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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36期
第３四半期
連結累計期間

第37期
第３四半期
連結累計期間

第36期
第３四半期
連結会計期間

第37期
第３四半期
連結会計期間

第36期

会計期間

自  平成20年
    ４月１日
至  平成20年
    12月31日

自  平成21年
    ４月１日
至  平成21年
    12月31日

自  平成20年
    10月１日
至  平成20年
    12月31日

自  平成21年
    10月１日
至  平成21年
    12月31日

自  平成20年
    ４月１日
至  平成21年
    ３月31日

売上高 (千円) 4,003,9393,954,6851,331,2801,515,8485,116,946

経常利益 (千円) 263,532 190,685 94,495 70,803 266,887

四半期(当期)純利益 (千円) 108,211 119,860 52,825 53,576 111,477

純資産額 (千円) ― ― 1,620,2681,720,8091,617,322

総資産額 (千円) ― ― 3,350,6363,397,0203,059,391

１株当たり純資産額 (円) ― ― 798.87 847.38 795.93

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 53.35 59.10 26.05 26.42 54.96

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 (％) ― ― 48.2 50.6 52.8

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 15,379 △99,973 ― ― 119,768

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △11,321 38,157 ― ― △7,323

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 116,740 19,594 ― ― △35,159

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ― ― 728,650 642,915 685,137

従業員数 (人) ― ― 323 494 320

(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、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３四半期連結会計期間において、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。

　

　

３ 【関係会社の状況】

当第３四半期連結会計期間において、下記の会社の全株式を取得し、関係会社といたしました。

　

名称 住所
資本金
(千円)

主要な事業
の内容

議決権の
所有割合(％)

関係内容

(連結子会社)
ムサシ管財㈱

埼玉県比企郡
小川町

10,000
ビルメンテナン
ス事業

100.0
(100.0)

役員の兼任　２名

(注) １　主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。

２　「議決権の所有割合」欄の(内書)は間接所有割合であります。

　

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社における状況

平成21年12月31日現在

従業員数(人) 494

(注) 従業員は、就業人員であります。

　

(2) 提出会社の状況

平成21年12月31日現在

従業員数(人) 155

(注) 従業員は、就業人員であります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

当第３四半期連結会計期間における生産、受注及び販売の状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、

次のとおりであります。

　

(1) 建設工事事業

受注工事高及び施工高の状況

受注工事高、完成工事高、繰越工事高及び施工高

　

期別 取扱品目
期首繰越
工事高
(千円)

期中受注
工事高
(千円)

計
(千円)

期中完成
工事高
(千円)

期末繰越工事高 期中
施工高
(千円)手持工事高

(千円)
うち施工高
(％、千円)

前第３四半期
連結会計期間
(自平成20年
　10月１日
至平成20年
　 12月31日)

ユーティリティー 82,565146,515229,080162,29666,784 13.8 9,222164,635

リフォーム 199,244241,892441,137280,110161,02675.6121,776267,721

防水 28,374410,182438,556383,15255,404 48.6 26,922393,666

合計 310,183798,5901,108,774825,559283,21555.8157,921826,023

当第３四半期
連結会計期間 
(自平成21年 
　10月１日 
至平成21年 
　 12月31日)

ユーティリティー 83,002153,320236,323147,66188,662 9.2 8,183149,536

リフォーム 242,738262,249504,987356,721148,26670.6104,696368,038

防水 29,510322,567352,077326,44125,635 64.4 16,503328,595

合計 355,251738,1371,093,388830,824262,56449.3129,382846,170

(注) １　金額は、販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。

２　期末繰越工事高の施工高は、未成工事支出金により手持工事高の施工高を推定したものであります。

３　期中施工高は、(期中完成工事高＋期末繰越施工高－期首繰越施工高)に一致しております。
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(2) 住宅等サービス事業

①　生産実績

　

区分

当第３四半期連結会計期間
(自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日)

前年同四半期比

金額(千円) 増減比(％)

住宅等サービス事業

防虫駆除サービス 166,346 △6.6

防湿サービス 42,600 △3.7

合計 208,946 △6.0

(注)　金額は、販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。

　

②　受注実績

当事業における業務は、受注から売上高計上までが短期間で完了し、当第３四半期連結会計期間にお

ける受注残高の金額が少ないため、記載を省略しております。

　

③　販売実績

　

区分

当第３四半期連結会計期間
(自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日)

前年同四半期比

金額(千円) 増減比(％)

住宅等サービス事業

防虫駆除サービス 166,020 △6.7

防湿サービス 43,257 △2.2

合計 209,278 △5.8

(注) １　金額は、販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。

２　主な相手先の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。

相手先

前第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成21年10月１日
　至　平成21年12月31日)

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％)

愛知県経済農業協同組合連合会 43,102 19.4 36,935 17.7

(注)　金額は、販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。
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(3) ビルメンテナンス事業

①　生産実績

当事業における業務では、生産実績を画一的に表示することが困難であるため、記載を省略しており

ます。

　

②　受注実績

当事業における業務では、受注実績を画一的に表示することが困難であるため、記載を省略しており

ます。

　

③　販売実績

　

区分

当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日)

前年同四半期比

金額(千円) 増減比(％)

ビルメンテナンス事業 475,745 67.8

合計 475,745 67.8

(注)　金額は、販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。

　

　

２ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結会計期間における、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、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。

なお、重要事象等は存在しておりません。

　

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第３四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。
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４ 【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) 経営成績の分析

当第３四半期連結会計期間におけるわが国の経済状況は、企業収益の減退傾向が緩やかになり、設備投

資も下げ止まりつつあるものの、景気回復までには至らず、依然として雇用情勢や所得環境に不安が残る

厳しい状況下で推移いたしました。

このような経済状況のもとで、当社グループの当第３四半期連結会計期間におきましては、住宅購入に

対しては、将来に向けた雇用情勢や所得環境に不透明感が根強くあり、新築住宅着工件数の減少も一時的

に下げ止まりしたものの、依然として低調なまま推移する厳しい状況となりました。

しかし、そのようななかで、株式会社ビルワークが平成21年10月６日にムサシ管財株式会社の全株式を

取得して子会社化し、当社グループのビルメンテナンス事業の事業分野の拡大、収益基盤の強化を実施い

たしました。

この結果、当第３四半期連結会計期間の売上高は1,515,848千円(前年同四半期比13.9％増)、営業利益

は66,768千円(前年同四半期比28.4％減)、経常利益は70,803千円(前年同四半期比25.1％減)、四半期純利

益は53,576千円(前年同四半期比1.4％増)となりました。

なお、事業の種類別セグメントの状況は次のとおりであります。

　

(建設工事事業)

ユーティリティーにおいては、継続して、省エネ需要や環境対策への関心の高まりに伴う既設住宅へ

の床暖房リフォームや太陽光発電システムの受注件数は堅調に推移しているものの、当社が主力とし

ておりますガスシステムと電気システムとの競合に伴う請負単価の低価格化や新築住宅着工件数低迷

の影響を受けて新規組込件数は減少しており、業績は伸長いたしませんでした。この結果、売上高は

147,661千円(前年同四半期比9.0％減)となりました。

リフォームにおいては、一般家庭のリフォーム需要は増加傾向にあるものの、依然として小規模工事

件数の割合が高い状況で推移しております。しかし、大型改修案件の受注が増加したことにより、業績

は大幅に伸長いたしました。この結果、売上高は356,721千円(前年同四半期比27.4％増)となりました。

防水においては、当社の受注基盤である注文戸建住宅の新築着工件数が低調に推移していることか

ら低迷しており、引き続き、受注件数も大幅に減少いたしました。また、注文戸建住宅の販売不振の影響

から、さらに請負単価の低価格化要求や材料費の高止まりが続いており、厳しい状況が続いておりま

す。この結果、売上高は326,441千円(前年同四半期比14.8％減)となりました。

以上の結果、建設工事事業の売上高は830,824千円(前年同四半期比0.6％増)、営業利益は30,648千円

(前年同四半期比44.1％減)となりました。
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(住宅等サービス事業)

住宅等サービス事業においては、省エネ対応の樹脂サッシや住宅基礎部分の保護樹脂などの新商品

の提案、防湿商品販売の推進強化を実施いたしましたが、シロアリ対策の依頼件数が減少傾向にあるこ

とや注文戸建住宅の新築着工件数の低調な推移の影響を受け、業績は減少いたしました。

以上の結果、住宅等サービス事業の売上高は209,278千円(前年同四半期比5.8％減)、営業利益は

22,918千円(前年同四半期比34.2％減)となりました。

　

(ビルメンテナンス事業)

ビルメンテナンス事業においては、引き続き、社員教育の徹底により品質の高いサービスを提供し、

他社との差別化を図ることでの安定的収益確保に努めておりますが、経済環境の悪化に伴う作業回数

の減少や請負単価の低価格化への見直し要請は依然として多く、厳しい状況となりました。しかし、事

業分野の拡大、収益基盤の強化を目的に株式会社ビルワークが平成21年10月６日にムサシ管財株式会

社の全株式を取得して子会社化を実施いたことにより、業績は大幅に伸長いたしました。

以上の結果、ビルメンテナンス事業の売上高は475,745千円(前年同四半期比67.8％増)、営業利益は

64,068千円(前年同四半期比39.4％増)となりました。

　

　

(2) 財政状態の分析

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて337,628千円増加し、

3,397,020千円となりました。主な増減は、受取手形及び売掛金の増加207,953千円、棚卸資産の増加

61,189千円、連結子会社の増加に伴うのれんの増加56,387千円があったことによるものであります。

負債は、前連結会計年度末に比べて234,141千円増加し、1,676,210千円となりました。主な増減は、短期

借入金の増加131,000千円、支払手形及び買掛金の増加129,465千円があったものの、長期借入金の減少

28,600千円があったことによるものであります。

純資産は、前連結会計年度末に比べて103,486千円増加し、1,720,809千円となりました。主な増減は、利

益剰余金の増加103,635千円があったものの、少数株主持分の減少853千円あったことによるものであり

ます。

この結果、１株当たり純資産は、前連結会計年度末に比べて51円45銭増加し、847円38銭となりました。

また、自己資本比率は、50.6％(前連結会計年度末は52.8％)となりました。
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(3) キャッシュ・フローの状況の分析

当第３四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、128,400千円減少

(前年同四半期は82,449千円減少)し、当第３四半期連結会計期間末には642,915千円(前年同四半期は

728,650千円)となりました。

　

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第３四半期連結会計期間における営業活動による資金の減少は、146,148千円(前年同四半期は

85,039千円の減少)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益70,794千円、仕入債務の増加

による資金の増加34,126千円があったものの、役員退職慰労引当金の減少100,000千円、法人税等の支

払額63,296千円、売上債権の増加による資金の減少62,751千円があったことによるものであります。

　

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第３四半期連結会計期間における投資活動による資金の増加は、41,607千円(前年同四半期は

1,690千円の減少)となりました。これは、主に保険積立金の解約による収入101,239千円があったもの

の、子会社株式の取得による支出58,525千円があったことによるものであります。

　

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第３四半期連結会計期間における財務活動による資金の減少は、23,860千円(前年同四半期は

4,280千円の増加)となりました。これは、長期借入金の返済16,860千円、短期借入金の減少7,000千円が

あったことによるものであります。

　

　

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結会計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生

じた課題はありません。

　

　

(5)研究開発活動

該当事項はありません。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第３四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計

画はありません。
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第４ 【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 6,700,000

計 6,700,000

　

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21年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年２月12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 2,030,180 2,030,180
名古屋証券取引所
(市場第二部)

単元株式数は1,000株であり
ます。

計 2,030,180 2,030,180― ―

　

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

　

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

　

(4) 【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21年10月１日～
平成21年12月31日

─ 2,030 ─ 186,072 ─ 145,813

　

　

(5) 【大株主の状況】

大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握してお

りません。
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(6) 【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21年９月30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21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 1,000

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

2,028,000
2,028 ―

単元未満株式
普通株式

1,180
― ―

発行済株式総数 2,030,180― ―

総株主の議決権 ― 2,028 ―

　

② 【自己株式等】

　 　 　 　 平成21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)
株式会社ニットー

名古屋市北区平安二丁目
10番19号

1,000 ― 1,000  0.0

計 ― 1,000 ― 1,000  0.0

　

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成21年
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高(円) 300 300 301 317 345 365 311 311 296

最低(円) 260 268 287 305 317 320 311 311 281

(注)  最高・最低株価は、名古屋証券取引所市場第二部におけるものであります。

　

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、本四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【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。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前第３四半期連結会計期間(平成20年10月１日から平成20年12月31日まで)及び前第３四半期連結

累計期間(平成20年４月１日から平成20年12月31日まで)は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当

第３四半期連結会計期間(平成21年10月１日から平成21年12月31日まで)及び当第３四半期連結累計期間

(平成21年４月１日から平成21年12月31日まで)は、改正後の四半期連結財務諸表規則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、前第３四半期連結会計期間(平成20年10月１

日から平成20年12月31日まで)及び前第３四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年12月31日ま

で)に係る四半期連結財務諸表については、監査法人トーマツにより四半期レビューを受け、当第３四半期

連結会計期間(平成21年10月１日から平成21年12月31日まで)及び当第３四半期連結累計期間(平成21年４

月１日から平成21年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表については、有限責任監査法人トーマツによ

り四半期レビューを受けております。

なお、従来から当社が監査証明を受けている監査法人トーマツは、監査法人の種類の変更により、平成21

年７月１日をもって有限責任監査法人トーマツとなりました。
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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）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 679,269 722,681

受取手形及び売掛金 806,572 598,619

たな卸資産 ※1
 443,351

※1
 382,161

その他 117,381 118,162

貸倒引当金 △8,614 △4,444

流動資産合計 2,037,960 1,817,181

固定資産

有形固定資産

土地 619,477 619,477

その他 ※2
 318,592

※2
 316,991

有形固定資産計 938,069 936,468

無形固定資産

のれん 77,776 21,388

その他 12,493 11,406

無形固定資産計 90,269 32,794

投資その他の資産 340,148 281,409

貸倒引当金 △9,427 △8,462

固定資産合計 1,359,059 1,242,210

資産合計 3,397,020 3,059,391

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 519,693 390,228

短期借入金 421,000 290,000

1年内返済予定の長期借入金 45,460 74,040

未払法人税等 20,758 63,784

賞与引当金 40,754 68,450

完成工事補償引当金 16,000 15,000

その他 215,179 138,291

流動負債合計 1,278,845 1,039,794

固定負債

長期借入金 3,960 32,560

退職給付引当金 245,643 227,156

長期未払金 24,840 24,840

その他 122,922 117,717

固定負債合計 397,365 402,274

負債合計 1,676,210 1,442,068
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 186,072 186,072

資本剰余金 145,813 145,813

利益剰余金 1,376,162 1,272,527

自己株式 △623 △623

株主資本合計 1,707,423 1,603,788

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 11,231 10,526

評価・換算差額等合計 11,231 10,526

少数株主持分 2,153 3,007

純資産合計 1,720,809 1,617,322

負債純資産合計 3,397,020 3,059,391
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(2)【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20年４月１日
　至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年12月31日)

売上高 ※1
 4,003,939 3,954,685

売上原価 2,765,467 2,758,926

売上総利益 1,238,472 1,195,758

販売費及び一般管理費 ※2
 975,984

※2
 1,016,893

営業利益 262,487 178,865

営業外収益

受取利息 779 260

受取配当金 831 818

受取手数料 1,232 1,764

補助金収入 － 6,000

その他 4,258 6,960

営業外収益合計 7,102 15,803

営業外費用

支払利息 5,239 3,445

たな卸資産廃棄損 578 35

その他 240 502

営業外費用合計 6,057 3,983

経常利益 263,532 190,685

特別利益

前期損益修正益 935 －

固定資産売却益 11 －

特別利益合計 946 －

特別損失

固定資産除却損 861 80

投資有価証券売却損 － 8

減損損失 35,400 －

投資有価証券評価損 567 －

特別損失合計 36,828 88

税金等調整前四半期純利益 227,649 190,596

法人税、住民税及び事業税 109,298 83,640

法人税等調整額 10,476 △12,051

法人税等合計 119,775 71,589

少数株主損失（△） △336 △853

四半期純利益 108,211 119,860
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間
(自 平成20年10月１日
　至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成21年10月１日
　至 平成21年12月31日)

売上高 ※1
 1,331,280 1,515,848

売上原価 932,203 1,088,917

売上総利益 399,077 426,930

販売費及び一般管理費 ※2
 305,812

※2
 360,161

営業利益 93,265 66,768

営業外収益

受取利息 50 14

受取手数料 424 129

受取保険金 － 1,474

助成金収入 － 1,145

その他 2,676 2,560

営業外収益合計 3,151 5,325

営業外費用

支払利息 1,791 1,091

その他 130 200

営業外費用合計 1,921 1,291

経常利益 94,495 70,803

特別損失

投資有価証券売却損 － 8

固定資産除却損 144 －

投資有価証券評価損 567 －

特別損失合計 711 8

税金等調整前四半期純利益 93,783 70,794

法人税、住民税及び事業税 28,758 13,626

法人税等調整額 12,536 3,201

法人税等合計 41,294 16,828

少数株主利益又は少数株主損失（△） △336 390

四半期純利益 52,825 53,576

EDINET提出書類

株式会社ニットー(E05065)

四半期報告書

17/29



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年12月31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 227,649 190,596

減価償却費 15,391 17,234

減損損失 35,400 －

のれん償却額 4,935 8,163

賞与引当金の増減額（△は減少） △39,706 △32,096

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 2,600 1,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 13,927 18,182

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △22,430 △100,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,448 4,675

受取利息及び受取配当金 △1,611 △1,078

投資有価証券評価損益（△は益） 567 －

支払利息 5,239 3,445

固定資産除却損 861 80

売上債権の増減額（△は増加） △88,321 △130,172

たな卸資産の増減額（△は増加） △107,115 △60,518

仕入債務の増減額（△は減少） 125,249 90,758

その他 △9,984 15,799

小計 166,101 26,071

利息及び配当金の受取額 1,611 1,078

利息の支払額 △5,235 △3,422

法人税等の支払額 △147,098 △123,701

営業活動によるキャッシュ・フロー 15,379 △99,973

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 △34,131 △33,864

定期預金の払戻による収入 32,399 35,054

有形固定資産の取得による支出 △9,176 △4,726

有形固定資産の売却による収入 78 484

無形固定資産の取得による支出 △1,083 △1,238

投資有価証券の売却による収入 － 40

子会社株式の取得による支出 － △58,525

保険積立金の解約による収入 － 101,239

貸付けによる支出 △1,400 △800

貸付金の回収による収入 588 558

その他 1,402 △65

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,321 38,157

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） 170,000 93,000

長期借入れによる収入 30,000 －

長期借入金の返済による支出 △71,520 △57,180

少数株主からの払込みによる収入 4,500 －

自己株式の取得による支出 △13 －

配当金の支払額 △16,226 △16,225

財務活動によるキャッシュ・フロー 116,740 19,594

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 120,798 △42,222

現金及び現金同等物の期首残高 607,852 685,137

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 728,650

※
 642,915
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【継続企業の前提に関する事項】

該当事項はありません。

　

　

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第３四半期連結累計期間

(自  平成21年４月１日  至  平成21年12月31日)

１　連結の範囲に関する事項の変更

連結の範囲の変更

ムサシ管財株式会社は、平成21年10月６日の株式取得に伴い、新たに連結子会社となりましたので、平成21年

10月より、新たに連結の範囲に含めております。

 
２　会計方針の変更

完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関す

る会計基準」(企業会計基準第15号　平成19年12月27日)及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」(企業会

計基準適用指針第18号　平成19年12月27日)を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連結会計期間に

着手した工事契約から、当第３四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事

については工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適

用しております。

なお、これにより損益に与える影響は軽微であります。

　

【簡便な会計処理】

　
当第３四半期連結累計期間

(自  平成21年４月１日  至  平成21年12月31日)

１　固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法に

よっております。

２　法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状

況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プラン

ニングを利用する方法によっております。

　

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

※１  たな卸資産の内訳

商品 265,270千円

未成工事支出金 102,825千円

仕掛品 1,727千円

原材料及び貯蔵品 73,528千円

計 443,351千円
 

※１  たな卸資産の内訳

商品 237,775千円

未成工事支出金 78,874千円

仕掛品 2,279千円

原材料及び貯蔵品 63,231千円

計 382,161千円

※２  有形固定資産の減価償却累計額 245,259千円
　

※２  有形固定資産の減価償却累計額 189,228千円
　

　

EDINET提出書類

株式会社ニットー(E05065)

四半期報告書

19/29



(四半期連結損益計算書関係)

第３四半期連結累計期間

前第３四半期連結累計期間
(自  平成20年４月１日
至  平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年12月31日)

※１  売上高の季節的変動について

当社グループの主たる事業である住宅等サービス

事業(シロアリ予防、駆除等)は、シロアリの活動が春

から夏にかけて活発化するため、通常、第１四半期連

結会計期間に売上高が著しく偏る傾向にあります。

 

 
―――――――

※２  販売費及び一般管理費の主なもの

広告宣伝費 53,173千円

給与手当 431,091千円

貸倒引当金繰入額 4,440千円

賞与引当金繰入額 35,673千円

役員退職慰労引当金
繰入額

2,400千円

退職給付費用 15,965千円

減価償却費 11,119千円

のれん償却額 4,935千円

※２  販売費及び一般管理費の主なもの

広告宣伝費 54,410千円

給与手当 438,789千円

貸倒引当金繰入額 8,266千円

賞与引当金繰入額 34,295千円

退職給付費用 21,389千円

減価償却費 11,956千円

のれん償却額 8,163千円

　

第３四半期連結会計期間

前第３四半期連結会計期間
(自  平成20年10月１日
至  平成20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自  平成21年10月１日
至  平成21年12月31日)

※１  売上高の季節的変動について

当社グループの主たる事業である住宅等サービス

事業(シロアリ予防、駆除等)は、シロアリの活動が春

から夏にかけて活発化するため、通常、第１四半期連

結会計期間に売上高が著しく偏る傾向にあります。

  

 
―――――――

※２  販売費及び一般管理費の主なもの

広告宣伝費 8,193千円

給与手当 139,955千円

貸倒引当金繰入額 2,341千円

賞与引当金繰入額 35,673千円

退職給付費用 3,810千円

減価償却費 3,848千円

のれん償却額 1,645千円

※２  販売費及び一般管理費の主なもの

広告宣伝費 6,855千円

給与手当 158,390千円

貸倒引当金繰入額 7,840千円

賞与引当金繰入額 34,295千円

退職給付費用 6,872千円

減価償却費 4,114千円

のれん償却額 4,872千円

　

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
前第３四半期連結累計期間
(自  平成20年４月１日
至  平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年12月31日)

※  現金及び現金同等物の当第３四半期連結累計期間末

残高と当第３四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

(平成20年12月31日現在)

現金及び預金 768,011千円

預入期間が３か月超の定期預金 △39,361千円

現金及び現金同等物 728,650千円

※  現金及び現金同等物の当第３四半期連結累計期間末

残高と当第３四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

(平成21年12月31日現在)

現金及び預金 679,269千円

預入期間が３か月超の定期預金 △36,353千円

現金及び現金同等物 642,915千円

　

(株主資本等関係)

当第３四半期連結会計期間末(平成21年12月31日)及び当第３四半期連結累計期間(自  平成21年４月１
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日  至  平成21年12月31日)

　

１  発行済株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 2,030,180

　

２  自己株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 1,973

　

３  新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

　

４  配当に関する事項

(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21年６月20日
定時株主総会

普通株式 16,225 8.00平成21年３月31日 平成21年６月22日 利益剰余金

　

(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当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。

　

EDINET提出書類

株式会社ニットー(E05065)

四半期報告書

21/29



(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)

　

　
建設工事事業
(千円)

住宅等サービ
ス事業
(千円)

ビルメンテナ
ンス事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高 　 　 　 　 　 　

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

825,559222,128283,5931,331,280 ― 1,331,280

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

2,097 112 102 2,311 (2,311) ―

計 827,656222,240283,6951,333,591(2,311)1,331,280

営業利益 54,824 34,839 45,961135,626(42,361)93,265

(注) １  事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２  各区分の主な事業内容

(1) 建設工事事業 ……………… ガス関連各種住宅設備工事(主に温水床暖房工事)

　　　　　　　　　　　　　　　その他一般住宅設備工事(空調及び各種冷暖房工事)

　　　　　　　　　　　　　　　給排水(上下水道配管)工事

　　　　　　　　　　　　　　　各種建築及びリフォーム工事

　　　　　　　　　　　　　　　住宅耐震補強システムの販売、耐震診断、企画、コンサルティング　等

　　　　　　　　　　　　　　　ＦＲＰ防水・シート防水、改修防水及びその他各種防水工事

(2) 住宅等サービス事業 ……… シロアリ予防、駆除、再予防作業、防湿及び防湿剤作業

(3) ビルメンテナンス事業 …… ビルの窓、外壁のクリーニングサービス

３　会計処理の方法の変更

　  「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会  平成18年７月５日  企業会計基準第９号)を第

１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法(収益性の低下による簿価切下げ

の方法)に変更しております。

　

当第３四半期連結会計期間(自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日)

　

　
建設工事事業
(千円)

住宅等サービ
ス事業
(千円)

ビルメンテナ
ンス事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高 　 　 　 　 　 　

　(1) 外部顧客に
 　   対する売上高

830,824209,278475,7451,515,848 ― 1,515,848

　(2) セグメント間の内部
  　  売上高又は振替高

─ 228 20 248 (248) ―

計 830,824209,506475,7651,516,096(248)1,515,848

営業利益 30,648 22,918 64,068117,635(50,866)66,768

(注) １  事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２  各区分の主な事業内容

(1) 建設工事事業 ……………… ガス関連各種住宅設備工事(主に温水床暖房工事)

　　　　　　　　　　　　　　　太陽光発電装置設置工事

　　　　　　　　　　　　　　　その他一般住宅設備工事(空調及び各種冷暖房工事)

　　　　　　　　　　　　　　　給排水(上下水道配管)工事

　　　　　　　　　　　　　　　各種建築及びリフォーム工事

　　　　　　　　　　　　　　　住宅耐震補強システムの販売、耐震診断、企画、コンサルティング　等

　　　　　　　　　　　　　　　ＦＲＰ防水・シート防水、改修防水及びその他各種防水工事

(2) 住宅等サービス事業 ……… シロアリ予防、駆除、再予防作業、防湿及び防湿剤作業

(3) ビルメンテナンス事業 …… ビルの窓、外壁のクリーニングサービス

　　　　　　　　　　　　　　　マンション、公共施設などの清掃管理作業サービス
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前第３四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日)

　

　
建設工事事業
(千円)

住宅等サービ
ス事業
(千円)

ビルメンテナ
ンス事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高 　 　 　 　 　 　

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

2,367,442815,431821,0654,003,939 ― 4,003,939

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

3,687 712 262 4,661 (4,661) ―

計 2,371,129816,144821,3274,008,601(4,661)4,003,939

営業利益 84,584156,641142,447383,673(121,186)262,487

(注) １  事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２  各区分の主な事業内容

(1) 建設工事事業 ……………… ガス関連各種住宅設備工事(主に温水床暖房工事)

　　　　　　　　　　　　　　　その他一般住宅設備工事(空調及び各種冷暖房工事)

　　　　　　　　　　　　　　　給排水(上下水道配管)工事

　　　　　　　　　　　　　　　各種建築及びリフォーム工事

　　　　　　　　　　　　　　　住宅耐震補強システムの販売、耐震診断、企画、コンサルティング　等

　　　　　　　　　　　　　　　ＦＲＰ防水・シート防水、改修防水及びその他各種防水工事

(2) 住宅等サービス事業 ……… シロアリ予防、駆除、再予防作業、防湿及び防湿剤作業

(3) ビルメンテナンス事業 …… ビルの窓、外壁のクリーニングサービス

３　会計処理の方法の変更

　　「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会　平成18年７月５日　企業会計基準第９号)を第１四

半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法(収益性の低下による簿価切下げの方

法)に変更しております。

この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益は建設工事事業が6,117

千円、住宅等サービス事業が2,835千円、それぞれ減少しております。

　

当第３四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日)

　

　
建設工事事業
(千円)

住宅等サービ
ス事業
(千円)

ビルメンテナ
ンス事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高 　 　 　 　 　 　

　(1) 外部顧客に
　    対する売上高

2,181,800770,4971,002,3863,954,685 ― 3,954,685

　(2) セグメント間の内部
　    売上高又は振替高

─ 1,691 70 1,761 (1,761) ―

計 2,181,800772,1891,002,4563,956,446(1,761)3,954,685

営業利益 17,888139,130142,170299,189(120,324)178,865

(注) １  事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２  各区分の主な事業内容

(1) 建設工事事業 ……………… ガス関連各種住宅設備工事(主に温水床暖房工事)

　　　　　　　　　　　　　　　太陽光発電装置設置工事

　　　　　　　　　　　　　　　その他一般住宅設備工事(空調及び各種冷暖房工事)

　　　　　　　　　　　　　　　給排水(上下水道配管)工事

　　　　　　　　　　　　　　　各種建築及びリフォーム工事

　　　　　　　　　　　　　　　住宅耐震補強システムの販売、耐震診断、企画、コンサルティング　等

　　　　　　　　　　　　　　　ＦＲＰ防水・シート防水、改修防水及びその他各種防水工事

(2) 住宅等サービス事業 ……… シロアリ予防、駆除、再予防作業、防湿及び防湿剤作業

(3) ビルメンテナンス事業 …… ビルの窓、外壁のクリーニングサービス

　　　　　　　　　　　　　　　マンション、公共施設などの清掃管理作業サービス
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　【所在地別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間(自  平成20年10月１日  至  平成20年12月31日)及び当第３四半期連結会計

期間(自  平成21年10月１日  至  平成21年12月31日)並びに前第３四半期連結累計期間(自  平成20年

４月１日  至  平成20年12月31日)及び当第３四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21

年12月31日)

本邦以外の国又は地域に所存する連結子会社及び支店がないため、該当事項はありません。

　

　

【海外売上高】

前第３四半期連結会計期間(自  平成20年10月１日  至  平成20年12月31日)及び当第３四半期連結会計

期間(自  平成21年10月１日  至  平成21年12月31日)並びに前第３四半期連結累計期間(自  平成20年

４月１日  至  平成20年12月31日)及び当第３四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21

年12月31日)

海外売上高がないため、該当事項はありません。

　

　

(有価証券関係)

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい

変動がありません。

　

　

(デリバティブ取引関係)

当社グループはデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。

　

　

(ストック・オプション等関係)

該当事項はありません。

　

　

(企業結合等関係)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１  １株当たり純資産額

　
当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

　 　

　 847.38円
　

　 　

　 795.93円
　

(注)  １株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
当第３四半期
連結会計期間末
(平成21年12月31日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 1,720,809 1,617,322

普通株式に係る純資産額(千円) 1,718,655 1,614,315

差額の主な内訳(千円) 　 　

  少数株主持分 2,153 3,007

普通株式の発行済株式数(株) 2,030,180 2,030,180

普通株式の自己株式数(株) 1,973 1,973

１株当たり純資産額の算定に用いられた
普通株式の数(株)

2,028,207 2,028,207

　

２ １株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

第３四半期連結累計期間

　
前第３四半期連結累計期間
(自  平成20年４月１日
至  平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額 53.35円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ―
　

１株当たり四半期純利益金額 59.10円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ―
　

(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  １株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎

　

項目
前第３四半期連結累計期間
(自  平成20年４月１日
至  平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年12月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円) 108,211 119,860

普通株式に係る四半期純利益(千円) 108,211 119,860

普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ─

普通株式の期中平均株式数(株) 2,028,227 2,028,207
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第３四半期連結会計期間

　
前第３四半期連結会計期間
(自  平成20年10月１日
至  平成20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自  平成21年10月１日
至  平成21年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額 26.05円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ─
　

１株当たり四半期純利益金額 26.42円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ─
　

(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  １株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎

　

項目
前第３四半期連結会計期間
(自  平成20年10月１日
至  平成20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自  平成21年10月１日
至  平成21年12月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円) 52,825 53,576

普通株式に係る四半期純利益(千円) 52,825 53,576

普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ─

普通株式の期中平均株式数(株) 2,028,207 2,028,207

　

　

(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21年２月12日

株式会社ニットー

（商号　株式会社ＮＩＴＴＯＨ）

取締役会　御中

　

監査法人トーマツ

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　中　　村　　誠　　一　　印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　林　　　　　伸　　文　　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」に掲げられている株式

会社ニットー（商号　株式会社ＮＩＴＴＯＨ）の平成20年４月１日から平成21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20年10月１日から平成20年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間

(平成20年４月１日から平成20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及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この

四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は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により行われており、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限定された手続により行わ

れた。

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、株式会社ニットー（商号　株式会社ＮＩＴＴＯ

Ｈ）及び連結子会社の平成20年12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及

び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・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。

　

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。

　

EDINET提出書類

株式会社ニットー(E05065)

四半期報告書

28/29



独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成22年２月12日

株式会社ニットー

（商号　株式会社ＮＩＴＴＯＨ）

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　　中　　村　　誠　　一　　印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　林　　　　　伸　　文　　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」に掲げられている株式

会社ニットー(商号　株式会社ＮＩＴＴＯＨ)の平成21年４月１日から平成22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21年10月１日から平成21年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平

成21年４月１日から平成21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及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半

期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は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により行われており、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限定された手続により行わ

れた。

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、株式会社ニットー(商号　株式会社ＮＩＴＴＯ

Ｈ)及び連結子会社の平成21年12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び

第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・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。

　

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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