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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

営業収益 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

26年3月期第1四半期 227,832 15.7 28,801 5.0 24,038 14.9 17,105 43.8
25年3月期第1四半期 196,944 △7.5 27,434 31.9 20,913 50.9 11,896 166.9

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 34,483百万円 （247.1％） 25年3月期第1四半期 9,933百万円 （87.3％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

26年3月期第1四半期 12.33 12.32
25年3月期第1四半期 8.57 8.57

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 4,723,464 1,385,102 26.7
25年3月期 4,711,521 1,366,011 26.3
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  1,263,261百万円 25年3月期  1,239,547百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無   

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

25年3月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 6.00 ― 6.00 12.00

3. 平成26年3月期の連結業績予想（平成25年4月1日～平成26年3月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 1,070,000 15.4 160,000 35.2 122,000 32.1 58,000 27.5 41.80



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四
半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際
の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想に関する事項は、添付資料７ページ １．当四半期決算に関する定性的情報（２）連結業
績予想などの将来予測情報に関する説明をご覧ください。 
２．四半期決算補足説明資料はTDnetで同日開示しており、また、当社ホームページに掲載しております。 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期1Q 1,390,397,097 株 25年3月期 1,390,397,097 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 2,729,843 株 25年3月期 2,744,114 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 1,387,658,491 株 25年3月期1Q 1,387,812,333 株
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（１）経営成績に関する説明 

当第１四半期の業績は、営業収益が 百万円で前年同期に比べ 百万円の増収（＋ ％）、営業利

益は 百万円で 百万円の増益（＋ ％）、経常利益は 百万円で 百万円の増益（＋

％）となりました。 

特別損益につきましては、前年同期において負ののれん発生益 百万円を特別利益に計上しており、当第１

四半期においても、負ののれん発生益 百万円を特別利益に計上しております。 

この結果、税金等調整前四半期純利益は 百万円となり、四半期純利益は前年同期に比べ 百万円増益

（＋ ％）の 百万円となりました。 

   

当第１四半期（平成25年４月１日～平成25年６月30日）の業績及び各セグメントの業績は次の通りであります。

  

        

１．当四半期決算に関する定性的情報

227,832 30,887 15.7

28,801 1,366 5.0 24,038 3,124 14.9

1,264

4,471

28,509 5,208

43.8 17,105

  （単位：百万円）

区  分 前第１四半期 当第１四半期 増減 

営業収益  196,944  227,832  30,887

営業利益  27,434  28,801  1,366

経常利益  20,913  24,038  3,124

四半期純利益  11,896  17,105  5,208

  （単位：百万円）

  
前第１四半期 当第１四半期 

営業収益 
営業利益又は 
営業損失（△）  

営業収益 
営業利益又は 
営業損失（△）  

ビル事業  107,672  28,527  129,070  26,688

住宅事業  63,765  297    60,477  2,180

都市開発事業  2,622  629  15,462  1,038

海外事業  9,399  1,764  10,638  2,269

投資マネジメント事業  981  501  1,169  567

設計監理事業  4,436  365  2,580    △456

ホテル事業  7,003  0  7,096  236

不動産サービス事業  5,551  △835  6,015    △223

その他の事業  892  105  854  1

調整額   △5,380  △3,921  △5,534  △3,501

合  計  196,944  27,434    227,832    28,801
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（a）ビル事業 

・当第１四半期においては、前年度に竣工したビルが通期稼働したことから、建物賃貸収益は増収となりまし

た。また「有楽町電気ビル」を売却したことから、その他収益も増収となりました。 

なお、当社の平成25年６月末の空室率は8.33％となっております。 

・この結果、当セグメントの営業収益は前年同期に比べ 百万円増収の 百万円となりましたが、営

業利益はビルの閉館等に伴い賃貸利益が悪化したこと等により 百万円減益の 百万円となりまし

た。   

・平成20年からの10年間となる「第２ステージ」では、「第１ステージ」から取り組んできた丸の内再構築の更

なる「拡がり」と「深まり」を目指し、「大手町・丸の内・有楽町地区」全域にその効果を波及させることを

計画しております。なお、平成22年４月に新築工事に着手した「大手町フィナンシャルシティ」は平成24年10

月に竣工し、引き続き「（仮称）大手町１－１計画」（Ａ棟平成27年度、Ｂ棟平成28年度竣工予定）に着手し

ております。 

・当年度の業績につきましては、営業収益 億円、営業利益 億円を見込んでおります。  

（注）１．金額は消費税等抜きで表示しております。 

２．営業収益には、セグメント間の内部営業収益又は振替高を含めております。  

  

21,397 129,070

1,838 26,688

5,090 1,170

  （単位：百万円）

摘  要 
前第１四半期 当第１四半期 

貸付面積等 営業収益 貸付面積等 営業収益 

建物賃貸 

貸付面積  

（所有） ㎡2,477,458

（転貸） ㎡1,338,436

合計 ㎡3,815,894

 93,966

貸付面積  

（所有） ㎡2,453,847

（転貸） ㎡1,580,294

合計 ㎡4,034,141

 97,399

ビル運営管理受託 管理受託面積 ㎡2,058,105  4,184 管理受託面積 ㎡2,116,709  4,681

営繕請負工事 
受注件数  件 

完成件数  件 

1,799

1,691
   1,847

受注件数  件 

完成件数  件 

1,336

1,329
 1,661

地域冷暖房事業 
供給先 オフィスビル91棟 

ホテル５棟 地下鉄 駅舎  16
 1,754

供給先 オフィスビル91棟 

ホテル５棟 地下鉄 駅舎 16
 1,949

その他 －  5,919 －  23,378

合  計 －  107,672 －  129,070
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（b）住宅事業 

  ・マンション事業の主な売上計上物件 

「ザ・パークハウス津田沼奏の杜」        （千葉県習志野市）  

「ザ・パークハウス中野坂上レジデンス」     （東京都中野区） 

「ザ・パークハウス大阪福島」           （大阪府大阪市） 

「ザ・パークハウスつつじヶ丘」          （東京都調布市） 

・マンション事業において、売上計上戸数が前年同期に比べ減少したため減収となりました。 

・この結果、当セグメントの営業収益は 百万円と前年同期に比べ 百万円の減収となりましたが、営

業利益は利益率が改善したことから前年同期に比べ 百万円増益の 百万円となりました。 

・当第１四半期の営業収益は通期見込みの約16％の水準となっておりますが、これはマンション等の竣工及び顧

客への引渡しが年度末に集中する傾向にあることによる季節要因であります。 

・当年度の業績につきましては、営業収益 億円、営業利益 億円を見込んでおります。 

（注）１．金額は消費税等抜きで表示しております。 

２．営業収益には、セグメント間の内部営業収益又は振替高を含めております。 

３．他社との共同事業物件の売上計上戸数及び金額は当社持分によっております。  

  

60,477 3,287

1,882 2,180

3,900 270

  （単位：百万円）

摘  要 
前第１四半期 当第１四半期 

販売数量等 営業収益 販売数量等 営業収益 

マンション 売上計上戸数      戸 999    44,071 売上計上戸数     戸 967  42,266

住宅管理業務受託 受託件数    件 187,093  7,747 受託件数    件 191,513  7,886

注文住宅事業       －  3,902       －  4,803

その他 －    8,044 －  5,520

合  計 －  63,765 －    60,477
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（c）都市開発事業 

・当第１四半期においては、保有する物件を売却したこと等により、営業収益は増収となりました。 

・この結果、当セグメントの営業収益は 百万円と前年同期に比べ 百万円の増収となり、営業利益は

前年同期に比べ 百万円増益の 百万円となりました。 

・当年度の業績につきましては、営業収益 億円、営業利益 億円を見込んでおります。 

（注）１．金額は消費税等抜きで表示しております。 

２．営業収益には、セグメント間の内部営業収益又は振替高を含めております。  

  

（d）海外事業  

・当第１四半期においては、前年同期に比べ円安となったこと等により、増収となりました。 

・この結果、当セグメントの営業収益は 百万円と前年同期に比べ 百万円の増収となり、営業利益は

前年同期に比べ 百万円増益の 百万円となりました。 

・当年度の業績につきましては、営業収益 億円、営業利益 億円を見込んでおります。 

（注）１．金額は消費税等抜きで表示しております。 

２．営業収益には、セグメント間の内部営業収益又は振替高を含めております。 

   

（e）投資マネジメント事業  

・当第１四半期においては、アセットマネジメントフィー収入の増加等により、増収となりました。 

・この結果、当セグメントの営業収益は 百万円と前年同期に比べ 百万円の増収となり、営業利益は前年

同期に比べ 百万円増益の 百万円となりました。 

・当年度の業績につきましては、営業収益 億円、営業利益 億円を見込んでおります。 

（注）１．金額は消費税等抜きで表示しております。 

２．営業収益には、セグメント間の内部営業収益又は振替高を含めております。  

  

15,462 12,840

409 1,038

350 50

  （単位：百万円）

摘  要 
営  業  収  益 

前第１四半期 当第１四半期 

都市開発    2,622  15,462

合  計    2,622  15,462

10,638 1,239

504 2,269

770 200

  （単位：百万円）

摘  要 
前第１四半期 当第１四半期 

貸付面積等 営業収益 貸付面積等 営業収益 

不動産開発・賃貸 
貸付面積    ㎡ 

管理受託面積  ㎡ 

611,285

188,196
 8,485

貸付面積    ㎡ 

管理受託面積  ㎡ 

588,973

218,684
   9,467

その他 －  913 －  1,170

合  計 －  9,399 －    10,638

1,169 188

65 567

50 20

  （単位：百万円）

摘  要 
営  業  収  益 

前第１四半期 当第１四半期 

投資マネジメント    981  1,169

合  計    981  1,169
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（f）設計監理事業 

・㈱三菱地所設計において、「ザ・パークハウス津田沼奏の杜」（千葉県習志野市）等の設計監理業務他の収益

を計上しました。 

・当第１四半期においては、設計監理収益の売上件数及び内装工事収益の１件当たり金額が減少したことによ

り、それぞれ減収となりました。 

・この結果、当セグメントの営業収益は 百万円と前年同期に比べ 百万円の減収となり、営業損益は前

年同期に比べ 百万円悪化し 百万円の損失を計上しました。 

・当第１四半期の営業収益は通期見込みの約13％の水準となっておりますが、これは業務の完成が年度末に集中

する傾向にあることによる季節要因であります。 

・当年度の業績につきましては、営業収益 億円、営業利益 億円を見込んでおります。 

（注）１．金額は消費税等抜きで表示しております。 

２．営業収益には、セグメント間の内部営業収益又は振替高を含めております。 

   

 （g）ホテル事業  

・ホテル事業統括会社である㈱ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツを中心に、「ロイヤルパークホテルズ」

各ホテルの体質強化及び「ロイヤルパークホテル ザ（＋都市名）」のブランド名による新たなホテル事業の

展開を図っております。 

・当第１四半期においては、宿泊部門収益が増加したことにより、営業収益は 百万円と前年同期に比べ

百万円増収となり、営業利益は前年同期に比べ 百万円増益の 百万円となりました。 

・当年度の業績につきましては、営業収益 億円、営業利益５億円を見込んでおります。 

（注）１．金額は消費税等抜きで表示しております。 

２．営業収益には、セグメント間の内部営業収益又は振替高を含めております。 

  

2,580 1,855

821 456

200 10

  （単位：百万円）

摘  要 
前第１四半期 当第１四半期 

売上件数等 営業収益 売上件数等 営業収益 

設計監理 
受注件数      件 

売上件数      件  

265

222
 3,153

受注件数      件 

売上件数      件 

295

200
   2,246

内装工事 
受注件数       件 

売上件数       件  

48

39
   1,079

受注件数       件 

売上件数       件 

64

31
 170

その他 －  203 －  163

合  計 －  4,436 －    2,580

7,096 92

235 236

300

  （単位：百万円）

摘  要 
営  業  収  益 

前第１四半期 当第１四半期 

宿泊部門    2,548  2,815

レストラン・バー部門  1,619  1,615

宴会部門  2,199  2,044

その他    635  621

合  計    7,003  7,096
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（h）不動産サービス事業  

・当第１四半期においては、取扱件数及び１件当たりの手数料が増加したことにより、不動産仲介収益は増収と

なりました。 

・この結果、当セグメントの営業収益は 百万円と前年同期に比べ 百万円の増収となり、営業損失は

百万円と前年同期に比べ 百万円改善しました。 

・当年度の業績につきましては、営業収益 億円、営業利益 億円を見込んでおります。  

（注）１．金額は消費税等抜きで表示しております。 

２．営業収益には、セグメント間の内部営業収益又は振替高を含めております。 

    

（２）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

当第１四半期の実績等を勘案した結果、現時点において平成25年５月７日に発表いたしました業績予想を変更し

ておりません。 

  

6,015 463 223

611

260 10

  （単位：百万円）

摘  要 
前第１四半期 当第１四半期 

売上件数等 営業収益 売上件数等 営業収益 

不動産仲介 取扱件数     589件  1,335 取扱件数      614件  1,912

その他 －  4,216 －  4,103

合  計 －  5,551 －    6,015
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２．四半期連結財務諸表 
（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25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 192,076 133,437

受取手形及び営業未収入金 29,925 25,110

有価証券 612 637

販売用不動産 152,354 120,894

仕掛販売用不動産 343,621 354,129

開発用不動産 8,615 8,615

未成工事支出金 5,509 7,577

その他のたな卸資産 935 1,020

エクイティ出資 208,523 223,700

繰延税金資産 21,064 28,838

その他 63,736 61,386

貸倒引当金 △201 △182

流動資産合計 1,026,773 965,165

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,063,217 2,100,665

減価償却累計額及び減損損失累計額 △1,177,223 △1,199,519

建物及び構築物（純額） 885,994 901,146

機械装置及び運搬具 89,095 90,089

減価償却累計額及び減損損失累計額 △64,361 △65,563

機械装置及び運搬具（純額） 24,733 24,525

土地 1,883,246 1,907,352

信託土地 377,854 400,215

建設仮勘定 33,909 44,673

その他 46,542 46,956

減価償却累計額及び減損損失累計額 △28,444 △29,088

その他（純額） 18,098 17,867

有形固定資産合計 3,223,836 3,295,780

無形固定資産   

借地権 86,947 87,866

その他 7,485 7,611

無形固定資産合計 94,432 95,478

投資その他の資産   

投資有価証券 201,005 207,502

長期貸付金 1,601 1,574

敷金及び保証金 110,689 112,248

繰延税金資産 16,798 8,633

その他 38,309 38,974

貸倒引当金 △1,924 △1,894

投資その他の資産合計 366,479 367,039

固定資産合計 3,684,748 3,758,298

資産合計 4,711,521 4,723,464
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び営業未払金 53,044 44,929

短期借入金 68,291 65,192

1年内返済予定の長期借入金 166,445 124,219

コマーシャル・ペーパー 35,000 75,000

1年内償還予定の社債 57,567 59,092

未払法人税等 8,935 3,963

債務保証損失引当金 7,030 －

繰延税金負債 879 603

その他 142,249 137,186

流動負債合計 539,444 510,186

固定負債   

社債 689,664 679,664

長期借入金 1,058,240 1,079,368

受入敷金保証金 378,876 381,950

繰延税金負債 194,827 205,663

再評価に係る繰延税金負債 321,972 319,188

退職給付引当金 16,671 16,239

役員退職慰労引当金 743 543

負ののれん 88,143 89,218

その他 56,925 56,338

固定負債合計 2,806,065 2,828,175

負債合計 3,345,509 3,338,361

純資産の部   

株主資本   

資本金 141,373 141,373

資本剰余金 170,485 170,485

利益剰余金 413,392 426,654

自己株式 △4,585 △4,599

株主資本合計 720,666 733,913

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 70,608 74,136

繰延ヘッジ損益 △221 △187

土地再評価差額金 498,103 493,330

為替換算調整勘定 △49,608 △37,931

その他の包括利益累計額合計 518,881 529,347

新株予約権 500 500

少数株主持分 125,963 121,340

純資産合計 1,366,011 1,385,102

負債純資産合計 4,711,521 4,723,464
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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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

営業収益 196,944 227,832

営業原価 150,845 181,037

営業総利益 46,099 46,794

販売費及び一般管理費 18,664 17,993

営業利益 27,434 28,801

営業外収益   

受取利息 125 90

受取配当金 1,491 1,672

負ののれん償却額 208 －

持分法による投資利益 268 211

その他 638 732

営業外収益合計 2,733 2,706

営業外費用   

支払利息 6,421 5,598

固定資産除却損 968 545

その他 1,863 1,325

営業外費用合計 9,254 7,469

経常利益 20,913 24,038

特別利益   

負ののれん発生益 1,264 4,471

特別利益合計 1,264 4,471

税金等調整前四半期純利益 22,178 28,509

法人税、住民税及び事業税 7,349 3,936

法人税等調整額 1,583 5,491

法人税等合計 8,933 9,427

少数株主損益調整前四半期純利益 13,245 19,082

少数株主利益 1,348 1,976

四半期純利益 11,896 17,105
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（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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 13,245 19,082

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △13,407 3,531

繰延ヘッジ損益 △12 54

土地再評価差額金 － △79

為替換算調整勘定 9,796 11,378

持分法適用会社に対する持分相当額 310 515

その他の包括利益合計 △3,311 15,401

四半期包括利益 9,933 34,483

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 8,400 32,266

少数株主に係る四半期包括利益 1,533 2,216
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６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 22,178 28,509

減価償却費 17,586 18,249

有形固定資産除売却損益（△は益） 447 288

有価証券売却損益（△は益） － 40

有価証券評価損益（△は益） 670 －

減損損失 － 0

社債発行費 286 1

のれん償却額 896 1,129

負ののれん発生益 △1,264 △4,471

持分法による投資損益（△は益） △268 △211

引当金の増減額（△は減少） 272 △6,745

受取利息及び受取配当金 △1,617 △1,762

支払利息 6,427 5,610

売上債権の増減額（△は増加） 6,421 6,933

たな卸資産の増減額（△は増加） △8,085 17,867

エクイティ出資の増減額（△は増加） △5,142 △7,669

前渡金の増減額（△は増加） 722 △731

敷金及び保証金の増減額（△は増加） 2,974 △1,575

仕入債務の増減額（△は減少） △23,939 △9,944

未払消費税等の増減額（△は減少） 1,445 794

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） 933 3,021

その他 △30,741 △2,310

小計 △9,797 47,024

利息及び配当金の受取額 3,202 1,944

利息の支払額 △7,019 △6,094

法人税等の支払額 △15,774 △10,124

営業活動によるキャッシュ・フロー △29,389 32,749

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 30 30

定期預金の預入による支出 △15 △15

有価証券の売却及び償還による収入 12 －

有形固定資産の売却による収入 169 1,063

有形固定資産の取得による支出 △101,710 △81,800

投資有価証券の売却及び償還による収入 0 290

投資有価証券の取得による支出 △2,270 △200

借地権の売却による収入 27 149

借地権の取得による支出 △1,407 －

短期貸付金の回収による収入 5 5

短期貸付けによる支出 △1 △0

長期貸付金の回収による収入 21 26

長期貸付けによる支出 △4 △2

共同事業による収入 5,718 －

共同事業による支出 △15,020 △65

その他 △61 △702

投資活動によるキャッシュ・フロー △114,507 △81,223

三菱地所㈱　（8802）　平成26年３月期　第１四半期決算短信

－ 12 －



（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

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） 2,152 △5,437

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） 40,000 40,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △573 △541

長期借入れによる収入 67,641 36,689

長期借入金の返済による支出 △44,236 △61,065

社債の発行による収入 85,492 3,504

社債の償還による支出 △40,000 △14,265

自己株式の純増減額（△は増加） 18 △34

配当金の支払額 △8,128 △8,135

少数株主への配当金の支払額 △2,339 △2,370

その他 17,729 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 117,755 △11,655

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,278 2,367

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △24,862 △57,762

現金及び現金同等物の期首残高 215,771 191,837

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 42,724 －

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △856

現金及び現金同等物の四半期末残高 233,634 133,218
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該当事項はありません。   

   

  該当事項はありません。    

   

（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）
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