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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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）

売上高 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 ％

21年3月期第1四半期 8,085 ― 472 ― 573 ― 300 ―

20年3月期第1四半期 7,830 12.6 587 11.0 694 19.2 392 41.4

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

21年3月期第1四半期 14.62 ―

20年3月期第1四半期 19.04 ―

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

21年3月期第1四半期 31,717 13,321 41.5 639.77
20年3月期 30,955 12,799 40.9 614.29

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  13,167百万円 20年3月期  12,649百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 9.00 9.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 9.00 9.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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

第2四半期連結累計期間 16,500 ― 1,050 ― 1,150 ― 600 ― 29.14
通期 32,000 3.8 2,200 △2.2 2,350 △4.9 1,500 2.3 72.85

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）  無  

なお、特定子会社以外の異動につきましては以下のとおりです。 
連結（新規） 1社  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（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。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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に記載されるもの） 

（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。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成20年5月15日発表の通期連結業績予想を修正しておりません。当資料に記載している見通しの数値は、当社が現在入手可能な情報から判断したものであり経済
情勢などの動向により変動する場合があります。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しています。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  20,600,000株 20年3月期  20,600,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  18,353株 20年3月期  8,353株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  20,591,537株 20年3月期第1四半期  20,591,656株
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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1四半期連結会計期間(平成20年4月～平成20年6月)におけるわが国経済は、エネルギー、原材料価格の高騰が企

業収益を圧迫し、減速感が強まりつつあります。

このような環境下にあって当社グループは、平成20年度を初年度とする「新中期経営計画ジャンプ10」により、新規

製品並びに新規事業規模の拡大、既存事業の原価低減並びに付加価値の増加などに取り組み、企業価値の向上に努め

ております。

  これらの結果、当第1四半期の連結売上高は、二酸化塩素発生装置の大幅な減販はありましたが、主力の塩素酸ソー

ダは原材料価格高騰に伴う製品価格の見直し、㈱シリコンテクノロジーにおいて、太陽電池向けインゴット等の需要

が拡大し増販となり80億8千5百万円(前年同期比　2億5千4百万円増　同3.3%増)となりました。

  損益面では、原油価格高騰の影響並びに設備投資を行ったことから減価償却費が増加したことにより、連結営業利

益は4億7千2百万円(前年同期比　1億1千5百万円減　同19.6%減)、連結経常利益は5億7千3百万円(前年同期比　1億2千

1百万円減　同17.5%減)となりました。また、連結四半期純利益は特別損益を加減した結果、3億円(前年同期比　9千

1百万円減　同23.2%減)となりました。

  なお、平成２０年６月２日付で第一薬品興業株式会社(東京都中央区日本橋3-7-9)の株式を全株取得、連結子会社と

いたしました。

「化学品事業部門」

  産業用爆薬は、建設投資の低迷及び石灰石の減産を受け、需要は依然として減少を続けております。また、販売価

格もメーカー間の競争激化により依然として低水準で推移しており、前年同期比減販となりました。

  自動車用緊急保安炎筒は、新車装着用では国内自動車販売台数が伸び悩み前年同期並みの販売となりました。車検

交換用は緊急脱出時のガラス破壊機能付「ハイフレヤープラスピック」とともに交換促進キャンペーンを実施し、前

年同期比増販となりました。また信号炎管に関しては、高速道路向けは前年同期比増販、ＪＲ向けは前年同期比減販

となりました。

  主力の紙パルプメーカーを需要家とする塩素酸ソーダは、昨年度に続き原材料価格高騰に伴う製品価格の見直しを

行ない、また、拡販政策による数量増もあり前年同期比増販となりました。

一方、紙パルプメーカー向けの大型二酸化塩素発生装置の受注はなく大幅な減販となりました。　

　亜塩素酸ソーダは新規用途の開拓に努めましたが、需要が伸び悩んだことに加え安価な海外品とも競合したことか

ら前年同期比減販となりました。

　過塩素酸アンモニウムはH2Aロケット向けをはじめ全般的に堅調に推移し、前年同期比大幅な増販となりました。

　農薬および防蟻を中心とした緑化事業は、鉄道用除草剤の拡販により前年同期比増販となりました。

　重点拡販製品に位置づけた電極は、電子部品製造用電極等で拡販が進み、前年同期比大幅な増販となりました。

　連結子会社の関東高圧化学㈱においては、主要製品である過塩素酸は、国内需要は減少しましたが、輸出が増加し

たことから前年同期比増販となりました。一方、高温高圧の水素化反応を主とした受託合成事業は、平成20年４月７

日に発生した同社横浜工場研究棟の爆発事故により、売上に若干の影響があったものの、早期に再稼動することがで

きたことにより、業績に与える影響は軽微に止まりました。

　これらの結果、当事業部門全体の売上高は27億9千万円（前年同期比　1億6百万円減　同3.7％減）となりましたが、

営業利益は5億1千万円(前年同期比1億3千2百万円増　同34.9％増）となりました。

 

「電子材料事業部門」

  有機導電材料は、機能性高分子コンデンサ－が堅調に推移したことによりピロール関連製品が前年同期比で増販と

なりましたが、TCNQ錯体は大幅な減販となりました。

  光機能材料は、主用途のプラズマディスプレイパネル向けが数量増となりましたが、市場価格の低下により前年同

期比減販となりました。

  イオン導電材料は、トナー用電荷調整剤および導電性付与材が好調に推移し前年同期比増販となりました。また、

電気二重層キャパシタ用電解液は数量増となりましたが、市場価格の低下により前年同期比で減販となりました。

  機能性高分子固体電解コンデンサ－「PC-CON」はパソコン関連を中心に前年同期比増販となりました。

  連結子会社の㈱シリコンテクノロジーにおいては、シリコンウエーハは、半導体市況が軟化傾向にありますが、前

年同期比横ばいとなりました。また、太陽電池用インゴット等は好調に推移し大幅な増販となりました。

  これらの結果、当事業部門全体の売上高は16億6千7百万円（前年同期比　1億4千9百万円増　同9.8％増）となりま

したが、設備投資を行ったことから減価償却費が増加し営業利益は2億8千万円(前年同期比　1億5千2百万円減　同

35.2％減）となりました。
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 「ボトリング事業部門」

  飲料業界は、４月～５月の週末に連続した降雨と６月の梅雨入りによる降雨や寒冷日の影響で出荷量は前年同期比

微減となり、流通在庫は増加傾向にあります。

  このような状況の中、積極的な営業活動を展開した結果、当事業部門全体の売上高は３２億５千９百万円（前年同

期比　１億４千４百万円増　同4.6％増）となりましたが、燃料費高騰の影響及び自社工場品の減少の影響を受け、１

百万円の営業損失（前年同期比　９千６百万円減）となりました。

 

「その他の事業部門」

  研削材市場は中国の不安定な供給状況の影響を受けて、引き続きタイト感が強く、大幅な価格上昇が続いており、

また、主たる販売先である砥石業界は堅調に推移し、売上高は数量増に加えて原材料価格高騰に対する製品価格の見

直しを行なった結果、前年同期比増販となりました。その他、不動産賃貸収入と合わせた当事業部門全体の売上高は

4億3千2百万円（前年同期比　9千7百万円増　同29.0％増）となり、営業利益は7千万円(前年同期比　3千7百万円増　

同115.5％増）となりました。

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

　総資産は317億１千７百万円となり、前連結会計年度末に比べ７億６千２百万円増加しました。有形固定資産が３億２

千７百万円減少しましたが、流動資産が３億８千１百万円、投資その他の資産が株価の回復などにより７億８百万円増

加したことによります。

　負債は183億９千５百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億３千９百万円増加しました。支払手形及び買掛金が増

加したことなどによります。

　純資産は前連結会計年度末に比べ５億２千２百万円増加して133億２千１百万円となりました。その他有価証券評価差

額金が増加したことなどによります。以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末の40.9%から41.5％となりました。

　営業活動によって得られたキャッシュ・フローは４億８百万円となりました。これは、税金等調整前四半期純利益が

６億３百万円、減価償却費が３億３千５百万円の計上となりましたが、法人税等の支払額が５億９千７百万円あったこ

となどによります。

　投資活動に使用されたキャッシュ・フローは、４億６千万円となりました。これは、固定資産の取得による支出が７

億６千５百万円となりましたが、固定資産の売却による収入が２億８千３百万円となったことによります。

　財務活動に使用されたキャッシュ・フローは１億９千５百万円となりました。これは、主に配当金の支払額によるも

のです。

　以上の結果、当第１四半期末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて２億４千８百万円減少し、

11億５千７百万円となりました。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　平成20年5月15日に発表いたしました業績予想に変更はありません。

 

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）

　該当事項はありません。

　なお、特定子会社以外の子会社の異動につきましては以下のとおりです。

　連  結　（新規）　第一薬品興業㈱

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　（簡便な会計処理）

①一般債権の貸倒見積高の算定方法

 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

貸倒実績率を使用して一般債権の貸倒見積高を算定しております。

②棚卸資産の評価方法

 四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し前連結会計年度末に係る実地棚

卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。

 棚卸資産の簿価切下げに関して収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切

下げを行う方法によっております。
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 営業循環過程から外れた滞留又は処分見込等の棚卸資産で前連結会計年度末において帳簿価額を処分見込

価額まで切り下げているものについては、前連結会計年度以降に著しい変化がないと認められる限り、前連

結会計年度末における貸借対照表価額で計上する方法によっております。

③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しており

ます。

④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、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ため、前連結会計年度決算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り算定しております。

　（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理）

　①税金費用の計算

　税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果

会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しておりま

す。

　なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

 

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

①「四半期財務諸表に関する会計基準」の適用

　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

　②たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更

　　　通常の販売目的で保有するたな卸資産の評価基準及び評価方法については、従来、主として移動平均法による

原価法によっておりましたが、当第１四半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）が適用されたことに伴い、移動平均法による原価法（貸借対照表価額につ

いては収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。

　　これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ132百万円減少しております。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。

③リース取引に関する会計基準の適用

　　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第

一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４

月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴い、

当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。

また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐

用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

　　これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に及ぼす影響は軽微であります。
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,157 1,405

受取手形及び売掛金 7,229 6,945

商品 183 176

製品 1,086 904

半製品 289 382

原材料 1,214 1,056

仕掛品 263 209

貯蔵品 175 171

その他 649 559

貸倒引当金 △57 －

流動資産合計 12,193 11,812

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,293 4,349

機械装置及び運搬具（純額） 3,649 3,578

土地 4,591 4,829

その他（純額） 479 582

有形固定資産合計 13,014 13,341

無形固定資産   

その他 76 77

無形固定資産合計 76 77

投資その他の資産   

投資有価証券 5,644 4,932

その他 842 845

貸倒引当金 △54 △54

投資その他の資産合計 6,432 5,724

固定資産合計 19,523 19,143

資産合計 31,717 30,955
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,215 3,781

短期借入金 5,745 5,467

1年内返済予定の長期借入金 965 997

未払法人税等 300 621

賞与引当金 558 361

役員賞与引当金 9 33

その他 1,635 2,002

流動負債合計 13,429 13,265

固定負債   

長期借入金 766 1,004

退職給付引当金 741 734

役員退職慰労引当金 269 273

負ののれん 24 －

その他 3,163 2,877

固定負債合計 4,965 4,890

負債合計 18,395 18,155

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,204 1,204

資本剰余金 345 345

利益剰余金 9,647 9,531

自己株式 △8 △6

株主資本合計 11,188 11,074

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,979 1,574

評価・換算差額等合計 1,979 1,574

少数株主持分 154 150

純資産合計 13,321 12,799

負債純資産合計 31,717 30,955
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（２）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）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 8,085

売上原価 6,775

売上総利益 1,309

販売費及び一般管理費 837

営業利益 472

営業外収益  

受取利息 0

受取配当金 67

持分法による投資利益 5

物品売却益 59

雑収入 8

営業外収益合計 141

営業外費用  

支払利息 28

雑損失 12

営業外費用合計 40

経常利益 573

特別利益  

固定資産売却益 34

特別利益合計 34

特別損失  

固定資産除却損 3

その他 0

特別損失合計 3

税金等調整前四半期純利益 603

法人税、住民税及び事業税 287

法人税等合計 287

少数株主利益 15

四半期純利益 300
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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）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20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 603

減価償却費 335

売上債権の増減額（△は増加） 75

たな卸資産の増減額（△は増加） △294

仕入債務の増減額（△は減少） 221

その他 64

小計 1,006

法人税等の支払額 △597

営業活動によるキャッシュ・フロー 408

投資活動によるキャッシュ・フロー  

固定資産の取得による支出 △765

固定資産の売却による収入 283

投資有価証券の取得による支出 △0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△28

その他 50

投資活動によるキャッシュ・フロー △460

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） 278

長期借入金の返済による支出 △270

配当金の支払額 △171

少数株主への配当金の支払額 △11

利息の支払額 △19

財務活動によるキャッシュ・フロー △195

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △248

現金及び現金同等物の期首残高 1,405

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,157
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（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

 

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日)

化学品
事業

(百万円)

電子材料
事業

(百万円)

ボトリング
事業

(百万円)

その他の
事業

(百万円)

計
(百万円)

消去
又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高        

(1) 外部顧客に対する

売上高

 

2,752

 

1,667

 

3,259

 

406

 

8,085

 

－

 

8,085

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
37 0 － 26 64 (64) －

計 2,790 1,667 3,259 432 8,150 (64) 8,085

営業利益(又は営業損失) 510 280 △1 70 859 (386) 472

　（注１）事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称

現に採用している売上集計区分等を利用して業種別に下記の通り分類しております。

・化学品事業……………爆薬・信号用火工品・工業薬品・農薬・プラント(次亜塩素酸・二酸化塩素発生装置、

電極他)

・電子材料事業…………電子材料・電子部品・シリコンウェーハ

・ボトリング事業………清涼飲料ボトリング

・その他の事業…………砥材(研削材、耐火材)・不動産

 

　（注２）会計方針の変更

　(3)「四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更②に記載のとおり、当第

１四半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、「化学品事

業」で３百万円、「電子材料事業」で１２９百万円、それぞれ減少しております。

 

ｂ．所在地別セグメント情報

　　　　当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日至平成20年６月30日）

　　　在外子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

　　　　当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日至平成20年６月30日）

　　　海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 7,830

Ⅱ　売上原価 6,457

売上総利益 1,372

Ⅲ　販売費及び一般管理費 785

営業利益 587

Ⅳ　営業外収益 152

Ⅴ　営業外費用 45

経常利益 694

Ⅵ　特別利益 26

Ⅶ　特別損失 35

税金等調整前四半期純利益 685

税金費用 282

少数株主利益 11

四半期純利益 392
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期

第1四半期）

金額（百万円）

Ⅰ　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 685

減価償却費 274

引当金の増加額 203

売上債権の増加額 △401

たな卸資産の減少額 26

仕入債務の増加額 521

その他 2

小計 1,311

法人税等の支払額 △614

その他 △3

営業活動によるキャッシュ・フロー 694

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出 △483

固定資産の売却による収入 353

投資有価証券の取得による支出 △0

投資有価証券の売却による収入 －

その他 59

投資活動によるキャッシュ・フロー △70

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純減少額 △785

長期借入金の純減少額 △400

配当金の支払額 △136

利息の支払額 △25

株式の発行による収入 409

自己株式の売却による収入 1,198

自己株式の取得による支出 △0

その他 △8

財務活動によるキャッシュ・フロー 252

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額 875

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 1,340

Ⅵ　新規連結による現金及び現金同等物の期首残高 52

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半期末残高 2,268
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（３）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前年同四半期（平成19年６月期第１四半期）

化学品事業
（百万円）

電子材料事業
（百万円）

ボトリング事業
　

（百万円）　

その他の事業
（百万円）

計（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高 2,897 1,517 3,115 335 7,865 (34) 7,830

営業費用 2,518 1,085 3,020 302 6,927 315 7,243

営業利益 378 432 94 32 937 (350) 587

ｂ．所在地別セグメント情報

　　　前第１四半期連結累計期間（自平成19年４月１日至平成19年６月30日）

　　　在外子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

　　　前第１四半期連結累計期間（自平成19年４月１日至平成19年６月30日）

　　海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。
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