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配当支払開始予定日 ― 

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無 
四半期決算説明会開催の有無 ： 無 

（百万円未満切捨て） 
１．平成23年12月期第２四半期の連結業績（平成23年１月１日～平成23年６月30日） 
（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        ％ 

23年 12月期第２四半期 3,071  △3.8 △204    ― △183    ― △1,377    ― 
22年 12月期第２四半期 3,192 △18.5 △573    ― △661    ― △304    ― 
 

 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 

23年 12月期第２四半期 △46.38 ― 
22年 12月期第２四半期 △10.26 ― 
 
（２）連結財政状態 

 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 

23年 12月期第２四半期 15,972 10,816 65.8 353.93 
22年 12月期 17,255 12,382 70.0 406.34 
(参考)自己資本 23年12月期第２四半期 10,513百万円 22年12月期 12,073百万円 
 
２．配当の状況 

 
年間配当金 

第１四半期 第２四半期 第３四半期 期末 合計 
 円   銭 円   銭 円   銭 円   銭 円   銭 

22年 12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 
23年 12月期 ― 0.00    
23年 12月期(予想)   ― 0.00 0.00 

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ： 無 
 
３．平成23年12月期の連結業績予想（平成23年１月１日～平成23年12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 5,780 △10.8 △510     ― △460     ― △1,680     ― △56.55 

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ： 無 



 

４．その他  （詳細は、【添付資料】３ページ「２．その他の情報」をご覧ください。） 
 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無 
 新規   社 (社名)  、除外   社 (社名)  
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有 
（注）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の有無となります。 

 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 
① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有 
② ①以外の変更 ： 有 
（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

 

（４）発行済株式数（普通株式） 
① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年12月期２Ｑ 30,000,000株 22年12月期 30,000,000株 
② 期末自己株式数 23年12月期２Ｑ 294,322株 22年12月期 287,683株 
③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年12月期２Ｑ 29,708,261株 22年12月期２Ｑ 29,724,829株 

 
 
※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報告書のレビュー手続きの対象外であり、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報告書のレビュー手続きは終了しております。 
 
※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に掲載されている業績の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
績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信(添付資料)
３ページ｢連結業績予想に関する定性的情報｣をご覧ください。 
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１.  当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災による多大な被害と原発事故に

よる電力抑制の影響により企業の生産活動が低下し、また、円高・株安も加わり依然として先行き

不透明な状況が続いて参りました。 

建材業界におきましては、新設住宅着工戸数は緩やかながら回復基調にあるものの、震災後、多

くの現場で遅れが生じており、今後の見通しについては、依然として低調に推移するものと予想さ

れます。 

このような状況下、当社グループは、役員報酬及び管理職賃金のカットの継続を含む合理化策を

引き続き推し進め、販売面におきましては、利益率の改善及び指定力の強化、生産面においては、

生産性の改善、調達コストの削減により徹底的に原価低減に取り組み、その効果が徐々に現れてき

ているところであります。 

然しながら、震災の影響により、連結子会社ダントープロダクツ株式会社の宇都宮工場は、建屋

及び生産設備に被害が発生し、中長期的な電力需給の逼迫が見込まれる中で、安定的な生産を継続

することを断念せざるを得ないとの結論に至り閉鎖を決定いたしました。 

これらの結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は 30 億７千１百万円（前年同期 31 億

９千２百万円）、営業損失２億４百万円（前年同期５億７千３百万円）、経常損失１億８千３百万

円（前年同期６億６千１百万円）、宇都宮工場閉鎖等震災により発生した損失額３億１千４百万円

及び損失見積額８億７千４百万円を特別損失に計上した結果、四半期純損失 13 億７千７百万円（前

年同期３億４百万円）となりました。 

 

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

イ．建設用陶磁器等事業 

当第２四半期連結累計期間において建設用陶磁器等事業の売上高は 30 億９百万円、営業損失は２

億５千２百万円となりました。 

ロ．不動産賃貸事業 

当第２四半期連結累計期間において不動産賃貸事業の売上高は１億２千１百万円、営業利益は５

千万円となりました。 

 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末において総資産は、現金及び預金４億３千５百万円、投資有価証券

が時価の減少等により２億２千１百万円及び受取手形及び売掛金１億８千７百万円減少したこと等

に伴い、前連結会計年度末に比べ 12 億８千２百万円の減少となりました。 

負債につきましては、支払手形及び買掛金３億７百万円減少しましたが、ダントープロダクツ株

式会社の宇都宮工場閉鎖に伴う損失見積額８億７千４百万円を災害損失引当金として繰入たことに

より２億８千２百万円の増加となりました。 

純資産は、利益剰余金が 13 億７千７百万円及びその他有価証券評価差額金が１億８千１百万円減

少した結果、15 億６千５百万円の減少となりました。 
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② キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調

整前四半期純損失 13 億７千３百万円に短期借入れによる収入 65 億円及び災害損失引当金の増加額

８億７千４百万円等が加算されるものの、短期借入金の減少額 65 億円及び仕入債務の減少額３億７

百万円等があり、前連結会計年度末に比べて４億４千１百万円減少し、65 億７千１百万円となりま

した。 

 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は、４億８千８百万円となりまし

た。これは、主に、税金等調整前四半期純損失 13 億７千３百万円に災害損失引当金の増加額８億７

千４百万円及び売上債権の減少額１億８千７百万円等が加算されるものの、仕入債務の減少額３億

７百万円及び退職給付引当金の減少額１億２千６百万円等が減算され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) 

当第２四半期連結累計期間における投資活動による資金の増加は、１億７百万円となりました。

これは、有形固定資産の取得による支出１千５百万円等がありましたが、金融取引証拠金の減少に

よる収入１億円及びデリバティブ取引による収入２千２百万円があったこと等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) 

当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は、３百万円となりました。これ

は、短期借入れによる収入 65 億円がありましたが、短期借入金の返済による支出 65 億円及び少数

株主への配当金の支払額２百万円があったこと等によるものであります。 

 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

業績予想につきましては、平成 23 年６月 24 日に公表いたしました平成 23 年 12 月期（平成 23 

年１月１日～平成 23 年 12 月 31 日）の業績予想から変更ありません。 

 

２. その他の情報 
(1) 重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

 

 (2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 
１．簡便な会計処理 
① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第２四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 たな卸資産の評価方法 
 当第２四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結
会計年度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 
 また、たな卸資産の簿価切下げに関しては、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。 

③ 経過勘定項目の算定方法 
 一部の経過勘定科目につきましては、固定費的な要素が大きく、予算と実績の差異が僅
少のものについては、合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。 
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２．四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２四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、住民税及び事業税に含めて表示しております。 

 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の概要 
① 「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱

い」の適用 
第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」(企業会計基準第 16 号 平

成 20 年３月 10 日公表分)及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」
(実務対応報告第 24 号 平成 20 年３月 10 日)を適用し、連結決算上必要な修正を行ってお
ります。 
これによる損益に与える影響はありません。 

② 「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 
第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準（企業会計基準第 18 号 

平成 20 年３月 31 日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準
適用指針第 21 号 平成 20 年３月 31 日）を適用しております。 

これにより営業損失及び経常損失は０百万円増加しており、税金等調整前四半期純損失
は６千６百万円増加しております。 

また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は１千７百万円であります。 
③ 退職給付引当金 

当社及び連結子会社（ダントー㈱及びダントープロダクツ㈱）は退職給付債務の計算方
法について、従来、原則法を採用しておりましたが、第１四半期連結会計期間より簡便法
（期末自己都合要支給額）を採用することに変更いたしました。 
現在の従業員規模では、原則法によると合理的に数理計算上の見積りを行うことが困難

となったためであります。 
この結果、従来の方法によった場合と比べ、当第２四半期連結累計期間の営業損失及び

経常損失は３百万円減少し、税金等調整前四半期純損失は６千６百万円減少しております。 
④ 表示方法の変更 
（四半期連結損益計算書関係） 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 22 号 平成 20 年 12 月 26 日）に基
づく「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 21 年３月 24 日 内閣府令第５号）の適用により、当第２四半期連結累計期間では、
「少数株主損益調整前四半期純損失(△)」の科目を表示しております。 

 
 (4) 継続企業の前提に関する重要事象 

当社グループは、営業損失及び営業活動によるキャッシュ・フローの減少を計上しております。 
当該状況を解消すべく、役員報酬及び管理職賃金のカットの継続を含む合理化策を引き続き推

し進め、販売面におきましては、利益率の改善及び指定力の強化、生産面においては、生産性の

改善、調達コストの削減により徹底的に原価低減に取組んでおります。 

以上、長期化すると思われる不況に耐え得る徹底した合理化を実施し、財務体質の強化を図っ

て参ります。 
なお、資金面に関しては、急激な市場環境等の変化による資金需要に耐え得る流動性の高い資

産を有しております。 
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3. 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２四半期連結会計期間末
(平成23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22年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,579 7,015

受取手形及び売掛金 1,265 1,453

商品及び製品 1,023 1,055

仕掛品 40 73

原材料及び貯蔵品 61 149

デリバティブ債権 0 －

未収入金 17 22

その他 49 14

貸倒引当金 △10 △12

流動資産合計 9,029 9,771

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,323 1,367

機械装置及び運搬具（純額） 317 376

工具、器具及び備品（純額） 62 76

土地 296 296

建設仮勘定 － 0

有形固定資産合計 1,999 2,117

無形固定資産   

ソフトウエア 38 58

その他 14 14

無形固定資産合計 53 73

投資その他の資産   

投資有価証券 4,511 4,733

金融取引証拠金 200 300

その他 239 301

貸倒引当金 △60 △42

投資その他の資産合計 4,890 5,292

固定資産合計 6,943 7,483

資産合計 15,972 17,255
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23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22年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 523 831

短期借入金 1,500 1,500

未払金 288 350

未払法人税等 60 72

災害損失引当金 874 －

その他 220 184

流動負債合計 3,467 2,939

固定負債   

繰延税金負債 118 185

資産除去債務 17 －

退職給付引当金 302 428

長期預り保証金 1,227 1,291

負ののれん 21 27

固定負債合計 1,688 1,933

負債合計 5,156 4,873

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,635 1,635

資本剰余金 1 1

利益剰余金 8,966 10,344

自己株式 △101 △100

株主資本合計 10,502 11,880

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 11 192

評価・換算差額等合計 11 192

少数株主持分 302 308

純資産合計 10,816 12,382

負債純資産合計 15,972 17,255
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(2) 四半期連結損益計算書 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 3,192 3,071

売上原価 2,514 2,248

売上総利益 677 822

販売費及び一般管理費 1,251 1,026

営業損失（△） △573 △204

営業外収益   

受取利息 65 29

負ののれん償却額 10 5

デリバティブ利益 0 20

持分法による投資利益 － 37

その他 25 35

営業外収益合計 101 128

営業外費用   

支払利息 10 8

売上割引 2 2

固定資産除却損等 0 0

為替差損 125 57

持分法による投資損失 23 －

投資顧問手数料 4 1

貸倒引当金繰入額 － 0

その他 22 36

営業外費用合計 188 107

経常損失（△） △661 △183

特別利益   

退職給付引当金戻入額 － 67

訴訟和解金等 500 －

特別利益合計 500 67

特別損失   

投資有価証券評価損 40 －

固定資産除却損 0 0

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 66

災害損失引当金繰入額 － 874

災害による損失 － 314

割増退職金 5 －

減損損失 84 －

その他 0 0

特別損失合計 131 1,256

税金等調整前四半期純損失（△） △292 △1,373

法人税、住民税及び事業税 11 7

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △1,380

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1 △2

四半期純損失（△） △304 △1,377
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23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損失（△） △292 △1,373

減価償却費 158 131

減損損失 84 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 66

固定資産売却益 － △0

固定資産売却損 0 △0

固定資産除却損 0 13

投資有価証券売却益 △0 △0

投資有価証券売却損 5 8

投資有価証券評価損 40 －

負ののれん償却額 △10 △5

訴訟和解金等 △500 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 16

退職給付引当金の増減額（△は減少） △37 △126

災害損失引当金の増減額（△は減少） － 874

工事損失引当金の増減額（△は減少） 2 －

受取利息及び受取配当金 △65 △29

支払利息 10 8

投資事業有限責任組合出資持分損益（△は益） △4 △7

為替差損益（△は益） 125 57

デリバティブ損益（△は益） △0 △20

投資顧問手数料 4 1

売上債権の増減額（△は増加） 337 187

たな卸資産の増減額（△は増加） 58 151

仕入債務の増減額（△は減少） △121 △307

未払消費税等の増減額（△は減少） △12 △10

預り保証金の増減額（△は減少） △48 △63

その他 △0 △58

小計 △265 △487

利息及び配当金の受取額 66 30

利息の支払額 △11 △9

法人税等の支払額 △22 △21

営業活動によるキャッシュ・フロー △232 △488
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △2 △8

定期預金の払戻による収入 2 2

有形固定資産の取得による支出 △23 △15

有形固定資産の売却による収入 0 1

無形固定資産の取得による支出 △30 －

投資有価証券の取得による支出 △0 △0

投資有価証券の売却による収入 4 10

持分法適用の範囲の変更を伴う匿名組合への出資
による支出

△1,000 －

金融取引証拠金の増加による支出 △4 △0

金融取引証拠金の減少による収入 － 100

短期貸付けによる支出 △12 △2

短期貸付金の回収による収入 12 2

デリバティブ取引による支出 △1 △3

デリバティブ取引による収入 1 22

投資顧問手数料の支払による支出 △4 △1

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,058 107

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 7,500 6,500

短期借入金の返済による支出 △8,500 △6,500

配当金の支払額 △0 △0

少数株主への配当金の支払額 △3 △2

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,003 △3

現金及び現金同等物に係る換算差額 △125 △57

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,420 △441

現金及び現金同等物の期首残高 9,098 7,013

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,678 6,571

ダントーホールディングス㈱(5337)平成23年12月期　第２四半期決算短信 

9



(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 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第２四半期連結累計期間(自 平成 22 年１月１日 至 平成 22 年６月 30 日) 

 （追加情報） 

従来、全セグメントの売上高の合計及び営業損益の合計額に占める建設用陶磁器等の割合が、い

ずれも 90％を超えていたため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しておりましたが、第１

四半期連結累計期間において、不動産賃貸事業の営業利益の絶対値が営業損失の生じているセグメ

ントの営業損失の合計額の絶対値の 10％以上となったため、第１四半期連結会計期間より事業の種

類別セグメント情報を記載しております。 

なお、前第２四半期連結累計期間における建設用陶磁器等事業の売上高は 38 億７千１百万円、営

業損失は７億５千万円、不動産賃貸事業の売上高は１億１千８百万円、営業利益は４千４百万円で

あります。 

 建設用陶磁器 

等事業 
不動産賃貸事業 計 消去又は全社 連結 

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） 

売上高 3,135 123 3,259 (67)  3,192

営業利益又は営業損失(△) △616 45 △571 (2) △573

(注) １ 事業区分は、連結会社における製品の種類・性質及び販売市場の類似性等を勘案して区分しております。 

２ 各区分の主な製品 

(1) 建設用陶磁器等事業……………内装・外装・床・モザイクタイル・関連製品(タイル施工材料等) 

(2) 不動産賃貸事業…………………不動産賃貸業 

３ 会計処理の方法の変更 

「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」に記載のとおり、第１四半期連結会計期間より、

「工事契約に関する会計基準」(企業会計基準第 15 号 平成 19 年 12 月 27 日)及び「工事契約に関する会計基準の適用

指針」(企業会計基準適用指針第 18 号 平成 19 年 12 月 27 日)を適用しております。 

これにより建設用陶磁器等事業の損益に与える影響は軽微であり、不動産賃貸事業の損益に与える影響はありません。 

 

【所在地別セグメント情報】 

前第２四半期連結累計期間(自 平成 22 年１月１日 至 平成 22 年６月 30 日) 

「セグメント情報の開示基準」に規定された、本国以外の国又は地域に所在する連結子会社がな

いため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

【海外売上高】 

前第２四半期連結累計期間(自 平成 22 年１月１日 至 平成 22 年６月 30 日) 

海外売上高が、連結売上高の 10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 
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【セグメント情報】 

１．報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位の内分離された財務情報が入手可能

であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象

となっているものであります。 

当社グループは事業単位ごとに、経営戦略を立案・決定しており、事業活動を展開する単位とし

て「建設用陶磁器等事業」と「不動産賃貸事業」を報告セグメントとしております。 

報告セグメントであります「建設用陶磁器等事業」では建設用陶磁器とその関連製品の製造・販

売・施工を行っており、「不動産賃貸事業」は工場用地の一部の有効利用を目的に賃貸しておりま

す。 

 

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第２四半期連結累計期間(自 平成 23 年１月１日 至 平成 23 年６月 30 日) 

（単位：百万円） 

 報告セグメント 
調整額 

(注)１ 

四半期連結 

損益計算書 

計上額 

(注)２ 

建設用陶磁器

等事業 

不動産賃貸 

事業 
計 

売上高  

 外部顧客への売上高 3,009 61 3,071 ― 3,071

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
― 60 60 △60 ―

計 3,009 121 3,131 △60 3,071

セグメント利益又は損失(△) △252 50 △201 △2 △204

(注) １ セグメント利益又は損失(△)の調整額△２百万円には、たな卸資産の調整額が含まれております。 

２ セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整しております。 

 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又は、のれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

 

 （追加情報） 

第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第 17

号 平成 21 年３月 27 日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基

準適用指針第 20 号  平成 20 年３月 21 日)を適用しております。 

 

(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。 

 

(7) 重要な後発事象に関する注記 

該当事項はありません。 
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