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平成20年３月期 第３四半期財務・業績の概況 
 

平成20年２月13日 

 

上 場 会 社 名  株式会社ＮＩＴＴＯＨ     上場取引所  名証第二部 

コ ー ド 番 号  １７３８           ＵＲＬ  http://www.nittoh-info.co.jp/ 

代 表 者  (役職名)代表取締役社長  (氏名)中野 英樹 

問合せ先責任者  (役職名)取締役経理部長  (氏名)伊藤 寿朗   ＴＥＬ (052)915－3210 

 

(百万円未満切捨て) 

１．平成20年３月期第３四半期の連結業績(平成19年４月１日～平成19年12月31日) 

(1) 連結経営成績     (％表示は対前年同四半期増減率) 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期(当期)純利益

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

20年３月期第３四半期 3,974 6.3 207 △20.5 208 △20.4 92 △13.7

19年３月期第３四半期 3,739 0.0 261 △8.8 262 △10.7 107 △32.0

19年３月期 4,735 0.5 226 △17.0 225 △19.5 75 △44.0

 

 
１株当たり四半期 
(当期)純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
(当 期 )純 利 益 

 円   銭 円   銭

20年３月期第３四半期 45 74 ― ―

19年３月期第３四半期 52 99 ― ―

19年３月期 37 27 ― ―

 

(2) 連結財務状態 

 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

20年３月期第３四半期 3,296 1,582 48.0 779 78

19年３月期第３四半期 3,057 1,548 50.6 763 01

19年３月期 2,886 1,515 52.5 746 95

 

(3) 連結キャッシュ･フローの状況 

 
営 業 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

財 務 活 動 に よ る 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物
期 末 残 高

百万円 百万円 百万円 百万円

20年３月期第３四半期 157 5 △36 657

19年３月期第３四半期 △54 △94 86 588

19年３月期 △31 △104 15 530

 

２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

(基準日) 第３四半期末 

 円   銭

19年３月期第３四半期 ─ ─

20年３月期第３四半期 ─ ─

 

３．平成20年３月期の連結業績予想(平成19年４月１日～平成20年３月31日) 

(％表示は対前期増減率) 

 売 上 高 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 5,230 10.4 194 △14.4 194 △13.9 84 12.3 40 00
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４．その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結の範囲の変更を伴う特定子会社の異動) ：有 

新規１社(社名 セブンハウス株式会社) 

 

(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無               ：有 

 

(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無             ：無 

 

 (注) 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を

含んでおります。実際の実績等は、業績の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期におけるわが国の経済状況は、設備投資の増加や雇用環境の改善、個人消費は緩やか

な改善基調が継続しているものの、海外における国際金融市場の低迷や原油高騰などの影響から国内

企業の改善基調が期待されていたほど伸長せずに推移いたしました。 

このような経済状況のもとで、当社グループの当第３四半期におきまして、改正建築基準法への対

応の影響を受け、住宅メーカー、工務店からの防水・設備などの売上高は伸展いたしませんでした。

リフォーム工事の売上増や新たに子会社化したセブンハウス(株)の売上が加わったことにより、前年

同四半期と比べ増加しております。しかし、住宅等サービス事業は、シロアリ予防の技術普及により

発生率が減少傾向にあること、また、工事物件ごとの請負単価が減少していることにより、業績は前

年同四半期と比べ大幅に減少しております。 

また、ビルメンテナンス事業においては、受注件数の増加により堅調に業績を確保しております。 

この結果、当第３四半期の連結売上高は3,974百万円(前年同期比6.3％増)、連結営業利益は207百万

円(前年同期比20.5％減)、連結経常利益は208百万円(前年同期比20.4％減)、連結四半期純利益は92百

万円(前年同期比13.7％減)となりました。 

なお、通常の業務形態として、シロアリ防除を中心とする住宅等サービス事業は、春先にシロアリ

防除が集中し、事業年度の上半期の業績と下半期の業績に著しい相違があり、季節的変動があります。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期における総資産は、前連結会計年度末に比べて410百万円増加し、3,296百万円(前連結

会計年度比14.2％増)となりました。主な増減は、たな卸資産の増加251百万円、現金及び預金の増加

126百万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343百万円増加し、1,714百万円(前連結会計年度比25.1％増)と

なりました。主な増減は、支払手形及び買掛金の増加113百万円、短期借入金の増加100百万円があっ

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66百万円増加し、1,582百万円(前連結会計年度比4.4％増)と

なりました。主な増減は、利益剰余金の増加76百万円があったものの、評価・換算差額等の減少９百

万円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16円77銭増加し、779円78銭となりまし

た。また、自己資本比率は、48.0％(前連結会計年度は52.5％)となりました。 

 

(キャッシュ・フロー) 

当第３四半期における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、126百万円増加し、当第３四

半期末には657百万円となりました。 

営業活動による資金の増加は、157百万円となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益

205百万円に加えて、仕入債務88百万円の増加による資金の増加があったものの、たな卸資産47百万

円の増加による資金の減少、売掛債権42百万円の増加による資金の減少、役員退職慰労引当金の減

少40百万円があったことによるものあります。 

投資活動による資金の増加は、５百万円となりました。これは、保険解約による収入10百万円が

あったものの、貸付による支出７百万円があったことによるものであります。 

財務活動による資金の減少は、36百万円となりました。これは、長期借入の実施による収入100百

万円、短期借入金の実施による増加額30百万円があったものの、長期借入金の返済150百万円、配当

金の支払額16百万円があったことによるものであります。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

当四半期におきましては、ほぼ予定どおりに推移しており、業績予想の変更はございません。 

 

４．その他 

(1) 期中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) 

平成19年７月９日付でセブンハウス株式会社の全株式を取得し、新たに連結子会社といたしまし

た。 

 

(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用 

税金費用の計算について一部簡便的な方法を採用しております。 

 

(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更 

該当事項はありません。 
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５．(要約)四半期連結財務諸表 

(1) (要約)四半期連結貸借対照表 
 

 
前年同四半期末 
(平成19年３月期 
第３四半期末) 

当四半期末 
(平成20年３月期 
第３四半期末) 

(参考)前期末 
(平成19年３月期末) 

区分 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金  617,933 686,574  560,013

２ 受取手形及び売掛金  813,855 761,466  718,641

３ 有価証券  2,000 ─  ─

４ たな卸資産  111,873 363,295  111,569

５ その他  163,882 135,976  161,242

貸倒引当金  △7,687 △4,108  △4,164

流動資産合計  1,701,857 1,943,203  1,547,302

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産   

(1) 建物及び構築物 328,689 319,262 322,558 

(2) 土地 642,309 680,015 630,895 

(3) その他 14,035 985,034 17,581 1,016,859 21,574 975,028

２ 無形固定資産   

(1) のれん 60,910 40,806 48,728 

(2) その他 11,616 72,527 12,806 53,612 12,808 61,536

３ 投資その他の資産 311,340 291,603 311,069 

貸倒引当金 △12,786 298,553 △8,367 283,236 △8,628 302,440

固定資産合計  1,356,115 1,353,708  1,339,006

資産合計  3,057,972 3,296,911  2,886,308
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前年同四半期末 
(平成19年３月期 
第３四半期末) 

当四半期末 
(平成20年３月期 
第３四半期末) 

(参考)前期末 
(平成19年３月期末) 

区分 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

１ 支払手形及び買掛金  515,869 530,054  416,870

２ 短期借入金  250,000 300,000  200,000

３ 一年以内返済予定 
  長期借入金 

 84,000 120,848  81,500

４ 未払法人税等  29,045 62,579  24,771

５ 賞与引当金  44,723 47,130  78,100

６ 役員賞与引当金  4,406 ─  ─

７ 工事等補償引当金  15,000 12,700  15,600

８ その他  169,121 208,851  159,536

流動負債合計  1,112,165 1,282,163  976,378

Ⅱ 固定負債   

１ 長期借入金  79,000 84,376  60,500

２ 退職給付引当金  186,172 207,735  191,921

３ 役員退職慰労引当金  19,031 21,675  20,020

４ その他  113,446 118,791  121,927

固定負債合計  397,650 432,578  394,369

負債合計  1,509,816 1,714,741  1,370,747

   

(純資産の部)   

Ⅰ 株主資本   

１ 資本金  186,072 186,072  186,072

２ 資本剰余金  145,813 145,813  145,813

３ 利益剰余金  1,188,272 1,232,970  1,156,386

４ 自己株式  △351 △610  △351

株主資本合計  1,519,806 1,564,245  1,487,920

Ⅱ 評価・換算差額等   

 その他有価証券 
 評価差額金 

 28,350 17,924  27,641

評価・換算差額等合計  28,350 17,924  27,641

純資産合計  1,548,156 1,582,169  1,515,561

負債純資産合計  3,057,972 3,296,911  2,886,308
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(2) (要約)四半期連結損益計算書 
 

 
前年同四半期 
(平成19年３月期 
第３四半期累計期間) 

当四半期 
(平成20年３月期 
第３四半期累計期間) 

(参考)前期 
(平成19年３月期) 

区分 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 売上高  3,739,860 3,974,583  4,735,900

Ⅱ 売上原価  2,438,640 2,706,509  3,151,039

売上総利益  1,301,220 1,268,074  1,584,860

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,040,190 1,060,494  1,358,230

営業利益  261,029 207,579  226,629

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息 103 839 365 

２ 受取配当金 861 1,530 861 

３ 受取保険金 1,393 ─ ─ 

４ 受取手数料 1,228 ─ 1,520 

５ 受取販売奨励金 1,627 1,126 1,988 

６ その他 640 5,855 5,953 9,449 904 5,642

Ⅴ 営業外費用   

１ 支払利息 3,004 6,366 4,166 

２ 原材料廃棄損 ─ ─ 1,142 

３ その他 1,699 4,704 1,842 8,208 1,552 6,861

経常利益  262,180 208,820  225,410

Ⅵ 特別利益   

１ 貸倒引当金戻入益 ─ ─ 1,160 

２ 保険解約益 6,272 6,272 ─ ─ 6,272 7,432

Ⅶ 特別損失   

１ 固定資産売却損 ─ ─ 15,985 

２ 固定資産除却損 38,251 126 38,293 

３ 投資有価証券評価損 ─ 38,251 3,579 3,705 ─ 54,278

税金等調整前四半期 
(当期)純利益 

 230,201 205,114  178,563

税金費用  122,688 112,298  102,936

四半期(当期)純利益  107,513 92,816  75,627
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(3) (要約)四半期連結株主資本等変動計算書 

前四半期(平成19年３月期 第３四半期) 

株主資本 
項目 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高(千円) 186,072 145,813 1,102,091 △351 1,433,624

当四半期連結会計期間中の変動額  

 剰余金の配当(注) △16,232  △16,232

 役員賞与(注) △5,100  △5,100

 当期純利益 107,513  107,513

 株主資本以外の項目の 

 連結会計年度中の変動額(純額) 
 ─

連結会計年度中の変動額合計 

(千円) 
─ ─ 86,181 ─ 86,181

平成18年12月31日残高(千円) 186,072 145,813 1,188,272 △351 1,519,806

 
評価・換算差額等 

 
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 

純資産合計 

平成18年３月31日残高(千円) 33,036 33,036 1,466,661

当四半期連結会計期間中の変動額 

 剰余金の配当(注) ─ △16,232

 役員賞与(注) ─ △5,100

 当期純利益 ─ 107,513

 株主資本以外の項目の 

 連結会計年度中の変動額(純額) 
△4,686 △4,686 △4,686

連結会計年度中の変動額合計 

(千円) 
△4,686 △4,686 81,495

平成18年12月31日残高(千円) 28,350 28,350 1,548,156
 
(注) 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 

当四半期(平成20年３月期 第３四半期) 

株主資本 
項目 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成19年３月31日残高(千円) 186,072 145,813 1,156,386 △351 1,487,920

当四半期連結会計期間中の変動額  

 剰余金の配当 △16,232  △16,232

 四半期純利益 92,816  92,816

 株主資本以外の項目の 

 当四半期の変動額(純額) 
△258 △258

当四半期の変動額合計(千円) ─ ─ 76,584 △258 76,325

平成19年12月31日残高(千円) 186,072 145,813 1,232,970 △610 1,564,245

 
評価・換算差額等 

 
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 

純資産合計 

平成19年３月31日残高(千円) 27,641 27,641 1,515,561

当四半期連結会計期間中の変動額 

 剰余金の配当 ─ △16,232

 四半期純利益 ─ 92,816

 株主資本以外の項目の 

当四半期の変動額(純額) 
△9,717 △9,717 △9,975

当四半期の変動額合計(千円) △9,717 △9,717 66,608

平成19年12月31日残高(千円) 17,924 17,924 1,582,169
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前期(平成19年３月期) 

株主資本 
項目 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高(千円) 186,072 145,813 1,102,091 △351 1,433,624

連結会計年度中の変動額  

 剰余金の配当(注) △16,232  △16,232

 役員賞与(注) △5,100  △5,100

 当期純利益 75,627  75,627

 株主資本以外の項目の 

 連結会計年度中の変動額(純額) 
 ─

連結会計年度中の変動額合計 

(千円) 
─ ─ 54,295 ─ 54,295

平成19年３月31日残高(千円) 186,072 145,813 1,156,386 △351 1,487,920

 
評価・換算差額等 

 
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 

純資産合計 

平成18年３月31日残高(千円) 33,036 33,036 1,466,661

連結会計年度中の変動額 

 剰余金の配当(注) ─ △16,232

 役員賞与(注) ─ △5,100

 当期純利益 ─ 75,627

 株主資本以外の項目の 

 連結会計年度中の変動額(純額) 
△5,395 △5,395 △5,395

連結会計年度中の変動額合計 

(千円) 
△5,395 △5,395 48,900

平成19年３月31日残高(千円) 27,641 27,641 1,515,561
 
(注) 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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(4) (要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
 

 
前年同四半期 
(平成19年３月期 
第３四半期累計期間)

当四半期 
(平成20年３月期 
第３四半期累計期間) 

(参考)前期 
(平成19年３月期)

区分 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

１ 税金等調整前四半期(当期)純利益 230,201 205,114 178,563

２ 減価償却費 13,615 17,254 18,104

３ のれん償却額 36,546 39,726 48,728

４ 貸倒引当金の増減額(減少:△) △380 △317 △8,060

５ 賞与引当金の増減額(減少:△) △33,376 △35,867 ─

６ 役員賞与引当金の増減額(減少:△) 4,406 ─ ─

７ 工事等補償引当金の増減額(減少:△) △2,600 △2,900 △2,000

８ 退職給付引当金の増減額(減少:△) 13,974 13,915 19,722

９ 役員退職慰労引当金の増減額(減少:△) △45,274 △40,345 △44,285

10 受取利息及び受取配当金 △964 △2,370 △1,227

11 支払利息 3,004 6,801 4,166

12 投資有価証券評価損 ─ 3,579 ─

13 固定資産売却損 ─ ─ 15,985

14 固定資産除却損 32,251 126 38,293

15 売上債権の増減額(増加:△) △213,622 △42,062 △118,408

16 たな卸資産の増減額(増加:△) 11,037 △47,295 11,341

17 仕入債務の増減額(減少:△) 146,829 88,338 47,831

18 役員賞与の支払額 △5,100 ─ △5,100

19 その他 △36,546 △23,992 1,297

小計 154,001 179,705 204,951

20 利息及び配当金の受取額 964 2,370 1,227

21 利息の支払額 △3,050 △5,795 △4,459

22 法人税等の支払額 △206,826 △18,529 △233,623

営業活動によるキャッシュ・フロー △54,911 157,750 △31,904

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

１ 定期預金の預入による支出 △24,014 △24,415 △45,814

２ 定期預金の払戻による収入 24,014 24,415 45,814

３ 有形固定資産の取得による支出 △113,292 △7,098 △117,511

４ 無形固定資産の取得による支出 △656 ─ △2,250

５ 子会社株式の取得による支出 ─ △9,437 ─

６ 保険解約による収入 21,938 10,167 21,938

７ 貸付による支出 ─ △7,750 ─

８ 貸付金の回収による収入 ─ 267 ─

９ その他(純額) △2,853 19,216 △6,967

投資活動によるキャッシュ・フロー △94,864 5,365 △104,790
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前年同四半期 
(平成19年３月期 
第３四半期累計期間)

当四半期 
(平成20年３月期 
第３四半期累計期間) 

(参考)前期 
(平成19年３月期)

区分 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

１ 短期借入金の純増減額(減少:△) 170,000 30,000 120,000

２ 長期借入による収入 ─ 100,000 ─

３ 長期借入金の返済による支出 △67,375 △150,066 △88,375

４ 自己株式の取得による支出 ─ △258 ─

５ 配当金の支払額 △16,232 △16,232 △16,232

財務活動によるキャッシュ・フロー 86,393 △36,556 15,393

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額(減少:△) △63,382 126,559 △121,302

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 651,901 530,599 651,901

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末 
  (期末)残高 

588,519 657,158 530,599
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(5) セグメント情報 

［事業の種類別セグメント情報］ 

前年同四半期(平成19年３月期 第３四半期) 
 

 
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 2,023,953 944,888 771,019 3,739,860 ― 3,739,860

 (2) セグメント間の内部売上高 
   又は振替高 

― ― ― ― ― ―

計 2,023,953 944,888 771,019 3,739,860 ― 3,739,860

営業費用 1,932,957 733,376 670,552 3,336,886 141,945 3,478,831

営業利益又は営業損失(△) 90,995 211,511 100,467 402,974 (141,945) 261,029

(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 

   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 

   害虫獣駆除(ペストコントロール)作業 

   住宅、オフィス、店舗のクリーニング作業 

 (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 
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当四半期(平成20年３月期 第３四半期) 
 

 
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 2,398,083 772,973 803,525 3,974,583 ― 3,974,583

 (2) セグメント間の内部売上高 
   又は振替高 

134 231 823 1,188 (1,188) ―

計 2,398,217 773,205 804,348 3,975,771 (1,188) 3,974,583

営業費用 2,266,839 667,374 694,473 3,628,687 138,316 3,767,004

営業利益又は営業損失(△) 131,378 105,831 109,874 347,084 (139,505) 207,579

(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 

   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 

   害虫獣駆除(ペストコントロール)作業 

   住宅、オフィス、店舗のクリーニング作業 

 (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 
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(参考)前期(平成19年３月期) 
 

 
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 2,620,959 1,093,991 1,020,949 4,735,900 ― 4,735,900

 (2) セグメント間の内部売上高 
   又は振替高 

― 90 611 701 (701) ─

計 2,620,959 1,094,081 1,021,560 4,736,601 (701) ─

営業費用 2,515,945 908,370 904,892 4,329,208 180,062 4,509,270

営業利益又は営業損失(△) 105,013 185,710 116,668 407,392 (180,763) 226,629

(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 

   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 営業費用のうち、消去又は全社項目に含めた配賦不能営業費用(203,066千円)の主なものは、当社の総

務部門等管理部門に係る費用であります。 

 

 

［所在地別セグメント情報］ 

当四半期及び前年同四半期 

本邦以外の国又は地域に所在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。 


