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1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第2四半期の業績は、営業収益が511,753百万円で前年同期に比べ26,756百万円の増収（＋5.5%）、営業利益は

92,148百万円で8,401百万円の増益（＋10.0%）、経常利益は84,275百万円で9,264百万円の増益（＋12.4%）となり

ました。

特別損益につきましては、前年同期において固定資産売却益1,532百万円、投資有価証券売却益11,299百万円を特

別利益に計上したのに対して、当第2四半期においては、負ののれん発生益13,505百万円、受取和解金1,966百万円

を特別利益に、固定資産除却関連損1,832百万円、段階取得に係る差損6,431百万円を特別損失に計上しておりま

す。

この結果、税金等調整前四半期純利益は91,483百万円となり、親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同期に比

べ1,242百万円増益（＋2.2%）の57,514百万円となりました。

 

当第2四半期（平成28年4月1日～平成28年9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。

 

  （単位：百万円）
 

区  分 前第2四半期 当第2四半期 増減

営業収益 484,996 511,753 26,756

営業利益 83,746 92,148 8,401

経常利益 75,010 84,275 9,264

親会社株主に帰属する

四半期純利益
56,272 57,514 1,242

 

  （単位：百万円）
 

 
前第2四半期 当第2四半期

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 212,871 60,773 223,067 64,104

生活産業不動産事業 40,541 9,946 40,735 11,115

住宅事業 156,351 6,375 175,932 9,492

海外事業 41,737 11,544 34,046 14,011

投資マネジメント事業 12,239 2,623 11,323 2,906

設計監理事業 6,367 △732 8,378 △81

ホテル事業 15,800 572 16,222 771

不動産サービス事業 7,807 △934 10,714 △100

その他の事業 1,728 51 2,138 111

調整額 △10,449 △6,474 △10,805 △10,184

合  計 484,996 83,746 511,753 92,148
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（a）ビル事業

・当第2四半期においては、平成28年4月に竣工した「大手町フィナンシャルシティ グランキューブ 及び 宿泊

施設棟」の収益が寄与したことから、建物賃貸収益は前年同期に比べ、増収となりました。

なお、当社の平成28年9月末の空室率は2.93%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10,195百万円増収の223,067百万円となり、営業利益は

3,331百万円増益の64,104百万円となりました。

・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計画で

あり、「大手町ホトリア」街区において「大手門タワー」が平成27年11月に、「大手町フィナンシャルシティ 

グランキューブ 及び 宿泊施設棟」が平成28年4月に竣工しております。なお、引き続き「大手町ホトリア」

街区においては、「大手町パークビル」（平成28年度竣工予定）の工事が順調に進捗しております。

・当年度の業績につきましては、営業収益4,830億円、営業利益1,260億円を見込んでおります。

  （単位：百万円）
 

摘  要
前第2四半期 当第2四半期

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） 2,140,330㎡ 

（転貸） 1,354,435㎡ 

合計 3,494,765㎡ 
 

176,504

 
貸付面積  

（所有） 2,230,946㎡ 

（転貸） 1,303,393㎡ 

合計 3,534,339㎡ 
 

185,992

ビル運営管理受託
 
管理受託面積 2,067,772㎡ 

 
10,304

 
管理受託面積 2,242,565㎡ 

 
10,626

営繕請負工事
受注件数  2,140件

完成件数  2,030件
6,614

受注件数  2,218件

完成件数  2,107件
6,531

地域冷暖房
供給先 オフィスビル88棟

ホテル5棟 地下鉄16駅舎
4,346

供給先 オフィスビル87棟

ホテル5棟 地下鉄16駅舎
4,380

その他 － 15,102 － 15,537

合  計 － 212,871 － 223,067

（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。
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（b）生活産業不動産事業

・当第2四半期においては、㈱東京流通センターを連結したこと等により、増収となりました。

・この結果、当セグメントの営業収益は前年同期に比べ194百万円増収の40,735百万円となり、営業利益は1,169

百万円増益の11,115百万円となりました。

・当年度の業績につきましては、営業収益890億円、営業利益240億円を見込んでおります。

  （単位：百万円）
 

摘  要
営  業 収  益

前第2四半期 当第2四半期

生活産業不動産 40,541 40,735

合  計 40,541 40,735

（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。

 

（c）住宅事業 

・マンション事業の主な売上計上物件

「ザ・パークハウス晴海タワーズ ティアロレジデンス」    （東京都中央区）

「ザ・パークハウス文京江戸川橋」              （東京都文京区）

「ザ・パークハウス花小金井ガーデンⅠ街区」         （東京都小平市）

「ザ・パークハウス東戸塚テラス」              （神奈川県横浜市）

「ザ・パークハウス市川妙典」                （千葉県市川市） 

・当第2四半期においては、マンション売上計上戸数は前年同期並みに推移しましたが、前年同期に比べ1戸当た

り販売単価が減少したことにより、減収となりました。 

・その他事業においては賃貸住宅物件の売却等により、増収となりました。 

・この結果、当セグメントの営業収益は前年同期に比べ19,580百万円増収の175,932百万円となり、営業利益は

3,117百万円増益の9,492百万円となりました。

・当年度の業績につきましては、営業収益4,170億円、営業利益220億円を見込んでおります。 

  （単位：百万円）
 

摘  要
前第2四半期 当第2四半期

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   1,611戸 94,971 売上計上戸数   1,555戸 87,879

住宅管理業務受託 受託件数    330,693件 22,958 受託件数    330,970件 23,150

注文住宅 － 10,468 － 11,142

その他 － 27,953 － 53,759

合  計 － 156,351 － 175,932

（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。
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（d）海外事業 

・当第2四半期においては、前年同期に保有する物件の売却に伴う収益を計上した反動等により、減収となりま

した。

・一方で、営業利益については、一過性の収益を計上したこと等により、増益となりました。

・この結果、当セグメントの営業収益は前年同期に比べ7,691百万円減収の34,046百万円となりましたが、営業

利益は2,466百万円増益の14,011百万円となりました。 

・当年度の業績につきましては、営業収益650億円、営業利益240億円を見込んでおります。

  （単位：百万円）
 

摘  要
前第2四半期 当第2四半期

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    482,008㎡

管理受託面積  205,538㎡
39,979

貸付面積    403,352㎡

管理受託面積  205,538㎡
32,321

その他 － 1,758 － 1,724

合  計 － 41,737 － 34,046

（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2四半期においては、前年同期に比べ円高となったこと等により、減収となりました。

・この結果、当セグメントの営業収益は前年同期に比べ915百万円減収の11,323百万円となりましたが、営業利

益は283百万円増益の2,906百万円となりました。

・当年度の業績につきましては、営業収益200億円、営業利益30億円を見込んでおります。

  （単位：百万円）
 

摘  要
営  業 収  益 

前第2四半期 当第2四半期

投資マネジメント 12,239 11,323

合  計 12,239 11,323

（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。
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（f）設計監理事業

・㈱三菱地所設計において、「大手町フィナンシャルシティ グランキューブ 及び 宿泊施設棟」（東京都千代

田区）等の設計監理業務他の収益を計上しました。

・当第2四半期においては、設計監理収益及び内装工事収益は取扱件数並びに1件当たり金額が増加したことによ

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前年同期に比べ2,010百万円増収の8,378百万円となり、営業損失は650

百万円改善し81百万円となりました。

・当年度の業績につきましては、営業収益190億円、営業利益5億円を見込んでおります。 

  （単位：百万円）
 

摘  要
前第2四半期 当第2四半期

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      489件

売上件数      408件
5,358

受注件数      584件

売上件数      440件
7,583

内装工事
受注件数       95件

売上件数       82件
441

受注件数      108件

売上件数       95件
794

その他 － 567 － －

合  計 － 6,367 － 8,378

（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2四半期においては、宿泊部門収益等が増加したことにより、営業収益は前年同期に比べ421百万円増収の

16,222百万円となり、営業利益は199百万円増益の771百万円となりました。

・当年度の業績につきましては、営業収益340億円、営業利益20億円を見込んでおります。

  （単位：百万円）
 

摘  要
営  業 収  益

前第2四半期 当第2四半期

宿泊部門 7,871 8,135

レストラン・バー部門 3,264 3,242

宴会部門 3,632 3,919

その他 1,032 924

合  計 15,800 16,222

（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。
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（h）不動産サービス事業

・当第2四半期においては、取扱件数並びに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前年同期に比べ2,906百万円増収の10,714百万円となり、営業損失は833

百万円改善し100百万円の損失を計上しました。

・当年度の業績につきましては、営業収益240億円、営業利益15億円を見込んでおります。

  （単位：百万円）
 

摘  要
前第2四半期 当第2四半期

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      531件 2,678 取扱件数      568件 3,306

その他 － 5,129 － 7,407

合  計 － 7,807 － 10,714

（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。
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(2) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

通期の業績見通しについては、第2四半期の実績及び今後の見通しを勘案の上、平成28年5月11日発表時から修正

し、営業収益1兆1,290億円（前回予想比＋270億円）、営業利益1,800億円（前回予想比＋50億円）、経常利益

1,570億円（前回予想比＋70億円）、親会社株主に帰属する当期純利益900億円（前回予想比＋40億円）を見込んで

おります。 

通期（平成28年4月1日～平成29年3月31日）の業績予想は次の通りであります。

（単位：百万円）
 

 
 

営業収益 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

1株当たり
当期純利益

前回予想（Ａ） 1,102,000 175,000 150,000 86,000 61円98銭 

今回予想（Ｂ） 1,129,000 180,000 157,000 90,000 64円86銭 

増減額（Ｂ－Ａ） 27,000 5,000 7,000 4,000 － 

増減率（％） 2.5 2.9 4.7 4.7 － 

前期実績 1,009,408 166,199 144,851 83,426 60円13銭 

 

営業収益、営業利益及び経常利益は、ビル事業における貸付面積の増加に伴う建物賃貸収益の増加等により、前回

予想に比べ増加する見込みとなりました。

なお、各セグメントの営業収益及び営業利益の業績予想は次の通りであります。

（単位：百万円）
 

 
 

前回予想（Ａ） 今回予想（Ｂ） 増減額（Ｂ－Ａ）

営業収益 営業利益 営業収益 営業利益 営業収益 営業利益

ビル事業 443,000 112,000 483,000 126,000 ＋40,000 ＋14,000 

生活産業不動産事業 85,000 24,000 89,000 24,000 ＋4,000 － 

住宅事業 426,000 28,000 417,000 22,000 △9,000 △6,000 

海外事業 65,000 22,000 65,000 24,000 － ＋2,000 

投資マネジメント事業 22,000 3,000 20,000 3,000 △2,000 － 

設計監理事業 20,000 500 19,000 500 △1,000 － 

ホテル事業 34,000 2,000 34,000 2,000 － － 

不動産サービス事業 23,000 1,500 24,000 1,500 ＋1,000 － 

その他の事業 7,000 0 4,000 0 △3,000 － 

調整額 △23,000 △18,000 △26,000 △23,000 △3,000 △5,000

合  計 1,102,000 175,000 1,129,000 180,000 ＋27,000 ＋5,000 
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2. サマリー情報（注記事項）に関する事項

(1) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（会計方針の変更）

平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報

告第32号 平成28年6月17日）を当連結会計年度の期首より適用し、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及

び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。 

この結果、当第2四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ701百万円増

加しております。 
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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） 

 
前連結会計年度 

（平成28年3月31日） 
当第2四半期連結会計期間 
（平成28年9月30日） 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 412,983 279,427 

受取手形及び営業未収入金 35,261 36,454 

有価証券 14 8,481 

販売用不動産 54,827 75,121 

仕掛販売用不動産 366,354 377,282 

開発用不動産 8,905 8,778 

未成工事支出金 7,942 10,736 

その他のたな卸資産 1,014 1,003 

エクイティ出資 276,842 268,223 

繰延税金資産 14,552 13,853 

その他 55,764 66,087 

貸倒引当金 △528 △317 

流動資産合計 1,233,935 1,145,134 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物 2,217,339 2,397,567 

減価償却累計額及び減損損失累計額 △1,330,845 △1,431,531 

建物及び構築物（純額） 886,494 966,036 

機械装置及び運搬具 92,957 90,538 

減価償却累計額及び減損損失累計額 △71,017 △69,461 

機械装置及び運搬具（純額） 21,939 21,076 

土地 1,955,451 2,086,348 

信託土地 549,811 572,643 

建設仮勘定 122,261 102,134 

その他 44,797 44,155 

減価償却累計額及び減損損失累計額 △29,692 △29,033 

その他（純額） 15,105 15,122 

有形固定資産合計 3,551,062 3,763,362 

無形固定資産    

借地権 75,494 74,518 

その他 32,289 26,982 

無形固定資産合計 107,784 101,501 

投資その他の資産    

投資有価証券 216,334 209,781 

長期貸付金 1,406 1,436 

敷金及び保証金 115,382 110,776 

退職給付に係る資産 9,810 9,758 

繰延税金資産 16,170 10,671 

その他 61,578 64,403 

貸倒引当金 △1,623 △1,654 

投資その他の資産合計 419,058 405,172 

固定資産合計 4,077,904 4,270,036 

資産合計 5,311,840 5,415,170 
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    （単位：百万円） 

 
前連結会計年度 

（平成28年3月31日） 
当第2四半期連結会計期間 
（平成28年9月30日） 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び営業未払金 58,331 61,443 

短期借入金 103,125 92,941 

1年内返済予定の長期借入金 163,651 170,778 

1年内償還予定の社債 78,023 98,049 

未払法人税等 22,903 14,157 

事業譲渡損失引当金 10,570 － 

その他 234,271 184,235 

流動負債合計 670,877 621,605 

固定負債    

社債 825,000 792,787 

長期借入金 1,114,426 1,242,898 

受入敷金保証金 393,309 402,533 

繰延税金負債 180,205 198,158 

再評価に係る繰延税金負債 265,912 280,480 

退職給付に係る負債 32,464 31,678 

役員退職慰労引当金 685 739 

環境対策引当金 5,068 4,831 

負ののれん 83,827 89,300 

その他 80,882 83,971 

固定負債合計 2,981,782 3,127,380 

負債合計 3,652,660 3,748,986 

純資産の部    

株主資本    

資本金 141,373 141,659 

資本剰余金 161,188 161,419 

利益剰余金 600,116 644,748 

自己株式 △5,385 △5,411 

株主資本合計 897,293 942,415 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 89,945 90,187 

繰延ヘッジ損益 △30 △416 

土地再評価差額金 521,248 521,839 

為替換算調整勘定 13,900 △41,627 

退職給付に係る調整累計額 △12,676 △10,839 

その他の包括利益累計額合計 612,387 559,143 

新株予約権 529 529 

非支配株主持分 148,970 164,095 

純資産合計 1,659,180 1,666,183 

負債純資産合計 5,311,840 5,415,170 
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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27年4月 1日 

  至 平成27年9月30日） 

当第2四半期連結累計期間 
（自 平成28年4月 1日 

  至 平成28年9月30日） 

営業収益 484,996 511,753 

営業原価 364,249 378,025 

営業総利益 120,746 133,727 

販売費及び一般管理費 36,999 41,579 

営業利益 83,746 92,148 

営業外収益    

受取利息 183 156 

受取配当金 2,588 2,429 

持分法による投資利益 743 750 

為替差益 － 1,482 

その他 1,484 2,137 

営業外収益合計 5,000 6,956 

営業外費用    

支払利息 9,756 11,404 

固定資産除却損 3,046 1,234 

その他 933 2,190 

営業外費用合計 13,736 14,829 

経常利益 75,010 84,275 

特別利益    

固定資産売却益 1,532 － 

投資有価証券売却益 11,299 － 

負ののれん発生益 － 13,505 

受取和解金 － 1,966 

特別利益合計 12,832 15,471 

特別損失    

固定資産除却関連損 － 1,832 

段階取得に係る差損 － 6,431 

特別損失合計 － 8,264 

税金等調整前四半期純利益 87,843 91,483 

法人税、住民税及び事業税 22,323 19,891 

法人税等調整額 2,160 7,136 

法人税等合計 24,483 27,027 

四半期純利益 63,359 64,455 

非支配株主に帰属する四半期純利益 7,087 6,940 

親会社株主に帰属する四半期純利益 56,272 57,514 
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（四半期連結包括利益計算書）

（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27年4月 1日 

  至 平成27年9月30日） 

当第2四半期連結累計期間 
（自 平成28年4月 1日 

  至 平成28年9月30日） 

四半期純利益 63,359 64,455 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 △27,244 243 

繰延ヘッジ損益 98 △670 

土地再評価差額金 △0 193 

為替換算調整勘定 8,204 △56,548 

退職給付に係る調整額 △377 1,851 

持分法適用会社に対する持分相当額 232 △1,826 

その他の包括利益合計 △19,086 △56,756 

四半期包括利益 44,273 7,698 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 34,649 3,874 

非支配株主に係る四半期包括利益 9,623 3,823 
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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27年4月 1日 

  至 平成27年9月30日） 

当第2四半期連結累計期間 
（自 平成28年4月 1日 

  至 平成28年9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 87,843 91,483 

減価償却費 36,754 37,897 

有形固定資産除売却損益（△は益） 534 1,207 

有価証券売却損益（△は益） △11,299 △225 

有価証券評価損益（△は益） － 498 

減損損失 － 119 

社債発行費 0 98 

のれん償却額 2,938 2,781 

負ののれん発生益 － △13,505 

段階取得に係る差損益（△は益） － 6,431 

持分法による投資損益（△は益） △743 △750 

引当金の増減額（△は減少） △48 △929 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △1,250 1,882 

受取利息及び受取配当金 △2,772 △2,585 

支払利息 9,762 11,404 

売上債権の増減額（△は増加） 8,227 △2,695 

たな卸資産の増減額（△は増加） 5,988 7,031 

エクイティ出資の増減額（△は増加） 17,083 △17,257 

前渡金の増減額（△は増加） △12,752 △129 

敷金及び保証金の増減額（△は増加） △425 △2,533 

仕入債務の増減額（△は減少） △58,066 △2,159 

未払消費税等の増減額（△は減少） △1,088 1,165 

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） △4,388 △306 

その他 7,509 △67,590 

小計 83,804 51,331 

利息及び配当金の受取額 3,203 2,774 

利息の支払額 △9,498 △11,098 

法人税等の支払額 △5,260 △28,818 

営業活動によるキャッシュ・フロー 72,249 14,188 

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 52 136 

定期預金の預入による支出 △46 △150 

有価証券の売却及び償還による収入 － 5,100 

有価証券の取得による支出 － △3,845 

有形固定資産の売却による収入 5,238 967 

有形固定資産の取得による支出 △69,857 △114,931 

投資有価証券の売却及び償還による収入 17,904 376 

投資有価証券の取得による支出 △278 △537 

借地権の売却による収入 446 104 

借地権の取得による支出 － △276 

短期貸付金の回収による収入 7 6 

短期貸付けによる支出 － △2 

長期貸付金の回収による収入 20 36 

共同事業による収入 6 － 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による

支出 
－ △2,776 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

収入 
－ 295 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

支出 
－ △52,929 

その他 △980 △44 

投資活動によるキャッシュ・フロー △47,487 △168,469 
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    （単位：百万円） 

 
前第2四半期連結累計期間 
（自 平成27年4月 1日 

  至 平成27年9月30日） 

当第2四半期連結累計期間 
（自 平成28年4月 1日 

  至 平成28年9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） 5,423 △12,959 

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） △28,000 － 

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △538 △467 

長期借入れによる収入 96,080 130,948 

長期借入金の返済による支出 △43,313 △52,415 

社債の発行による収入 － 14,901 

社債の償還による支出 △16,510 △30,604 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得に

よる支出 
－ △73 

自己株式の純増減額（△は増加） △125 △26 

配当金の支払額 △10,928 △12,624 

非支配株主への配当金の支払額 △4,008 △5,355 

その他 △6,312 △1,102 

財務活動によるキャッシュ・フロー △8,233 30,221 

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,192 △8,567 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 17,720 △132,627 

現金及び現金同等物の期首残高 198,489 412,392 

現金及び現金同等物の四半期末残高 216,210 279,764 
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(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）

  該当事項はありません。

 

 

（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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