
 
平成18年12月期 個別中間財務諸表の概要 平成18年８月４日

上場会社名 サッポロホールディングス株式会社 上場取引所 東　札

コード番号 2501 本社所在都道府県 東京都

（URL　http://www.sapporoholdings.jp）

代表者　　　　　役職名 取締役　社長   氏名　村上　隆男

問合せ先責任者　役職名 取締役　経営戦略部長  氏名　持田　佳行 ＴＥＬ　(03）5423－7407

決算取締役会開催日 平成18年８月４日 中間配当支払開始日 ―

単元株制度採用の有無 有（１単元　1,000株）   

１．18年６月中間期の業績（平成18年１月１日～平成18年６月30日）

(1）経営成績 記載金額は百万円未満を切り捨てております。

営業収益 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年６月中間期 2,635 71.0 1,143 244.5 1,892 72.3

17年６月中間期 1,541 △5.0 331 △58.9 1,098 △31.1

17年12月期 3,165 809 2,273

中間（当期）純利益
１株当たり中間
（当期）純利益

百万円 ％ 円 銭

18年６月中間期 1,581 129.2 4.33  

17年６月中間期 690 △55.4 1.94  

17年12月期 1,700 4.78  

（注）①期中平均株式数 18年６月中間期 365,248,283株 17年６月中間期 355,037,429株 17年12月期 355,853,395株

②会計処理の方法の変更 無

③営業収益、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2）財政状態  

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円　 銭

18年６月中間期 347,257 119,311 34.4 326.68  

17年６月中間期 379,793 111,056 29.2 312.85  

17年12月期 352,064 119,834 34.0 328.06  

（注）①期末発行済株式数 18年６月中間期 365,220,164株 17年６月中間期 354,987,618株 17年12月期 365,284,323株

②期末自己株式数 18年６月中間期 1,351,242株 17年６月中間期 1,191,867株 17年12月期 1,287,083株

２．18年12月期の業績予想（平成18年１月１日～平成18年12月31日）

営業収益 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 5,100 3,200 2,300

（注）上記の平成18年12月期の業績予想（通期）につきましては、平成18年2月17日の公表数値より変更ありません。

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　6 円　30銭

        予想営業利益（通期）　　　       2,200百万円

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

中間期末 期末 年間

17年12月期 ― 5.00 5.00

18年12月期（実績） ― ―  
5.0018年12月期（予想） ― 5.00

※　上記の予想の前提条件その他関連する事項については、添付資料の8ページを参照下さい。

37



個別中間財務諸表等
(1) 中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成17年６月30日）
当中間会計期間末

（平成18年６月30日）
対前中間期
比

前事業年度要約貸借対照表
（平成17年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１　現金及び預金  30,262   4,323   △25,938 21,763   

２　営業未収入金  280   444   163 317   

３　関係会社短期
貸付金

 42,747   52,347   9,600 33,026   

４　その他  10,321   1,118   △9,203 2,367   

流動資産合計   83,611 22.0  58,233 16.8 △25,377  57,475 16.3

Ⅱ　固定資産            

１　無形固定資産  24   21   △2 22   

２　投資その他の
資産

           

(1）関係会社株
式

 98,488   98,355   △133 98,478   

(2）関係会社長
期貸付金

 186,166   175,944   △10,222 180,994   

(3）その他 ※１ 11,504   14,703   3,199 15,094   

計  296,158   289,002   △7,155 294,566   

固定資産合計   296,182 78.0  289,023 83.2 △7,158  294,588 83.7

資産合計   379,793 100.0  347,257 100.0 △32,536  352,064 100.0
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前中間会計期間末

（平成17年６月30日）
当中間会計期間末

（平成18年６月30日）
対前中間期
比

前事業年度要約貸借対照表
（平成17年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１　短期借入金 ※１ 52,659   21,900   △30,759 4,650   

２　１年内に返済
する長期借入
金

※１ －   57,424   57,424 47,530   

３　１年内に償還
する社債

 30,000   24,499   △5,501 10,000   

４　賞与引当金  74   40   △34 26   

５　その他 ※２ 2,058   3,848   1,790 8,453   

流動負債合計   84,791 22.3  107,711 31.0 22,920  70,660 20.1

Ⅱ　固定負債            

１　社債  10,000   10,000   － 10,000   

２　転換社債  19,720   19,720   － 19,720   

３　新株予約権付
社債

 20,000   －   △20,000 14,499   

４　長期借入金 ※１ 130,601   85,828   △44,773 112,380   

５　退職給付引当
金

 3,467   3,347   △119 3,581   

６　役員退職慰労
引当金

 96   10   △85 96   

７　その他  60   1,327   1,267 1,292   

固定負債合計   183,945 48.5  120,234 34.6 △63,710  161,570 45.9

負債合計   268,737 70.8  227,946 65.6 △40,790  232,230 66.0

            

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   43,831 11.5  － － △43,831  46,595 13.2

Ⅱ　資本剰余金            

１　資本準備金  36,488   －   △36,488 39,252   

２　その他資本剰
余金

 8   －   △8 9   

資本剰余金合計   36,497 9.6  － － △36,497  39,262 11.2

Ⅲ　利益剰余金            

１　利益準備金  6,754   －   △6,754 6,754   

２　任意積立金  19,339   －   △19,339 19,339   

３　中間（当期）
未処分利益

 3,255   －   △3,255 4,265   

利益剰余金合計   29,348 7.7  － － △29,348  30,358 8.6

Ⅳ　その他有価証券
評価差額金

  1,784 0.5  － － △1,784  4,078 1.1

Ⅴ　自己株式   △404 △0.1  － － 404  △461 △0.1

資本合計   111,056 29.2  － － △111,056  119,834 34.0

負債・資本合計   379,793 100.0  － － △379,793  352,064 100.0
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前中間会計期間末

（平成17年６月30日）
当中間会計期間末

（平成18年６月30日）
対前中間期
比

前事業年度要約貸借対照表
（平成17年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
構成比
（％）

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本         

１　資本金  － － 46,595 13.4 46,595 － －

２　資本剰余金   

(1）資本準備金  － 39,252 39,252 －

(2）その他資本
剰余金

 － 12 12 －

資本剰余金合
計

 － － 39,265 11.3 39,265 － －

３　利益剰余金   

(1）利益準備金  － 6,754 6,754 －

(2）その他利益
剰余金

     

別途積立金  － 19,339 19,339 －

繰越利益剰
余金

 － 4,021 4,021 －

利益剰余金合
計

 － － 30,114 8.7 30,114 － －

４　自己株式  － － △502 △0.1 △502 － －

株主資本合計  － － 115,472 33.3 115,472 － －

Ⅱ　評価・換算差額
等

        

１　その他有価証
券評価差額金

 － － 3,838 1.1 3,838 － －

評価・換算差額
等合計

 － － 3,838 1.1 3,838 － －

純資産合計  － － 119,311 34.4 119,311 － －

負債純資産合計  － － 347,257 100.0 347,257 － －
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

対前中間期
比

前事業年度要約損益計算書
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　営業収益            

１　事業会社運営
収入

 1,489   2,204    3,112   

２　関係会社配当
金収入

 52 1,541 100.0 431 2,635 100.0 1,094 52 3,165 100.0

Ⅱ　営業費用            

一般管理費 ※１ 1,209 1,209 78.5 1,492 1,492 56.6 282 2,355 2,355 74.4

営業利益   331 21.5  1,143 43.4 811  809 25.6

Ⅲ　営業外収益 ※２  2,471 160.3  2,076 78.8 △394  4,602 145.4

Ⅳ　営業外費用 ※３  1,704 110.6  1,327 50.4 △377  3,139 99.2

経常利益   1,098 71.2  1,892 71.8 794  2,273 71.8

Ⅴ　特別利益 ※４  79 5.2  177 6.7 98  178 5.6

Ⅵ　特別損失   － －  2 0.1 2  － －

税引前中間
（当期）純利
益

  1,177 76.4  2,067 78.4 890  2,451 77.4

法人税、住民
税及び事業税

 △1   261    299   

法人税等調整
額

 488 487 31.6 224 485 18.4 △1 451 751 23.7

中間（当期）
純利益

  690 44.8  1,581 60.0 891  1,700 53.7

前期繰越利益   2,565   －  △2,565  2,565  

中間（当期）
未処分利益

  3,255   －  △3,255  4,265  
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(3) 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自平成18年１月１日　至平成18年６月30日）

 （単位：百万円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準備

金
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

平成17年12月31日　残高 46,595 39,252 9 39,262 6,754 19,339 4,265 30,358 △461 115,755

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当       △1,826 △1,826  △1,826

中間純利益       1,581 1,581  1,581

自己株式の取得         △45 △45

自己株式の処分   2 2     3 6

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純額）
          

中間会計期間中の変動額合計 － － 2 2 － － △244 △244 △41 △283

平成18年６月30日　残高 46,595 39,252 12 39,265 6,754 19,339 4,021 30,114 △502 115,472

 （単位：百万円）

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評価
差額金

評価・換算差額等合
計

平成17年12月31日　残高 4,078 4,078 119,834

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当   △1,826

中間純利益   1,581

自己株式の取得   △45

自己株式の処分   6

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純額）
△239 △239 △239

中間会計期間中の変動額合計 △239 △239 △522

平成18年６月30日　残高 3,838 3,838 119,311
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

 
前中間会計期間

（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

１　資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

満期保有目的の債券

…償却原価法

(1）有価証券

同左

 

(1）有価証券

満期保有目的の債券

…償却原価法

 子会社株式及び関連会社株式

…移動平均法に基づく原価法

 

 

子会社株式及び関連会社株式

…移動平均法に基づく原価法

 その他有価証券

①　時価のあるもの

…中間決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は

全部資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

により算定）

 

 

 

その他有価証券

①　時価のあるもの

…期末日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部

資本直入法により処理し、

売却原価は移動平均法によ

り算定）

 ②　時価のないもの

…移動平均法に基づく原価法

 

 

②　時価のないもの

…移動平均法に基づく原価法

 (2）デリバティブ…時価法 (2）デリバティブ…同左 (2）デリバティブ…同左

２　固定資産の減価償却の方

法

(1）無形固定資産

　定額法を採用しております。

(1）無形固定資産

同左

(1）無形固定資産

同左

３　引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備え

るため、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を

検討し、回収不能見込額を計上し

ております。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

 (2）賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、将来の支給見

込額のうち、当中間会計期間に属

する部分の金額を計上しておりま

す。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、将来の支給見

込額のうち、当期に属する部分の

金額を計上しております。
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前中間会計期間

（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

 (3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づき、

当中間会計期間末において発生し

ていると認められる額を計上して

おります。

　なお会計基準変更時差異につき

ましては、15年による按分額を費

用処理しております。

　過去勤務債務は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（15年）による定額法

により費用処理することとしてお

ります。

　数理計算上の差異は、各事業年

度の発生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数

（15年）による定額法により按分

した額をそれぞれ発生の翌事業年

度から費用処理することとしてお

ります。

(3）退職給付引当金

同左

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当期末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき当期末

において発生していると認められ

る額を計上しております。

　なお会計基準変更時差異につき

ましては、15年による按分額を費

用処理しております。

　過去勤務債務は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（15年）による定額法

により償却しております。

　数理計算上の差異は、その発生

時における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（15年）に

よる定額法により按分した額をそ

れぞれ発生の翌期から償却してお

ります。

(追加情報)

　当社及び子会社のサッポロビー

ル株式会社を母体とするサッポロ

ビール企業年金基金は、平成17年

11月１日付けで、加入者分につい

ては、従来の確定利率の制度から

キャッシュバランス類似制度への

制度改定、また受給者分について

は給付利率を変更しておりま

す。

　この結果、一般管理費が７百万

円減少し、営業利益、経常利益及

び税引前当期純利益が７百万円増

加しております。

 (4）役員退職慰労引当金

　役員については、退職金の支給

に備えるため会社内規による必要

額の100％を計上しております。

　なお、役員退職慰労金制度を廃

止したことにより、新規の計上は

ありません。

(4）役員退職慰労引当金

　役員については、退職金の支給

に備えるため会社内規による必要

額の100％を計上しております。

　なお、平成16年３月30日をもっ

て役員退職慰労金制度を廃止した

ことにより、新規の計上はありま

せん。

(4）役員退職慰労引当金

同左

４　繰延資産の処理方法 　社債発行差金は、社債発行日から

償還日までの期間に対応して償却し

ております。

　社債発行に伴う諸費用は支出時の

費用として処理しております。

　社債発行差金は、社債発行日から

償還日までの期間に対応して償却し

ております。

　株式発行に伴う諸費用は支出時の

費用として処理しております。

　社債発行差金は、社債発行日から

償還日までの期間に対応して償却し

ております。

５　ヘッジ会計の方法 　借入金の金利変動リスクをヘッジ

するため金利スワップを行っており、

その会計処理は金利スワップの特例

処理によっております。

同左 同左

６　その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項

(1）消費税等の会計処理

　消費税の会計処理は、税抜方式

によっております。

(1）消費税等の会計処理

同左

(1）消費税等の会計処理

同左

 (2）連結納税制度の適用

　連結納税制度を適用しておりま

す。

(2）連結納税制度の適用

同左

(2）連結納税制度の適用

同左
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

―――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

　当中間会計期間より、「貸借対照表

純資産の部の表示に関する会計基準」

(企業会計基準第５号　平成17年12月

９日)及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指

針」(企業会計基準適用指針第８号　

平成17年12月９日)を適用しておりま

す。

　従来の資本の部の合計に相当する金

額は119,311百万円であります。

　なお、中間財務諸表等規則の改正に

より、当中間会計期間における中間貸

借対照表の純資産の部については、改

正後の中間財務諸表等規則により作成

しております。

――――――

表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

―――――― （中間貸借対照表）

　前中間会計期間末において、流動負債「短期借入金」に

含めて表示しておりました「1年内に返済する長期借入

金」(前中間会計期間末43,459百万円)は、重要性が増した

ため区分掲記しております。
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追加情報

前中間会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

（外形標準課税制度の導入）

　「地方税法等の一部を改正する法

律」（平成15年法律第９号）が平成15

年３月31日に公布され、平成16年４月

１日以後に開始する事業年度より外形

標準課税制度が導入されたことに伴い、

当中間会計期間から「法人事業税にお

ける外形標準課税部分の損益計算書上

の表示についての実務上の取扱い」

（平成16年２月13日　企業会計基準委

員会　実務対応報告第12号）に従い、

法人事業税の付加価値割及び資本割に

ついては、一般管理費に計上しており

ます。

　この結果、一般管理費が34百万円増

加し、営業利益、経常利益及び税引前

中間純利益が34百万円減少しておりま

す。

 ―――――― （外形標準課税制度の導入）

 「地方税法等の一部を改正する法律」

（平成15年法律第９号）が平成15年３

月31日に公布され、平成16年４月１日

以後に開始する事業年度より外形標準

課税制度が導入されたことに伴い、当

事業年度から「法人事業税における外

形標準課税部分の損益計算書上の表示

についての実務上の取扱い」（平成16

年２月13日　企業会計基準委員会　実

務対応報告第12号）に従い、法人事業

税の付加価値割及び資本割については、

一般管理費に計上しております。

 　この結果、一般管理費が73百万円

増加し、営業利益、経常利益及び税引

前当期純利益が73百万円減少しており

ます。

 ―――――― （株主資本等変動計算書に関する会計

基準）

　当中間会計期間より、「株主資本等

変動計算書に関する会計基準」（企業

会計基準委員会　平成17年12月27日　

企業会計基準第６号）及び「株主資本

等変動計算書に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準委員会　平成17

年12月27日　企業会計基準適用指針第

９号）を適用しております。

　また、当中間会計期間より「株主資

本等変動計算書」を作成しております。

 ――――――
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成17年６月30日）

当中間会計期間末
（平成18年６月30日）

前事業年度末
（平成17年12月31日）

※１　担保資産及び担保付債務

(1）担保に供している資産

※１　担保資産及び担保付債務

(1）担保に供している資産

※１　担保資産及び担保付債務

(1）担保に供している資産

投資有価証券 328百万円 投資有価証券 441 百万円 投資有価証券 500 百万円

　上記のほか、子会社であるサッポロビー

ル㈱保有の投資有価証券5,481百万円を担

保に提供しております。

　上記のほか、子会社であるサッポロビー

ル㈱保有の投資有価証券7,400百万円を担

保に提供しております。

　上記のほか、子会社であるサッポロビー

ル㈱保有の投資有価証券8,734百万円を担

保に提供しております。

(2）上記資産に対する債務 (2）上記資産に対する債務 (2）上記資産に対する債務

１年以内に返済する

長期借入金
5,684百万円

長期借入金 29,064 

計 34,748 

１年以内に返済する

長期借入金
9,724百万円

長期借入金 20,840 

計 30,564 

１年以内に返済する

長期借入金
7,724百万円

長期借入金 25,702 

計 33,426 

※２　消費税等の取扱い

　未払消費税等は流動負債「その他」に

含めて表示しております。

※２　消費税等の取扱い

　未払消費税等は流動負債「その他」に

含めて表示しております。

――――――

　

３　偶発債務

（保証債務）

　下記のとおり従業員等の借入金に対し

保証を行っております。

３　偶発債務

（保証債務）

　下記のとおり従業員等の借入金に対し

保証を行っております。

３　偶発債務

（保証債務）

　下記のとおり従業員等の借入金に対し

保証を行っております。

従業員

（住宅取得資金）
2,078百万円

サッポロワイン㈱ 1,098 

㈱新星苑 610 

その他５社 453 

計 4,240 

従業員

（住宅取得資金）
1,763百万円

サッポロワイン㈱ 785 

㈱新星苑 775 

その他４社 329 

計 3,653 

従業員

（住宅取得資金）
1,893百万円

サッポロワイン㈱ 942 

㈱新星苑 800 

その他５社 388 

計 4,023 

　このほかに社債の債務履行引受契約（信

託型デットアサンプション契約）を行っ

ております。

　このほかに社債の債務履行引受契約（信

託型デットアサンプション契約）を行っ

ております。

　このほかに社債の債務履行引受契約（信

託型デットアサンプション契約）を行っ

ております。

第13回無担保

普通社債
10,000百万円

第15回無担保

普通社債
10,000 

計 20,000 

第13回無担保

普通社債
10,000百万円

第15回無担保

普通社債
10,000 

計 20,000 

第13回無担保

普通社債
10,000百万円

第15回無担保

普通社債
10,000 

計 20,000 

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

※１　減価償却実施額 ※１　減価償却実施額 ※１　減価償却実施額

無形固定資産 1百万円 無形固定資産 1百万円 無形固定資産 2百万円

※２　営業外収益の主要項目 ※２　営業外収益の主要項目 ※２　営業外収益の主要項目

受取利息 2,240百万円

受取配当金 129

受取利息 1,869百万円

受取配当金 138

受取利息 4,237百万円

受取配当金 162

※３　営業外費用の主要項目 ※３　営業外費用の主要項目 ※３　営業外費用の主要項目

支払利息 1,187百万円

社債利息 510

支払利息 1,040百万円

社債利息 224

支払利息 2,298百万円

社債利息 797

―――――― ※４　特別利益の主要項目 ――――――

関係会社株式売却益 177百万円
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（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

―――――― 自己株式の種類及び株式数に関する事項 ――――――

 

前事業
年度末
株式数
(千株)

当中間
会計期
間増加
株式数
(千株)

当中間
会計期
間減少
株式数
(千株)

当中間
会計期
間末株
式数
(千株)

自己株式     

 普通株式
（注）1,2

1,287 74 10 1,351

合計 1,287 74 10 1,351

 （注）1 普通株式の自己株式の株式数の増加

        74千株は、単元未満株式の買取請求

　　　　による増加であります。

　　　2 普通株式の自己株式の株式数の減少

        10千株は、単元未満株式の買増請求

　　　　による減少であります。

 

①　リース取引

　当中間会計期間、前中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても、該当する取引はありません。

②　有価証券

　当中間会計期間末、前中間会計期間末及び前事業年度末のいずれにおいても、子会社株式及び関連会社株式で時

価のあるものはありません。
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