で、流動資

産で営業未収入金が292百万円、投資その他の資産で投資有価証券が1,028百万円、それぞれ増加したことなどによ

ります。　

負債は63,983百万円となり、前連結会計年度に比べ1,633百万円(2.5%)減少しました。これは主として流動負債で

支払手形が602百万円、営業未払金が480百万円、固定負債で長期借入金が287百万円、それぞれ減少した一方で、固

定負債で繰延税金負債が420百万円増加したことなどによります。　

純資産は63,368百万円となり、前連結会計年度に比べ2,216百万円(3.6%)増加しました。これは主として親会社株

主に帰属する四半期純利益を計上するなどして利益剰余金が1,472百万円、その他有価証券評価差額金が708百万

円、それぞれ増加したことなどによります。

以上により、自己資本比率は前連結会計年度の48.2％から49.7％となりました。

 
(3) キャッシュ・フローの状況の分析

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ655百万円減少し、14,915百

万円となりました。これは営業活動によるキャッシュ・フローの増加と、投資活動によるキャッシュ・フロー及び

財務活動によるキャッシュ・フローの減少によるものであります。

当第２四半期連結累計期間に係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す。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは3,587百万円の収入となりました（前年同四半期に比べて1,405百万円減

少）。これは主に税金等調整前四半期純利益が2,963百万円、減価償却費が2,472百万円あった一方で、売上債権の

増加が149百万円、法人税等の支払による支出が1,211百万円あったことなどによります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動によるキャッシュ・フローは1,953百万円の支出となりました（前年同四半期に比べて367百万円の支出

増加）。これは主に有形固定資産の取得による支出が1,782百万円、子会社株式の取得による支出が198百万円あっ

たことなどによります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動によるキャッシュ・フローは2,289百万円の支出となりました（前年同四半期に比べて873百万円の支出

増加）。これは主に長期借入金の返済による支出が427百万円、リース債務の返済による支出が1,549百万円、配当

金の支払いによる支出が362百万円あったことなどによります。
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(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、本年５月９日に開示の後に、連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課

題として新たな追加事項はございません。

 

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社

法施行規則第118条３号に掲げる事項)は次のとおりであります。

 

①基本方針の内容

当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社グループの財務及び事業の内容や当社の企業価値の源

泉を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主のみなさまの共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上して

いくことを可能とする者である必要があると考えています。

当社は、当社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には当社の株主全体の意思に基づいて

行われるべきものと考えております。また、当社は、当社株式の大量取得であっても、当社の企業価値ひいては

株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありません。

しかしながら、株式の大量取得の中には、その目的等から見て企業価値や株主共同の利益に対する明白な侵害

をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大

量取得の内容等について検討しあるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供

しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との協議・交渉を必要

とするもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。

特に、当社グループの企業価値の源泉は、①グループ事業の総合力、②偏りのない優良な顧客資産の構築、③

地道な現場力と健全な財務体質、④中長期的な従業員との信頼関係にあるところ、当社株式の大量取得を行う者

が、これらの当社の企業価値の源泉を理解したうえで、それを中長期的に確保し、向上させられるのでなけれ

ば、当社の企業価値ひいては株主共同の利益は毀損されることになります。

当社は、このような当社の企業価値・株主共同の利益に資さない大量取得を行う者は、当社の財務及び事業の

方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量取得に対しては、必要かつ相当な対抗措

置を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えます。

 

②基本方針の実現に資する特別な取組みの内容の概要

(a)中長期的な企業価値向上のための取組み

当社は、平成27年度から平成29年度までの「中期経営３ヶ年計画」を実施しており、当該計画の業績目標の

達成に向けた成長戦略の展開に邁進してまいります。その概要は以下の通りです。

ⅰ)スローガン「”Leading step up 2017”さらなる高品質経営をめざして！！」

ⅱ)中期グループビジョン

「グループの構造改革を礎とした業容拡大を実践していく３ヶ年」と位置付け、物流パートナーとして

お客様とともに成長を維持していくためにも、グループ全体の「質・総合力」を高め、さらなる「高品質

経営による新グループ体制の確立」をめざしてまいります。

ⅲ)基本方針

・特積み部門の一層の収益力強化をはかる

・重点事業基盤の強化をはかる

・新たな事業戦略の推進による成長をはかる

・人材育成・採用強化をはかる

・最上級の物流品質をめざす

・コンプライアンス体制の強化による高品質経営をめざす

(b)内部統制体制の構築とコーポレート・ガバナンスの強化

当社は、企業価値および株主共同の利益を向上させるためには、経営の効率性、健全性、透明性を高め、内

部統制体制を充実させることが重要であると考えており、平成20年10月１日開催の取締役会で内部統制体制の

方針を決議し、その基本方針に基づく健全な内部統制システムの構築をはかり、企業価値向上にむけて取組ん

でおります。

さらに、コーポレート・ガバナンスに関する取組みとして、当社は、執行役員制度を導入することにより環

境変化に即応した迅速な意思決定を可能とするとともに、社外取締役を２名（うち１名は独立役員）選任し、

取締役会における業務執行に対する監督機能の強化に努めております。
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③基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取

組みの内容の概要

当社は、平成29年６月１日開催の取締役会決議及び平成29年６月28日開催の第97回定時株主総会決議に基づ

き、当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）（以下「本プラン」といいます。）を導入しており

ます。本プランの目的、概要については、次のとおりです。

（a）本プランの目的

本プランは、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させることを目的とするものであり、上記

（1）に記載した基本方針に沿うものです。

当社取締役会は、基本方針に定めるとおり、当社の企業価値・株主共同の利益に資さない当社株式の大量取

得を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えています。本プラン

は、こうした不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止し、当社の企業価

値・株主共同の利益に反する当社株式の大量取得を抑止するために、当社株式に対する大量取得が行われる際

に、当社取締役会が株主のみなさまに代替案を提案したり、あるいは株主のみなさまがかかる大量取得に応じ

るべきか否かを判断するために必要な情報や時間を確保すること、株主のみなさまのために交渉を行うこと等

を可能とすることを目的としております。

（b）本プランの概要

本プランは、当社株券等の20%以上を買収しようとする者が現れた際に、買収者に事前の情報提供を求める

等、上記目的を実現するために必要な手続を定めています。

また、買収者等は、本プランに係る手続が開始された場合には、当社取締役会又は株主総会において本プラ

ンの発動をしない旨の決議がなされるまでの間、買収を実行してはならないものとされています。

買収者が本プランにおいて定められた手続に従わない場合や当社株券等の大量取得が当社の企業価値・株主

共同の利益を毀損するおそれがある場合等で、本プラン所定の発動要件を満たす場合には、当社は、買収者等

による権利行使は原則として認められないとの行使条件及び当社が買収者等以外の者から当社株式と引換えに

新株予約権を取得できる旨の取得条項等が付された新株予約権を、その時点の当社を除く全ての株主に対して

新株予約権無償割当ての方法により割り当てます。

本プランに従って本新株予約権の無償割当てがなされ、その行使又は当社による取得に伴って買収者等以外

の株主のみなさまに当社株式が交付された場合には、買収者等の有する当社の議決権割合は、最大50%まで希釈

化される可能性があります。当社は、本プランに従った本新株予約権の無償割当ての実施、不実施又は取得等

の当社取締役会の判断については、取締役の恣意的判断を排するため、当社経営陣からの独立性を有する当社

社外取締役及び社外監査役等から構成される独立委員会の客観的な判断を経ることとしています。

また、当社取締役会は、これに加えて、本プラン所定の場合には、株主総会を招集し、株主のみなさまの意

思を確認することがあります。

さらに、こうした手続の過程については、株主のみなさまへの情報開示を通じてその透明性を確保すること

としています。

なお、本プランの有効期間は、平成29年６月28日開催の第97回定時株主総会終結後３年以内に終了する事業

年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時としております。

 

④具体的取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

当社の中期経営３ヶ年計画及び内部統制体制の構築並びにコーポレート・ガバナンスの強化の各取組みは、当

社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に向上させるための具体的取組みとして策定

されたものであり、当社の基本方針に沿うものです。

また、本プランは当社株式に対する買付等が行われた際に、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保す

るための枠組みであり、当社の基本方針に沿うものです。

特に、本プランは、「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める

三原則（①企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、②事前開示・株主意思の原則、③必要性・相当性の

原則）を充足していること、第97回定時株主総会において株主のみなさまのご承認を得て導入されており、有効

期間は３年と定められていること、本プランの発動の是非について株主のみなさまの意思を確認する仕組みが設

けられていること、また当社の株主総会又は取締役会によりいつでも本プランを廃止できるものとされているこ

と等、株主のみなさまの意思を重視するものとなっております。また、これらに加え、当社経営陣からの独立性

を有する社外取締役等によって構成される独立委員会が設置され、本プランの発動に際しては必ず独立委員会の
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判断を経ることが必要とされていること、独立委員会は当社の費用で第三者専門家等を利用し助言を受けること

ができるとされていることにより、その判断の公正性・客観性が担保されております。

したがって、本プランは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであって、当社の会社役員の

地位の維持を目的とするものではありません。

 
(5) 研究開発活動

該当事項はありません。

 

(6) 経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

①経営成績に重要な影響を与える要因について

イ．環境の変化に関するリスク

当社グループの主たる事業は特積み事業を中核とする物流事業であり、国内外の景気変動や顧客企業の物流合

理化・事業再編、業績悪化や取引停止による影響、原油の高騰や想定を超える金利上昇などにより、コスト負担

増加を吸収することが困難となるおそれがあります。

ロ．事業の展開に関するリスク

当社グループが事業展開する地域で地震などの大規模災害が発生した場合は、施設の被災により会社経営に甚

大な影響が生ずる事態も予想されます。

　また、事業拡大に不可欠な人材の確保・育成・拡充、また、企業買収・資本提携を含む戦略的提携が計画通り

に進まない場合や、海外事業展開に伴う社会的リスクなどが顕在化した場合に、当社グループの事業展開及び業

績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

ハ．情報ネットワークのセキュリティに関するリスク

当社グループは多くのお客様の情報を取扱っており、当該情報を適切に管理するよう努めておりますが、保管

状態の不具合などにより情報の漏洩が発生した場合には、社会的信頼の喪失や損害賠償請求の発生などにつなが

るおそれがあります。また、自然災害やコンピュータウイルスによる感染等により、ＩＴシステムに故障が生じ

た場合には、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

ニ．環境保全に係るリスク

環境規制が一層強化されることによるコスト負担増や、安全対策の規制強化などを遵守するための一層の費用

負担の可能性があり、資金やコスト負担の増加により、当社グループの経営成績や財政状態に影響を及ぼすおそ

れがあります。

ホ．重大な事故の発生によるリスク

車輌事故など重大な事故が発生した場合には、顧客の信頼及び社会的な信用が損なわれる恐れもあり、ひいて

は当社グループの事業展開及び業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

ヘ．事業用資産及び繰延税金資産に関わるリスク

事業用資産に対する減損会計によって減損処理が必要となった場合や、将来の課税所得の見積り等に大きな変

化が生じ、繰延税金資産の取崩が発生した場合には、当社グループの業績と財務状況に影響が出る可能性があり

ます。

 

②経営戦略の現状と見通しについて

今後の経済情勢につきましては、企業業績は底堅さを維持し、緩やかな回復基調が続くと予想されるものの、

海外政治情勢による影響などもあり、先行き不透明な状況が続くものと予想されます。

物流業界におきましても、労働力不足や、消費行動の変化による輸送ニーズの多頻度多品種・小ロット化の進

展、労働需給バランスの変化に伴う人的コスト負担増などの課題が山積し、厳しい経営環境が続くものとみられ

ます。

当社グループは、中期経営計画(平成27年４月１日～平成30年３月31日)の最終年度の業績目標達成にむけて邁

進しています。

「３ＰＬ事業の強化とシェア拡大」、「業務提携・資本提携やＭ＆Ａの積極的な展開」による「事業競争力の

強化」、ＩＴの利活用などによる「労働生産性向上」、労働時間の改善を主眼とする「働き方改革」、物流サー

ビスに対する「適正対価の収受促進」などにより、持続的な成長と企業価値向上をはかってまいります。

　

このような事業活動を積極的に推進する中で、当社グループの平成30年３月期の連結業績予想につきまして

は、平成29年８月10日に公表致しました通期の連結業績予想に変更はございません。
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(7) 経営者の問題認識と今後の方針について

今後、物流パートナーとしてお客様とのコミュニケーションを一層密にし、ともに成長し利益を実現していくこ

とが鍵となっております。グループ全体の「質・総合力」を高め、付加価値の高いサービスを提供し、お客様の発

展を支援することが不可欠であります。

そのためにも、より強靭でしなやかな機動力のある経営体質を構築することが肝要であり、コンプライアンス／

コーポレート・ガバナンスに裏付けられた「高品質経営」に主眼を置き、長期的な安定収益とキャッシュ・フロー

の確保をはかり、企業価値の最大化をめざします。

　また、成長戦略を支えるＩＴ機能の「オープン環境への移行」をはかり、変化に強い機動的な経営管理システム

の実現により「生産性・コストパフォーマンス・物流品質」の向上を支援強化してまいります。

なお、少子高齢化社会の進展に伴う労働人口の減少や労働力不足が顕在化する中、当社グループの労働力確保に

ついても重要な経営課題の一つとして認識し、対策強化に取組んでまいります。
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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 299,200,000

計 299,200,000
 

(注) 平成29年６月28日開催の第97回定時株主総会決議により、平成29年10月１日付で当社普通株式10株を１株とす

る株式併合に伴う定款変更が行われ、発行可能株式総数は269,280,000株減少し、29,920,000株となっておりま

す。

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９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成29年11月13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 97,610,118 9,761,011
東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数は100株でありま
す。

計 97,610,118 9,761,011 ― ―
 

(注) １．平成29年６月28日開催の第97回定時株主総会決議により、平成29年10月１日付で当社普通株式10株を１株に

併合いたしました。これにより、発行済株式総数は87,849,107株減少し、9,761,011株となっております。

２．平成29年６月28日開催の第97回定時株主総会決議により、平成29年10月１日付で単元株式数を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
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

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９月30日 ― 97,610 ― 14,182 ― 3,545
 

(注) 平成29年６月28日開催の第97回定時株主総会決議により、平成29年10月１日付で当社普通株式10株を1株に併合

いたしました。これにより、発行済株式総数は87,849,107株減少し、9,761,011株（9,761千株）となっており

ます。
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(6) 【大株主の状況】

平成29年９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(％)

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社

東京都中央区晴海１丁目８番11号 9,440 9.67

トナミ共栄会 富山県高岡市昭和町３丁目２番12号 7,318 7.50

明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内２丁目１番１号 6,947 7.12

トナミ運輸従業員持株会 富山県高岡市昭和町３丁目２番12号 5,286 5.42

株式会社北陸銀行 富山県富山市堤町通り１丁目２番26号 3,363 3.45

三菱ふそうトラック・バス株式
会社

神奈川県川崎市幸区鹿島田１丁目１番２号 3,252 3.33

東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目２番１号 3,228 3.31

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町１丁目５番５号 2,191 2.25

東洋ゴム工業株式会社 兵庫県伊丹市藤ノ木２丁目２番13号 2,170 2.22

いすゞ自動車株式会社 東京都品川区南大井６丁目26番１号 1,966 2.01

計 ― 45,165 46.27
 

(注) １　上記所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。

　　　　　 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社9,440千株

　　 ２　上記のほか当社所有の自己株式6,912千株(7.08％)があります。

３　平成28年３月４日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、三井住友信託銀行株式会社及び

その共同保有者である日興アセットマネジメント株式会社が平成28年２月29日現在で以下の株式を所有して

いる旨が記載されているものの、当社として当第２四半期会計期間末時点における実質所有株式数の確認が

できませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

(千株)
株券等保有割合

(％)
三井住友信託銀行株式会
社

東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 4,320 4.43

日興アセットマネジメン
ト株式会社

東京都港区赤坂九丁目７番１号 644 0.66
 

４　平成29年７月24日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、株式会社みずほ

銀行及びその共同保有者であるみずほ証券株式会社、みずほ信託銀行株式会社ならびにアセットマネジメン

トOne株式会社が平成29年７月14日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社とし

て当第２四半期会計期間末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含

めておりません。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

(千株)
株券等保有割合

(％)

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町一丁目５番５号 2,191 2.25

みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町１丁目５番１号 194 0.20

みずほ信託銀行株式会社 東京都中央区八重洲一丁目２番１号 576 0.59

アセットマネジメント
One株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目８番２号 1,286 1.32
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成29年９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 6,912,000

―
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

(相互保有株式)
普通株式　　 61,000

― 同上

完全議決権株式(その他) 普通株式 89,957,000 89,957 同上

単元未満株式 普通株式　　680,118 ― 同上

発行済株式総数 97,610,118 ― ―

総株主の議決権 ― 89,957 ―
 

(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5,000株(議決権の数５個)が含まれ

ております。

２　「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式778株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

平成29年９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)
トナミホールディングス株
式会社

高岡市昭和町
３丁目２番12号

6,912,000 ― 6,912,000 7.08

(相互保有株式)
東砺運輸株式会社

名古屋市西区浮野町75番地 61,000 ― 61,000 0.06

計 ― 6,973,000 ― 6,973,000 7.14
 

 

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７月１日から平成

29年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成29年４月１日から平成29年９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り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29年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成29年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 15,592 14,930

  受取手形 2,888 ※4  2,751

  営業未収入金 18,020 18,312

  たな卸資産 ※1  571 ※1  676

  繰延税金資産 774 684

  未収還付法人税等 240 355

  その他 2,291 2,586

  貸倒引当金 △27 △27

  流動資産合計 40,352 40,269

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 20,352 19,946

   機械装置及び運搬具（純額） 2,493 2,541

   土地 40,713 41,003

   その他（純額） 7,905 7,682

   有形固定資産合計 71,465 71,172

  無形固定資産   

   のれん 875 809

   その他 939 940

   無形固定資産合計 1,815 1,750

  投資その他の資産   

   投資有価証券 8,879 9,907

   破産更生債権等 108 104

   その他 4,808 4,791

   貸倒引当金 △660 △643

   投資その他の資産合計 13,136 14,159

  固定資産合計 86,417 87,082

 資産合計 126,769 127,352
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成29年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成29年９月30日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形 1,369 ※4  767

  営業未払金 11,162 10,681

  短期借入金 9,690 9,710

  1年内返済予定の長期借入金 701 684

  未払法人税等 1,362 1,304

  未払消費税等 727 712

  賞与引当金 1,225 1,250

  その他 7,970 7,746

  流動負債合計 34,209 32,856

 固定負債   

  社債 5,000 5,000

  長期借入金 6,562 6,274

  再評価に係る繰延税金負債 3,776 3,776

  役員退職慰労引当金 153 138

  退職給付に係る負債 7,109 7,073

  繰延税金負債 1,620 2,041

  その他 7,184 6,822

  固定負債合計 31,407 31,126

 負債合計 65,617 63,983

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 14,182 14,182

  資本剰余金 11,699 11,699

  利益剰余金 28,310 29,782

  自己株式 △2,037 △2,042

  株主資本合計 52,154 53,622

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 2,355 3,063

  土地再評価差額金 6,378 6,378

  退職給付に係る調整累計額 231 270

  その他の包括利益累計額合計 8,965 9,712

 非支配株主持分 32 33

 純資産合計 61,152 63,368

負債純資産合計 126,769 127,352
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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４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

営業収益 60,679 63,978

営業原価 55,193 57,851

営業総利益 5,486 6,126

販売費及び一般管理費 ※  3,046 ※  3,465

営業利益 2,439 2,660

営業外収益   

 受取利息 81 78

 受取配当金 92 127

 受取家賃 49 53

 持分法による投資利益 47 67

 その他 84 105

 営業外収益合計 355 433

営業外費用   

 支払利息 120 114

 その他 38 19

 営業外費用合計 159 133

経常利益 2,634 2,960

特別利益   

 固定資産売却益 77 70

 受取保険金 26 －

 その他 0 2

 特別利益合計 104 72

特別損失   

 固定資産売却損 14 9

 固定資産除却損 25 18

 投資有価証券売却損 0 3

 投資有価証券評価損 0 32

 災害による損失 18 －

 その他 19 4

 特別損失合計 78 69

税金等調整前四半期純利益 2,661 2,963

法人税、住民税及び事業税 912 1,035

法人税等調整額 △275 88

法人税等合計 637 1,124

四半期純利益 2,024 1,839

非支配株主に帰属する四半期純利益 3 3

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,020 1,835
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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４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

四半期純利益 2,024 1,839

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 148 706

 退職給付に係る調整額 58 38

 持分法適用会社に対する持分相当額 △0 1

 その他の包括利益合計 206 747

四半期包括利益 2,230 2,586

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 2,226 2,582

 非支配株主に係る四半期包括利益 3 3
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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４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９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 2,661 2,963

 減価償却費 2,368 2,472

 有形固定資産除売却損益（△は益） △37 △41

 投資有価証券売却損益（△は益） 0 3

 投資有価証券評価損益（△は益） 0 32

 ゴルフ会員権評価損 － 0

 のれん償却額 4 100

 持分法による投資損益（△は益） △47 △67

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △70 △16

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 96 14

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △2 △14

 賞与引当金の増減額（△は減少） 41 22

 受取利息及び受取配当金 △174 △206

 支払利息 120 114

 売上債権の増減額（△は増加） 1,335 △149

 たな卸資産の増減額（△は増加） △106 △104

 仕入債務の増減額（△は減少） △205 △698

 未払消費税等の増減額（△は減少） △184 △17

 その他 375 298

 小計 6,176 4,706

 利息及び配当金の受取額 174 206

 利息の支払額 △119 △114

 法人税等の支払額 △1,238 △1,211

 営業活動によるキャッシュ・フロー 4,993 3,587

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 定期預金の預入による支出 △16 △16

 定期預金の払戻による収入 22 22

 有形固定資産の取得による支出 △1,342 △1,782

 有形固定資産の売却による収入 91 100

 投資有価証券の取得による支出 △46 △11

 投資有価証券の売却による収入 0 15

 
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

△257 △198

 貸付けによる支出 △263 △299

 貸付金の回収による収入 246 239

 その他 △19 △23

 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,586 △1,953

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） △750 7

 長期借入れによる収入 3,500 50

 長期借入金の返済による支出 △2,343 △427

 リース債務の返済による支出 △1,501 △1,549

 自己株式の取得による支出 △0 △4

 配当金の支払額 △317 △362

 非支配株主への配当金の支払額 △2 △2

 財務活動によるキャッシュ・フロー △1,415 △2,289

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,990 △655

現金及び現金同等物の期首残高 13,359 15,571

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  15,350 ※  14,915
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

※１ たな卸資産の内訳

 

 
前連結会計年度

(平成29年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成29年９月30日)

商品 341百万円 242百万円

仕掛品 38　〃 90　〃

原材料及び貯蔵品 191　〃 342　〃
 

 

２ 保証債務

連結会社以外の会社の金融機関等からの借入金等に対して、債務保証を行っております。

 
前連結会計年度

(平成29年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成29年９月30日)

 高岡ケーブルネットワーク㈱ 4百万円 高岡ケーブルネットワーク㈱ ―

名古屋港団地倉庫事業協同組合 18 〃 名古屋港団地倉庫事業協同組合 12百万円

アルハイテック㈱ 83　〃 アルハイテック㈱ 80　〃

Ｈ＆Ｒ Forwarding Co.,Ltd. 24　〃 Ｈ＆Ｒ Forwarding Co.,Ltd. ―

托納美物流（大連）有限公司 29　〃 托納美物流（大連）有限公司 ―

計 159百万円 計 92百万円
 

 

３ 受取手形裏書譲渡高

 

 
前連結会計年度

(平成29年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成29年９月30日)

受取手形裏書譲渡高 4百万円 2百万円
 

 

　※４　四半期連結会計期間末日満期手形の処理方法

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、満期日に決済があったものとして処理しております。

　なお、当第２四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を

満期日に決済が行われたものとして処理しております。

 

 
前連結会計年度

(平成29年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成29年９月30日)

受取手形 ―百万円 303百万円

支払手形 ―　〃 178 〃
 

　

(四半期連結損益計算書関係)

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年９月30日)

従業員給与 1,143百万円 1,239百万円

賞与引当金繰入額 124　〃 145　〃

退職給付費用 56　〃 55　〃

役員退職慰労引当金繰入額 12　〃 13　〃
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※ 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

りであります。

　　

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年９月30日)

現金及び預金勘定 15,366百万円 14,930百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △16 〃 △15 〃

現金及び現金同等物 15,350百万円 14,915百万円
 

 

(株主資本等関係)

前第２四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年９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６月29日
定時株主総会

普通株式 317 ３.５ 平成28年３月31日 平成28年６月30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11月８日
取締役会

普通株式 317 ３.５ 平成28年９月30日 平成28年12月５日 利益剰余金
 

 

当第２四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年９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６月28日
定時株主総会

普通株式 362 ４.０ 平成29年３月31日 平成29年６月29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11月10日
取締役会

普通株式 362 ４.０ 平成29年９月30日 平成29年12月５日 利益剰余金
 

（注）１株当たり配当額については、基準日が平成29年９月30日であるため、平成29年10月１日付の株式併合前の金

額を記載しております。

 

EDINET提出書類

トナミホールディングス株式会社(E04185)

四半期報告書

19/23



(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４月１日 至 平成28年９月30日)

１．報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

       (単位：百万円)

 

報告セグメント
その他
注１

合計
調整額
注２

四半期連結
損益計算書
計上額
注３

物流関連
事業

情報処理
事業

販売
事業

計

営業収益         

  外部顧客に対する営業収益 56,240 1,355 2,440 60,037 642 60,679 ― 60,679

 セグメント間の内部
　営業収益又は振替高

9 220 1,726 1,956 75 2,032 △2,032 ―

計 56,250 1,576 4,167 61,993 718 62,711 △2,032 60,679

セグメント利益 2,227 119 41 2,389 97 2,486 △47 2,439
 

(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、自動車修理業、ダイレクトメール

業等を含んでおります。

２　セグメント利益の調整額△47百万円にはセグメント間消去379百万円と各報告セグメントに配分していない

全社費用△426百万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財務諸表提出会

社の費用です。

３　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２四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日)

１．報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

       (単位：百万円)

 

報告セグメント
その他
注１

合計
調整額
注２

四半期連結
損益計算書
計上額
注３

物流関連
事業

情報処理
事業

販売
事業

計

営業収益         

  外部顧客に対する営業収益 59,352 1,286 2,540 63,179 798 63,978 ― 63,978

 セグメント間の内部
　営業収益又は振替高

9 119 1,941 2,070 121 2,192 △2,192 ―

計 59,361 1,406 4,482 65,250 920 66,170 △2,192 63,978

セグメント利益 2,414 122 72 2,609 59 2,668 △7 2,660
 

(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、自動車修理業やその他事業を含ん

でおります。

２　セグメント利益の調整額△７百万円にはセグメント間消去404百万円と各報告セグメントに配分していない

全社費用△411百万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財務諸表提出会

社の費用です。

３　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。
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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。

 

項目
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額 222円77銭 202円37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   (百万円) 2,020 1,835

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                       (百万円)

2,020 1,835

普通株式の期中平均株式数(千株) 9,069 9,068
 

(注) １．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。

２．平成29年10月１日付けで普通株式10株につき普通株式１株の割合で株式併合を行っております。これに伴

い、１株当たり四半期（当期）純利益金額は、前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、

算定しております。

 

(重要な後発事象)

株式併合及び単元株式数の変更

当社は、平成29年５月９日開催の取締役会において、株式併合・単位株式数の変更および定款の一部変更につい

て、平成29年６月28日開催の第97回定時株主総会に付議することを決議し、同定時株主総会において承認可決され

ております。これに伴い、平成29年10月１日を効力発生日として、単元株式数を1,000株から100株へ変更し、普通

株式10株につき１株の割合で株式併合を実施しております。

　

２ 【その他】

第98期(平成29年４月１日から平成30年３月31日まで)中間配当については、平成29年11月10日開催の取締役会にお

いて、平成29年９月30日の最終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　　　　　　　　　　　　　　　 　 362百万円

　　　②　１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　　　　４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12月５日

　

（注）１株当たり配当額については、基準日が平成29年９月30日であるため、平成29年10月１日付の株式併合前の金

額を記載しております。
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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11月13日

トナミホールディングス株式会社

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   石田　健一　　　印

   

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　三宅　孝典　　　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ナミホール

ディングス株式会社の平成29年４月１日から平成30年３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

７月１日から平成29年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成29年４月１日から平成29年９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、トナミホールディングス株式会社及び連結子会社の平成29年９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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