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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59期

第３四半期連結
累計期間

第60期
第３四半期連結
累計期間

第59期
第３四半期連結
会計期間

第60期
第３四半期連結
会計期間

第59期

会計期間

自　平成20年
　　９月１日
至　平成21年
　　５月31日

自　平成21年
　　９月１日
至　平成22年
　　５月31日

自　平成21年
　　３月１日
至　平成21年
　　５月31日

自　平成22年
　　３月１日
至　平成22年
　　５月31日

自　平成20年
　　９月１日
至　平成21年
　　８月31日

売上高 (千円) 22,413,98416,480,5605,846,5696,594,35227,458,476

経常利益 (千円) 807,476 557,677 290,399 340,169 913,070

四半期(当期)純利益 (千円) 367,808 224,973 202,659 190,084 310,411

純資産額 (千円) ― ― 13,720,51312,965,12013,205,832

総資産額 (千円) ― ― 22,979,92520,627,16319,795,394

１株当たり純資産額 (円) ― ― 1,063.311,004.791,023.43

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 28.50 17.44 15.71 14.73 24.06

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 (％) ― ― 59.71 62.85 66.71

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 728,900 755,532 ― ― △119,613

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 42,566△349,090 ― ― △129,814

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △504,666△415,710 ― ― △517,493

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ― ― 5,977,7864,913,1774,928,186

従業員数 (名) ― ― 462 450 456

(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（当社および当社の関係会社）が営む事業内容につ

いて重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

　 平成22年５月31日現在

従業員数(名) 450〔44〕

(注)　１．従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向

者を含む就業人員であります。

 ２．従業員数欄の〔外書〕は、当第３四半期連結会計期間の臨時従業員の平均雇用人員であります。　

　

(2) 提出会社の状況

　 平成22年５月31日現在

従業員数(名) 375〔42〕

(注)　１．従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員であります。

２．従業員数欄の〔外書〕は、当第３四半期会計期間の臨時従業員の平均雇用人員であります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第３四半期連結会計期間における生産実績を品目別に示すと、次のとおりであります。
　

品目 生産高(千円) 前年同四半期比(％)

金属接合 1,008,581 165.1

ＦＡシステム 353,394 179.3

メンテナンスその他 13,902 439.3

合計 1,375,877 146.3

(注) １．金額は製造原価で表示し、消費税等は含んでおりません。

２．平成21年９月１日付の組織変更により、製造部門メカトロシステムセンターは、その製造機能を外部委託し、

その他の業務（営業およびハード・ソフトの設計等）は、営業部門メカトロシステムグループに移管してお

ります。そのため、第１四半期連結会計期間より産業機械の生産実績は該当ありません。また、前年同期比につ

きましても記載しておりません。

　

(2) 受注実績

当第３四半期連結会計期間における受注実績を品目別に示すと、次のとおりであります。
　

品目 受注高(千円) 前年同四半期比(％)受注残高(千円)前年同四半期比(％)

金属接合 1,105,230 164.0 664,943 142.6

ＦＡシステム 536,093 363.5 702,621 548.1

メンテナンスその他 186,876 85.0 288,577 167.7

合計 1,828,199 165.1 1,656,142 210.9

(注) １．金額は販売価格で表示し、消費税等は含んでおりません。

２．平成21年９月１日付の組織変更により、製造部門メカトロシステムセンターは、その製造機能を外部委託し、

その他の業務（営業およびハード・ソフトの設計等）は、営業部門メカトロシステムグループに移管してお

ります。そのため、第１四半期連結会計期間より産業機械の受注高、受注残高は該当ありません。また、それぞ

れの前年同期比につきましても記載しておりません。なお、前連結会計年度末における当該品目の受注残高は

173千円ありましたが、期首（平成21年９月１日）に営業部門へ移管したことに伴い、当該期首残高はなかっ

たものとして受注高に含めておりません。

　

(3) 商品仕入実績
当第３四半期連結会計期間における商品仕入実績を品目別に示すと、次のとおりであります。

　

品目 商品仕入高(千円) 前年同四半期比(％)

金属接合 1,412,843 149.7

産業機械 2,451,886 124.9

ＦＡシステム 258,064 100.3

メンテナンスその他 137,732 141.0

合計 4,260,527 130.6

(注)　金額は仕入価格で表示し、消費税等は含んでおりません。
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(4) 販売実績

当第３四半期連結会計期間における販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。
　

品目 販売高(千円) 前年同四半期比(％)

金属接合 2,760,604 152.4

産業機械 2,846,697 95.6

ＦＡシステム 747,612 137.1

メンテナンスその他 239,437 46.8

合計 6,594,352 112.8

(注) １　金額は販売価格で表示し、消費税等は含んでおりません。

２　主な相手先別の販売実績および当該販売実績の総販売実績に対する割合

　

相手先

前第３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

トヨタ自動車株式会社 842,628 14.4 879,997 13.3

プライムアースEVエナジー株式会社 618,880 10.6 817,624 12.4

３　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
４　プライムアースEVエナジー株式会社は、平成22年６月２日付でパナソニックEVエナジー株式会社より社名を変
更しております。

　

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、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。

　

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または締結等はありません。

　

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】

当第３四半期連結会計期間の財政状態および経営成績の分析は、以下のとおりであります。なお、本項に

記載した将来に関する事項については、当四半期報告書提出日現在において判断したものであります。

　

(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経済は、世界的な金融危機以降、各国政府による積極的な景

気刺激策の効果や、新興国をはじめとした外需の盛り上がりを受け、景気は最悪期を脱し緩やかな回復基

調をみせ始めてまいりました。しかし、ギリシャ問題を発端とする円高の進行や欧州需要の低迷に伴う新

興国経済の減速に対する懸念から、今後、景気が持続的に回復していくかどうかは不透明な状況にありま

す。
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当社グループの主要ユーザーである自動車業界におきましては、政府による新車購入支援策や中国・

インドなどにおける新興国の新車需要の拡大を背景に、コストの削減も功を奏したことから同業界の景

況感は改善傾向にあります。大手自動車メーカー各社においては、世の中の動向に沿った環境対応車や新

興国の新車需要拡大に照準を合わせ、収益の拡大に取り組んでおります。しかしながら、同業界では、前述

の円高や欧州経済の先行き懸念に加え、自動車の主要材料である鋼材の値上がりなどの多くの懸念材料

から、設備投資に対しては、慎重な姿勢を崩さず、世界的な金融危機前と比較すると依然として低水準に

あります。

　このような状況のもと、当社グループは、平成22年４月、当社が推進する重点戦略に基づき、新規事業や

事業拡張策を検討、計画立案する「経営企画室」の新設や、当社製造部門（中国現地法人を含む）で取り

組む新規テーマを開発する「製品開発センター」の新設をはじめとする大幅な組織の構造改革を積極的

に行ってまいりました。

　この結果、当第３四半期連結会計期間における売上高は、65億94百万円（前年同四半期比12.8％増）と

なりました。 

　また、経常利益につきましては、３億40百万円（前年同四半期比17.1％増）となり、四半期純利益は１億

90百万円（前年同四半期比6.2％減）となりました。

　

これを品目別にご説明いたしますと次のとおりであります。

　

金属接合

台湾半導体メーカー向け精密部品用はんだ付装置の売上があったほか、自動車生産量の回復に伴い、国

内自動車・部品メーカー向けの溶接材料やろう付材料の売上や、ハイブリッド自動車用電池メーカー向

け電池部品の集電板の売上が増加したことから、売上高は27億60百万円（前年同四半期比52.4％増）と

なりました。

　

産業機械

ハイブリッド自動車用電池メーカー向け電池組立加工機の売上があったものの、国内自動車部品メー

カー向け燃料タンク加工機の売上がなかったことや、前年同四半期会計期間に計上した北米自動車部品

メーカー向け鍛造プレスラインといった大型ターンキー物件がなかったことから売上高は28億46百万円

（前年同四半期比4.4％減）となりました。

　

ＦＡシステム

インド日系自動車メーカー向け生産管理システムの売上があったほか、国内自動車メーカーに向けた

分電盤やケーブル類などの設備附帯機器の売上があったことなどから、売上高は７億47百万円（前年同

四半期比37.1％増）となりました。

　

メンテナンスその他

海外日系自動車メーカー向け工業用マーカーの売上が増加したものの、国内自動車メーカー向けの設

備消耗部品の交換工事がなかったことや、国内ゴムメーカー向け混練機の改造工事がなかったことなど

から売上高は２億39百万円（前年同四半期比53.2％減）となりました。
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所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。

　

①日本

台湾半導体メーカー向け精密部品はんだ付装置の売上があったほか、ハイブリッド自動車用電池メー

カー向け電池部品の集電板の売上が増加したことから、売上高は61億61百万円（前年同四半期比29.1％

増）となりました。営業利益につきましては、売上高の増加や売上総利益率の向上効果により３億47百万

円（前年同四半期比502.4％増）となりました。

　

②米国

北米地区における製造業の設備投資や受注動向は緩やかに上向きになってきたものの、依然、米国やカ

ナダの日系自動車メーカーにおける工場新設やライン敷設は停滞し、システム導入や溶接設備および附

帯機器の需要が激減したことから、売上高は４億82百万円（前年同四半期比56.3％減）となりました。ま

た、販売費及び一般管理費の削減に努めてまいりましたが、売上高が大きく減少したことから26百万円の

営業損失（前年同四半期は３百万円の営業利益）となりました。

　

③アジア

インド日系自動車メーカー向け溶接設備の売上があったほか、タイ日系自動車部品メーカー向けろう

付材料の売上や、中国日系空調機メーカー向けプレート式熱交換器などのろう付加工製品の売上が増加

したことから、売上高は２億86百万円（前年同四半期比96.0％増）となりました。また、売上高の増加や

売上総利益率が向上したことから、前年同四半期連結会計期間に発生した営業損失は改善され、11百万円

の営業利益（前年同四半期は40百万円の営業損失）となりました。
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(2) 財政状態の分析

①流動資産

流動資産は前連結会計年度末に比べ８億94百万円増加し、140億29百万円となりました。これは主に、受

取手形及び売掛金が４億54百万円増加したほか、商品及び製品が１億40百万円、仕掛品が１億46百万円そ

れぞれ増加したことによるものであります。

　

②固定資産

固定資産は前連結会計年度末に比べ62百万円減少し、65億97百万円となりました。これは主に、平成22

年秋ごろの操業を予定しております当社の中国現地法人「煙台三拓進和撹拌設備維修有限公司」

（（注）参照）に対する出資金が２億34百万円増加した一方、減価償却費などにより有形固定資産が２

億14百万円減少したほか、国内株式相場の低迷により投資有価証券が97百万円それぞれ減少したことに

よるものであります。

　

③流動負債

流動負債は前連結会計年度末に比べ10億73百万円増加し、71億30百万円となりました。これは主に、支

払手形及び買掛金が９億35百万円増加したことによるものであります。

　

④固定負債

固定負債は前連結会計年度末に比べ１百万円減少し、５億31百万円となりました。

　

⑤純資産

純資産合計は前連結会計年度末に比べ２億40百万円減少し、129億65百万円となりました。これは主に、

配当金の支払いなどにより利益剰余金が２億円減少したほか、国内株式相場の低迷により、その他有価証

券評価差額金が25百万円減少したことによるものであります。

　

（注）煙台三拓進和撹拌設備維修有限公司は、中国の日系ゴム、石油・化学業界が保有する設備をターゲットに、特殊肉

盛溶接加工技術を使ったメンテナンス事業およびオーバーホール事業を展開する予定であります。平成21年10月

に法人設立登記が完了し、現在、平成22年秋頃の操業開始を目指して工場を建設中であります。 
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(3) キャッシュ・フローの状況

当第３四半期連結会計期間におけるキャッシュ・フローについては、営業活動による５億49百万円の

支出および投資活動による１億32百万円の支出により、フリーキャッシュ・フローは６億82百万円の支

出となりました。 

　また、財務活動により１億91百万円を支出した結果、当第３四半期連結会計期間における現金及び現金

同等物の四半期末残高は第２四半期連結会計期間末に比べ８億65百万円減少し、49億13百万円となりま

した。 

　なお、当第３四半期連結会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ありま

す。

　

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果使用した資金は、５億49百万円（前年同四半期に比べ76百万円の支出増）となりまし

た。これは主に、税金等調整前四半期純利益により３億38百万円資金が増加したものの、売上債権の増加

額６億69百万円および法人税等の支払額２億43百万円により資金が減少し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）

投資活動の結果使用した資金は、１億32百万円（前年同四半期は16百万円の収入）となりました。これ

は主に、当社の中国現地法人「煙台三拓進和撹拌設備維修有限公司」に対し、出資金１億３百万円を支出

し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）

財務活動の結果使用した資金は、１億91百万円（前年同四半期に比べ16百万円の支出減）となりまし

た。これは主に、配当金の支払額１億91百万円によるものであります。

　

(4) 事業上およ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。

　

(5) 研究開発活動

当第３四半期連結会計期間の研究開発費の総額は１百万円であります。
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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、前四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、除

却等について、重要な変更並びに重要な設備計画完了はありません。

　また、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、除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 23,100,000

計 23,100,000

　

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22年５月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年７月14日)

上場金融商品取引所
名または登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 14,415,31914,415,319
東京証券取引所
名古屋証券取引所
各市場第一部

単元株式数は100株であります。
 

計 14,415,31914,415,319― ―

　

(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22年３月１日～
平成22年５月31日

―
　

14,415,319 ―
　

951,106 ―
　

995,924

　

(6) 【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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(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22年２月28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22年２月28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 1,512,100

 

― 単元株式数は100株であります。

完全議決権株式(その他) 普通株式 12,748,100
　

127,481 同上

単元未満株式 普通株式 155,119
　

― １単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 14,415,319 ― ―

総株主の議決権 ― 127,481 ―

(注)　「単元未満株式」の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式30株（失念株式）が含まれております。

　

② 【自己株式等】

　 　 平成22年２月28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　進和

名古屋市守山区苗代２－９
－３

1,512,100 ― 1,512,10010.49

計 ― 1,512,100 ― 1,512,10010.49
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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
９月 10月 11月 12月

平成22年
１月 ２月 ３月 ４月 ５月

最高(円) 1,3001,3301,286 1,339 1,290 1,140 1,063 1,108 1,115

最低(円) 1,1031,1711,127 1,200 1,151 997 999 980 1,003

(注)　最高・最低株価は東京証券取引所市場第一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、当四半期報告書提出日までの役員の異動は次のとおりでありま

す。
　 　 　

新役名および職名 旧役名および職名 氏名 異動年月日

専務取締役
営業部門統括営業本部長
兼 名古屋本店長

専務取締役
営業部門統括 兼 営業本部長

兼 本社営業本部長
森 岡 達 哉 平成22年４月１日※

取締役
東京支店長 兼 東京営業部長

取締役
関東営業本部長 兼 東京営業部長

丸 谷 尚 博 平成22年４月１日※

取締役
大阪支店長 兼 大阪営業部長

取締役
製造本部長 兼 生技開発部長

中 村 隆 幸 平成22年６月１日

（注）上記※の異動は平成22年４月１日付の組織変更によるものであります。
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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21年３月１日から平成21年５月31日まで)及び前第３四半期連結累

計期間(平成20年９月１日から平成21年５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22年３月１日から平成22年５月31日まで)及び当第３四半期連結累計期間(平

成21年９月１日から平成22年５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21年３月１

日から平成21年５月31日まで)及び前第３四半期連結累計期間(平成20年９月１日から平成21年５月31日ま

で)に係る四半期連結財務諸表並びに当第３四半期連結会計期間(平成22年３月１日から平成22年５月31日

まで)及び当第３四半期連結累計期間(平成21年９月１日から平成22年５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：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年５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８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,913,177 4,928,186

受取手形及び売掛金 7,426,454 6,972,398

商品及び製品 572,384 432,046

仕掛品 322,287 175,435

原材料及び貯蔵品 307,070 253,347

その他 552,718 438,113

貸倒引当金 △64,562 △64,679

流動資産合計 14,029,530 13,134,848

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,118,205 2,266,936

その他（純額） 2,840,373 2,906,631

有形固定資産合計 ※
 4,958,579

※
 5,173,568

無形固定資産 78,689 89,930

投資その他の資産

投資有価証券 1,121,084 1,218,874

その他 441,729 180,021

貸倒引当金 △2,449 △1,850

投資その他の資産合計 1,560,364 1,397,046

固定資産合計 6,597,632 6,660,546

資産合計 20,627,163 19,795,394

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,400,285 5,465,100

未払法人税等 65,212 54,141

引当金 253,242 148,999

その他 411,947 388,956

流動負債合計 7,130,687 6,057,197

固定負債

引当金 195,124 195,602

その他 336,230 336,761

固定負債合計 531,355 532,364

負債合計 7,662,042 6,589,561
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年５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８月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 951,106 951,106

資本剰余金 997,416 997,293

利益剰余金 12,970,817 13,171,651

自己株式 △1,134,464 △1,134,087

株主資本合計 13,784,876 13,985,964

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △55,520 △30,340

繰延ヘッジ損益 22 －

土地再評価差額金 △610,061 △610,061

為替換算調整勘定 △154,396 △139,960

評価・換算差額等合計 △819,955 △780,362

少数株主持分 199 231

純資産合計 12,965,120 13,205,832

負債純資産合計 20,627,163 19,795,394
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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９月１日
　至 平成21年５月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年９月１日
　至 平成22年５月31日)

売上高 22,413,984 16,480,560

売上原価 19,267,264 13,810,977

売上総利益 3,146,719 2,669,582

販売費及び一般管理費 ※
 2,316,096

※
 2,160,586

営業利益 830,622 508,996

営業外収益

受取利息 12,756 13,231

受取配当金 130,925 23,883

デリバティブ評価損戻入 － 440

受取賠償金 － 14,291

その他 50,146 20,073

営業外収益合計 193,828 71,918

営業外費用

為替差損 152,839 17,659

デリバティブ評価損 58,560 －

その他 5,575 5,577

営業外費用合計 216,974 23,237

経常利益 807,476 557,677

特別利益

固定資産売却益 33,303 2,853

貸倒引当金戻入額 1,448 122

その他 302 －

特別利益合計 35,054 2,975

特別損失

投資有価証券評価損 － 58,794

減損損失 60,192 －

製品補償損失 － 8,060

その他 3,256 6,130

特別損失合計 63,449 72,985

税金等調整前四半期純利益 779,080 487,667

法人税、住民税及び事業税 442,093 285,484

過年度法人税等 － 37,272

法人税等調整額 △30,795 △60,066

法人税等合計 411,298 262,689

少数株主利益又は少数株主損失（△） △25 4

四半期純利益 367,808 224,973
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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21年３月１日
　至 平成21年５月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成22年３月１日
　至 平成22年５月31日)

売上高 5,846,569 6,594,352

売上原価 5,065,759 5,489,306

売上総利益 780,809 1,105,046

販売費及び一般管理費 ※
 706,036

※
 760,353

営業利益 74,772 344,692

営業外収益

受取利息 4,498 4,997

受取配当金 84,720 －

為替差益 45,322 4,252

デリバティブ評価損戻入 72,860 －

その他 10,507 4,473

営業外収益合計 217,908 13,723

営業外費用

売上割引 124 19

デリバティブ評価損 － 15,880

その他 2,158 2,346

営業外費用合計 2,282 18,246

経常利益 290,399 340,169

特別利益

固定資産売却益 － 11

貸倒引当金戻入額 － △1,798

投資有価証券評価損戻入益 70,386 5,670

その他 2,231 －

特別利益合計 72,618 3,883

特別損失

固定資産除売却損 791 5,480

その他 28 －

特別損失合計 820 5,480

税金等調整前四半期純利益 362,197 338,572

法人税、住民税及び事業税 152,287 181,629

法人税等調整額 7,268 △33,144

法人税等合計 159,555 148,485

少数株主利益又は少数株主損失（△） △18 2

四半期純利益 202,659 190,084
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(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９月１日
　至 平成21年５月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年９月１日
　至 平成22年５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 779,080 487,667

減価償却費 311,135 298,775

減損損失 60,192 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,102 422

賞与引当金の増減額（△は減少） 93,395 108,143

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △19,000 △3,900

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1,575 △875

退職給付引当金の増減額（△は減少） 350 396

受取利息及び受取配当金 △143,681 △37,114

有形固定資産除売却損益（△は益） △30,196 2,677

為替差損益（△は益） － △1,016

投資有価証券評価損益（△は益） － 58,794

デリバティブ評価損益（△は益） 58,560 △440

ゴルフ会員権評価損 － 2,130

売上債権の増減額（△は増加） 6,570,767 △456,680

たな卸資産の増減額（△は増加） 884,822 △353,580

仕入債務の増減額（△は減少） △6,365,832 978,623

未払消費税等の増減額（△は減少） 33,859 △65,291

前渡金の増減額（△は増加） △90,629 △52,715

前受金の増減額（△は減少） △170,309 81,961

その他 △130,270 △7,030

小計 1,841,772 1,040,948

利息及び配当金の受取額 54,434 33,949

法人税等の支払額 △1,167,306 △319,365

営業活動によるキャッシュ・フロー 728,900 755,532

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △140,896 △58,508

有形固定資産の売却による収入 256,228 7,768

無形固定資産の取得による支出 △11,538 △59,845

投資有価証券の取得による支出 △2,786 －

子会社出資金の取得による支出 △16,643 △234,350

短期貸付けによる支出 △38,400 －

長期貸付けによる支出 △39,630 －

差入保証金の回収による収入 255 1,160

差入保証金の差入による支出 － △4,095

ゴルフ会員権の取得による支出 △11,832 －

保険積立金の積立による支出 － △1,218

定期預金の払戻による収入 56,304 －

その他 △8,496 －
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年９月１日
　至 平成21年５月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年９月１日
　至 平成22年５月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー 42,566 △349,090

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △2,120 △595

自己株式の処分による収入 787 342

配当金の支払額 △503,279 △415,417

少数株主への配当金の支払額 △54 △39

財務活動によるキャッシュ・フロー △504,666 △415,710

現金及び現金同等物に係る換算差額 △105,320 △5,740

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 161,480 △15,008

現金及び現金同等物の期首残高 5,712,274 4,928,186

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 104,032 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 5,977,786

※
 4,913,177
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【表示方法の変更】

　

　
当第３四半期連結会計期間

(自　平成22年３月１日　至　平成22年５月31日)

四半期連結貸借対照表関係 　「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平
成20年８月７日　内閣府令第50号)の適用に伴い、前第３四半期連結会計期間において、
「商品」「製品」として掲記されていたものは、当第３四半期連結会計期間は「商品及び
製品」として一括して掲記しております。なお、当第３四半期連結会計期間に含まれる
「商品」「製品」は、それぞれ475,861千円、96,522千円であります。
　また、前第３四半期連結会計期間において、「原材料」と流動資産の「その他」に含めて
表示しておりました「貯蔵品」(28,291千円)は、当第３四半期連結会計期間は「原材料及
び貯蔵品」として一括して掲記しております。なお、当第３四半期連結会計期間に含まれ
る「原材料」「貯蔵品」はそれぞれ274,935千円、32,135千円であります。

　 　前第３四半期連結会計期間において、固定資産の「有形固定資産」に含めて表示してお
りました「建物及び構築物(純額)」は、資産総額の100分の10を超えたため、当第３四半期
連結会計期間より区分掲記しております。なお、前第３四半期連結会計期間の固定資産の
「有形固定資産」に含まれる「建物及び構築物(純額)」は2,316,591千円であります。

　

【簡便な会計処理】

　

　
当第３四半期連結累計期間

(自　平成21年９月１日　至　平成22年５月31日)

１. 一般債権の貸倒見積高
の算定方法
 

　当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著し
い変化がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高
を算定しております。

２．固定資産の減価償却費
の算定

　固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積りを考慮した予算を策定しているため、
当該予算に基づく年間償却予定額を期間按分して算定しております。

３．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

　法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なも
のに限定する方法によっております。
　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度において使用した将来の
業績予測に経営環境等の変化を加味して判断しております。

　

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

当第３四半期連結累計期間(自　平成21年９月１日　至　平成22年５月31日)

    該当事項はありません。
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【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22年５月31日)

前連結会計年度末
(平成21年８月31日)

※　有形固定資産の減価償却累計額　　5,316,020千円 ※　有形固定資産の減価償却累計額　　5,079,866千円

　

(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９月１日
　至  平成21年５月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成21年９月１日
　至  平成22年５月31日)

※　販売費及び一般管理費の主なもの
　　　運賃　　　　　　　　　 　151,996千円
　　　役員報酬　　　　 　　　　160,217千円　
　　　給与　　　　　　　　 　　805,890千円
 　　 賞与引当金繰入額　　　　 160,460千円
　　　役員賞与引当金繰入額　　　15,700千円
　　　役員退職慰労引当金繰入額　12,375千円

※　販売費及び一般管理費の主なもの
　　　運賃　　　　　　　　　 　110,282千円
　　　役員報酬　　　　 　　　　150,463千円　
　　　給与　　　　　　　　 　　801,692千円
 　　 賞与引当金繰入額　　　　 164,428千円
　　　役員賞与引当金繰入額　　　17,200千円
　　　役員退職慰労引当金繰入額　11,825千円

　

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21年３月１日
　至  平成21年５月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自  平成22年３月１日
　至  平成22年５月31日)

※　販売費及び一般管理費の主なもの
　　　運賃　　　　　　　　 　　 27,928千円
　　　役員報酬　　　　 　　　　 51,223千円　
　　　給与　　　　　　　　 　　287,467千円
 　　 賞与引当金繰入額　　　　　53,855千円
　　　役員賞与引当金繰入額　     5,108千円
　　　役員退職慰労引当金繰入額　 4,125千円

※　販売費及び一般管理費の主なもの
　　　運賃　　　　　　　　 　　 38,167千円
　　　役員報酬　　　　 　　　　 48,472千円　
　　　給与　　　　　　　　 　　280,306千円
 　　 賞与引当金繰入額　　　　　75,511千円
　　　役員賞与引当金繰入額　     3,700千円
　　　役員退職慰労引当金繰入額　 3,945千円

　

(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９月１日
至  平成21年５月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成21年９月１日
至  平成22年５月31日)

※  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

　　　　　　　　　　　　 （平成21年５月31日現在）

現金及び預金 5,977,786千円

現金及び現金同等物の期末残高 5,977,786千円

※  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

　　　　　　　　　　　　 （平成22年５月31日現在）

現金及び預金 4,913,177千円

現金及び現金同等物の期末残高 4,913,177千円
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(株主資本等関係)

当第３四半期連結会計期間末(平成22年５月31日)及び当第３四半期連結累計期間(自　平成21年９月１日　

至　平成22年５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) 14,415,319

　

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) 1,512,206

　
３　配当に関する事項

　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11月26日
定時株主総会

普通株式 232,260 18平成21年８月31日 平成21年11月27日 利益剰余金

平成22年４月９日
取締役会

普通株式 193,547 15平成22年２月28日 平成22年５月19日 利益剰余金
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(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21年３月１日　至 平成21年５月31日)及び当第３四半期連結会計期
間(自 平成22年３月１日　至 平成22年５月31日)並びに前３第四半期連結累計期間(自 平成20年９月１
日　至 平成21年５月31日)及び当第３四半期連結累計期間(自 平成21年９月１日 至 平成22年５月31日)
　当社グループは、主として製造業における生産設備及び資材の製造、販売、メンテナンスを営んでおりま
すが、同事業の売上高、営業利益の金額は全セグメントの売上高の合計、営業利益の金額に占める割合が
いずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

　

【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21年３月１日  至  平成21年５月31日)

　
日本
(千円)

米国
(千円)

アジア
(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4,612,8981,088,954144,7165,846,569 ― 5,846,569

(2) セグメント間の
　　　  　　　 内部売上高

160,08814,163 1,508 175,760(175,760) ―

計 4,772,9861,103,118146,2246,022,329(175,760)5,846,569

営業利益又は営業損失(△) 57,632 3,888△40,704 20,817 53,955 74,772

　

当第３四半期連結会計期間(自  平成22年３月１日  至  平成22年５月31日)

　
日本
(千円)

米国
(千円)

アジア
(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5,949,838378,735265,7796,594,352 ― 6,594,352

(2) セグメント間の
　　　  　　　 内部売上高

211,731103,54220,859336,133(336,133) ―

計 6,161,569482,277286,6386,930,486(336,133)6,594,352

営業利益又は営業損失(△) 347,194△26,345 11,416332,26512,427344,692

　

前第３四半期連結累計期間(自　平成20年９月１日　至　平成21年５月31日)

　
日本
(千円)

米国
(千円)

アジア
(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19,687,4582,117,059609,46622,413,984 ― 22,413,984

(2) セグメント間の
　　　  　　　 内部売上高

1,505,536172,79953,1421,731,478(1,731,478)―

計 21,192,9942,289,859662,60924,145,463(1,731,478)22,413,984

営業利益又は営業損失(△) 943,329△97,305△59,804786,22044,402830,622
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当第３四半期連結累計期間(自　平成21年９月１日　至　平成22年５月31日)

　
日本
(千円)

米国
(千円)

アジア
(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15,078,642800,435601,48216,480,560 ― 16,480,560

(2) セグメント間の
　　　　　　　　内部売上高

552,544261,04370,817884,406(884,406) ―

計 15,631,1871,061,479672,30017,364,966(884,406)16,480,560

営業利益又は営業損失(△) 547,174△85,573 28,863490,46518,531508,996

(注)１　国又は地域の区分は、地理的近接度により区分しております。前第１四半期連結会計期間より中国子会社で

ある煙台進和接合技術有限公司が連結子会社となりましたが、重要性が乏しいためタイとともに「アジア」と

して表示しております。

　　２　アジアの内訳は次のとおりであります。　

　 アジア　　　…　中国、タイ

    ３　会計処理の方法の変更

　　　　前第３四半期連結累計期間

　　　（たな卸資産の評価に関する会計基準）

　　 　「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」２.(１)に記載のとおり、第１四期

　　　　連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第９号　平成18年７月５日)を適用

　　　  しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて営業利益が日本で48,462千円減少し、

　　　　営業損失が米国で1,436千円、アジアで879千円それぞれ増加しております。
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【海外売上高】

前第３四半期連結会計期間(自  平成21年３月１日  至  平成21年５月31日)

　 北米 アジア その他 計

Ⅰ　海外売上高(千円) 1,125,067 310,456 58,071 1,493,595

Ⅱ　連結売上高(千円) ― ― ― 5,846,569

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

19.2 5.3 1.0 25.5

　

当第３四半期連結会計期間(自  平成22年３月１日  至  平成22年５月31日)

　 アジア 北米 その他 計

Ⅰ　海外売上高(千円) 731,833 427,779 78,107 1,237,721

Ⅱ　連結売上高(千円) ― ― ― 6,594,352

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

11.1 6.5 1.2 18.8

　

前第３四半期連結累計期間(自  平成20年９月１日  至  平成21年５月31日)

　 北米 アジア その他 計

Ⅰ　海外売上高(千円) 2,530,475 1,803,285 460,731 4,794,492

Ⅱ　連結売上高(千円) ― ― ― 22,413,984

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

11.3 8.0 2.1 21.4

　

当第３四半期連結累計期間(自  平成21年９月１日  至  平成22年５月31日)

　 アジア 北米 その他 計

Ⅰ　海外売上高(千円) 1,874,433 926,900 302,889 3,104,224

Ⅱ　連結売上高(千円) ― ― ― 16,480,560

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

11.4 5.6 1.8 18.8

(注)１  地域は、地域的近接度により区分しております。  

　　２　各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。  

　　 (1)アジア　　　…　台湾、中国、タイ他

　　 (2)北米　　　　…　米国、メキシコ、カナダ

　　 (3)その他　　　…　英国、南アフリカ、ベルギー他

　　３　海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。  
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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22年５月31日)

前連結会計年度末
(平成21年８月31日)

　 　

１株当たり純資産額 1,004円79銭
　

　 　

１株当たり純資産額 1,023円43銭
　

　

２  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９月１日
至  平成21年５月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成21年９月１日
至  平成22年５月31日)

１株当たり四半期純利益金額 28円50銭

なお、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。
　

１株当たり四半期純利益金額 17円44銭

なお、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。
　

　

(注)  １株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、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20年９月１日 
  至　平成21年５月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成21年９月１日 
  至　平成22年５月31日)

四半期純利益(千円) 367,808 224,973

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利益(千円) 367,808 224,973

 普通株式の期中平均株式数(千株) 12,903 12,903
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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21年３月１日
至  平成21年５月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自  平成22年３月１日
至  平成22年５月31日)

１株当たり四半期純利益金額 15円71銭

なお、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。

　

１株当たり四半期純利益金額 14円73銭

なお、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。

　

　

(注)  １株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第３四半期連結会計期間
(自　平成21年３月１日 
  至　平成21年５月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成22年３月１日 
  至　平成22年５月31日)

四半期純利益(千円) 202,659 190,084

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利益(千円) 202,659 190,084

 普通株式の期中平均株式数(千株) 12,903 12,903

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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２【その他】

   平成22年４月９日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

　 ①中間配当による配当金の総額　　　　　　　　　193,547千円

　 ②１株当たりの金額         　　　　　　　　　 15円00銭

　 ③支払請求の効力発生日および支払開始日　　　　平成22年５月19日

　 （注）平成22年２月28日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行いました。
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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７月14日

株式会社進和

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    松    井    夏    樹    印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    内    山    隆    夫    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

会社進和の平成20年９月１日から平成21年８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３月１日から平成21年５月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成20年９月１日から平成21年５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、株式会社進和及び連結子会社の平成21年５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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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成22年７月14日

株式会社進和

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    松    井    夏    樹    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

　

　

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

会社進和の平成21年９月１日から平成22年８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22

年３月１日から平成22年５月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成21年９月１日から平成22年５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、株式会社進和及び連結子会社の平成22年５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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