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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

 （注）１．当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につ

いては、記載しておりません。 

    ２. 売上高には、消費税等は含まれておりません。  

    ３. 持分法を適用した場合の投資利益は、関連会社がないため、記載しておりません。 

４. 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載してお

りません 

回次 
第56期

第１四半期 
累計(会計)期間

第55期

会計期間 

自平成20年
10月１日 

至平成20年 
12月31日 

自平成19年
10月１日 

至平成20年 
９月30日 

売上高（千円）  5,431,663     17,805,739

経常利益（千円）  420,329       641,397

四半期（当期）純利益（千円）  231,414       173,127

持分法を適用した場合の投資利益

（千円） 
 －     － 

資本金（千円）  814,340       814,340

発行済株式総数（千株）  5,098,096       5,098,096

純資産額（千円）  9,329,306       9,193,082

総資産額（千円）  12,937,830  11,952,050

１株当たり純資産額（円） .39 1,836      .44 1,809

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円） 
45.55     34.07 

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円） 
 － － 

１株当たり配当額（円）  －     20.00 

自己資本比率（％） 72.1     76.9 

営業活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 495,222      986,656

投資活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 △202,001       △105,827

財務活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 △101,940       △87,530

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円） 
 2,003,166       1,816,410

従業員数（人）  179       182
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 当第１四半期会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。 

 なお、当社は子会社及び関連会社を一切有しておりません。  

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

２【事業の内容】 

３【関係会社の状況】 

４【従業員の状況】 

提出会社の状況 

 （注）１ 従業員数は、就業人員であります。 

２ 従業員数欄の（ ）書は外書で、臨時従業員（パートタイマー及び嘱託）の当第１四半期会計期間における

平均雇用人員であります。 

  

  平成20年12月31日現在

従業員数（人） 179  （212）    
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第２【事業の状況】 

１【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 当第１四半期会計期間における生産実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

 （注） 上記金額は、製造原価によっております。また、上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2）受注実績 

 当社は見込生産方式をとっておりますので、該当する事項はありません。 

(3）販売実績 

 当第１四半期会計期間における販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 主な相手先別の販売実績及びそれぞれの総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

  

区分 金額（千円）

家庭用海苔  913,854

進物品  536,541

ふりかけ等  525,215

業務用海苔  1,079,471

その他  8,883

合計  3,063,966

区分 金額（千円）

家庭用海苔  1,795,916

進物品  1,309,548

ふりかけ等  949,644

業務用海苔  1,362,959

その他  13,593

合計  5,431,663

相手先 

当第１四半期会計期間
（自 平成20年10月１日 
至 平成20年12月31日） 

金額（千円） 割合（％）

三菱商事㈱  2,207,873  40.6

伊藤忠商事㈱  1,457,893  26.8
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 当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等は行われておりません。 

  

  

２【経営上の重要な契約等】 

３【財政状態及び経営成績の分析】 

(1）業績 

当第１四半期会計期間におけるわが国の経済は、世界的な金融不安による株式市場の低迷、為替相場の急激な変

動等の影響により、景気は急激に悪化いたしました。個人消費も景気悪化に伴う雇用環境の急速な悪化等により、

依然として低迷状況が続きました。 

当業界におきましても、消費者マインドはますます冷え込み、店頭での低価格競争は常態化し、資材価格の上昇

によるコスト増加もあり、大変厳しい経営環境となりました。  

このような状況のもと、当社では販売競争が激化する中で販売促進活動に注力するとともに、採算重視の販売施

策を推し進めてまいりました。  

新製品につきましては、平成20年８月に「カリカリ梅 赤しそ」「カリカリ梅 しらす」「カリカリ梅 しそわ

かめ」と「２種のお茶づけ10袋 さけとのり」「２種のお茶づけ10袋 うめとのり」、そして「梅のりおにぎり」

「しょうがスープしじみわかめ入り」の計７品を発売し、順調に市場から評価を得ております。 

その結果、当第１四半期の売上高は5,431百万円となりました。利益面におきましては、営業利益421百万円、経

常利益420百万円、四半期純利益は231百万円となりました。 

以下、品目別売上高の状況は次のとおりであります。  

家庭用海苔につきましては、販売競争が一層激化する中で、採算重視の観点から販売施策の効率化を推し進め、

売上高は1,795百万円となりました。進物品につきましては、テレビコマーシャルの投入など販売促進に注力いた

しましたが、1,309百万円となりました。ふりかけ等は、平成20年８月に発売した新製品の寄与もあり949百万円と

なりました。新規取引先の開拓等により1,362百万円となりました。  

  

(2）キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前期末に比べて186百万円

増加し2,003百万円となりました。 

当第１四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

営業活動の結果得られた資金は495百万円となりました。これは主に税引前四半期純利益397百万円、たな卸資産

の減少額597百万円、仕入債務の増加額609百万円があった一方、売上債権の増加額1,260百万円があったことによ

るものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

投資活動の結果使用した資金は202百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出82百万円、

無形固定資産の取得による支出115百万円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） 

財務活動の結果使用した資金は101百万円となりました。これは主に配当金の支払額101百万円によるものであり

ます。 

  

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題 

当第１四半期会計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。 

  

(4）研究開発活動 

 当第１四半期会計期間における研究開発活動の金額は、12百万円であります。 

 なお、当第１四半期会計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 
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第３【設備の状況】 
(1）主要な設備の状況 

 当第１四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

(2）設備の新設、除却等の計画 

 特記すべき事項はありません。  
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①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。  

   

  

第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

（１）【株式の総数等】 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式  11,561,360

計  11,561,360

種類 
第１四半期会計期間末現
在発行数（株） 
（平成20年12月31日） 

提出日現在発行数（株）
（平成21年２月13日） 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名 

内容

普通株式  5,098,096  5,098,096
ジャスダック証券 

取引所 

単元株式数 

1,000株 

計  5,098,096  5,098,096 － － 

（２）【新株予約権等の状況】 

（３）【ライツプランの内容】 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

年月日 
発行済株式総
数増減数(株) 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成20年10月１日～ 

平成20年12月31日 
 －  5,098,096  －  814,340  －  1,043,871

（５）【大株主の状況】 

 大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第1四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりま

せん。  
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 当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（平成20年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】 

 （注） 「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が464株含まれております。  

  

②【自己株式等】 

  

  

【当該四半期累計期間における月別 高・ 低株価】 

 （注） 高・ 低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。 

  

（６）【議決権の状況】 

  平成20年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 
〈自己保有株式） 

普通株式      17,000
－  単元株式数1,000株

完全議決権株式（その他） 普通株式    5,040,000  5,040 同上 

単元未満株式 普通株式     41,096 － － 

発行済株式総数  5,098,096 － － 

総株主の議決権 －  5,040 － 

  平成20年12月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合 

（％） 

株式会社大森屋 
大阪市福島区野田 

４丁目３番34号  
 17,000  －  17,000  0.33

計 －  17,000  －  17,000  0.33

２【株価の推移】 

月別 
平成20年 
10月 

11月 12月 

高（円）  810  870  880

低（円）  719  700  780

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 
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第５【経理の状況】 

１．四半期財務諸表の作成方法について 

 当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期累計期間（平成20年10月１日から平成

20年12月31日まで）に係る四半期財務諸表について、大阪監査法人による四半期レビューを受けております。 

３．四半期連結財務諸表について 

 当社は、子会社がないため、四半期連結財務諸表は作成しておりません。 

  

  

2009/02/13 19:33:4508499234_第１四半期報告書_20090213193252



１【四半期財務諸表】 
（１）【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,228,166 2,041,410

受取手形及び売掛金 ※  4,036,663 2,776,631

製品 514,102 701,295

原材料 2,766,281 3,184,841

仕掛品 91,688 83,845

その他 138,644 110,713

流動資産合計 9,775,546 8,898,737

固定資産   

有形固定資産   

建物 2,027,310 2,024,668

減価償却累計額 △1,527,416 △1,518,343

建物（純額） 499,893 506,324

土地 1,517,542 1,517,542

その他 1,815,340 1,774,726

減価償却累計額 △1,433,833 △1,413,710

その他（純額） 381,507 361,015

有形固定資産合計 2,398,944 2,384,882

無形固定資産 145,098 41,503

投資その他の資産   

投資有価証券 221,800 225,430

会員権 70,100 70,100

その他 374,460 380,085

貸倒引当金 △48,120 △48,690

投資その他の資産合計 618,241 626,926

固定資産合計 3,162,284 3,053,312

資産合計 12,937,830 11,952,050

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 ※  1,442,095 861,214

未払法人税等 125,000 198,000

賞与引当金 50,148 124,271

その他 1,363,925 955,978

流動負債合計 2,981,169 2,139,464

固定負債   

退職給付引当金 326,562 321,678

役員退職慰労引当金 298,458 295,345

その他 2,334 2,478

固定負債合計 627,355 619,502
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年９月30日) 

負債合計 3,608,524 2,758,967

純資産の部   

株主資本   

資本金 814,340 814,340

資本剰余金 1,043,871 1,043,871

利益剰余金 7,456,447 7,326,644

自己株式 △17,597 △17,270

株主資本合計 9,297,060 9,167,586

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 32,245 25,496

評価・換算差額等合計 32,245 25,496

純資産合計 9,329,306 9,193,082

負債純資産合計 12,937,830 11,952,050
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（２）【四半期損益計算書】 
【第１四半期累計期間】 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年10月１日 

 至 平成20年12月31日) 

売上高 5,431,663

売上原価 3,244,200

売上総利益 2,187,462

販売費及び一般管理費 ※  1,766,372

営業利益 421,090

営業外収益  

受取利息 226

受取配当金 1,889

助成金収入 1,188

雑収入 568

営業外収益合計 3,872

営業外費用  

為替差損 4,632

営業外費用合計 4,632

経常利益 420,329

特別利益  

固定資産売却益 277

貸倒引当金戻入額 570

特別利益合計 847

特別損失  

固定資産除却損 81

たな卸資産廃棄損 7,536

投資有価証券評価損 16,413

特別損失合計 24,031

税引前四半期純利益 397,145

法人税、住民税及び事業税 120,455

法人税等調整額 45,275

法人税等合計 165,730

四半期純利益 231,414
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年10月１日 

 至 平成20年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 397,145

減価償却費 45,346

貸倒引当金の増減額（△は減少） △570

受取利息及び受取配当金 △2,115

為替差損益（△は益） 4,524

有形固定資産売却損益（△は益） △277

有形固定資産除却損 81

投資有価証券評価損益（△は益） 16,413

賞与引当金の増減額（△は減少） △74,122

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,112

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,883

売上債権の増減額（△は増加） △1,260,031

たな卸資産の増減額（△は増加） 597,651

仕入債務の増減額（△は減少） 609,596

その他の資産・負債の増減額 342,154

小計 683,793

利息及び配当金の受取額 2,378

預り敷金及び保証金の受入による収入 6

預り敷金及び保証金の返還による支出 △150

法人税等の支払額 △190,804

営業活動によるキャッシュ・フロー 495,222

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △82,514

有形固定資産の売却による収入 552

無形固定資産の取得による支出 △115,631

投資有価証券の取得による支出 △1,534

その他 △2,872

投資活動によるキャッシュ・フロー △202,001

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △327

配当金の支払額 △101,612

財務活動によるキャッシュ・フロー △101,940

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,524

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 186,756

現金及び現金同等物の期首残高 1,816,410

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,003,166
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【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】 

  
当第１四半期会計期間

（自 平成20年10月１日 
至 平成20年12月31日） 

 会計処理基準に関する事項の

変更 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

たな卸資産 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法
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、主として総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、経常利益及び税引前四半期純利益は、それぞれ2,907

千円減少しております。 

(2) リース取引に関する会計基準の適用  

 当第１四半期会計期間から「リース取引に関する会計基準」(企業会計審議会
第一部会 平成５年６月17日 終改正平成19年３月30日 企業会計基準第13

号)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(日本公認会計士協会 会

計制度委員会 平成６年１月18日 終改正平成19年３月30日 企業会計基準

適用指針第16号)を早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引につ
いては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に

係る方法に準じた会計処理に変更しております。 

 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法によっております。 
 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き

続き採用しております。この変更に伴う損益に与える影響はありません。 

【簡便な会計処理】 

  
当第１四半期会計期間

（自 平成20年10月１日 
至 平成20年12月31日） 

１.たな卸資産の評価方法  当第１四半期会計期間末のたな卸高の算定に関しては、実地たな卸を省略し、

前事業年度の実地たな卸高を基礎として、合理的に算定する方法によっておりま

す。 

 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。 

２.繰延税金資産及び負債の算

定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、一時差異の発生状況等について

前事業年度末から著しい変化がないと認められるため、前事業年度末において使

用した将来の業績予測及びタックス・プランニングを利用しております。 

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】 

当第１四半期会計期間 
（自 平成20年10月１日 
至 平成20年12月31日） 

 該当事項はありません。  

【追加情報】 

当第１四半期会計期間
（自 平成20年10月１日 
至 平成20年12月31日） 

（有形固定資産の耐用年数の変更） 

 当第１四半期会計期間から、法人税法の改正(所得税法等の一部を改正する法律 平成20年４月30日 法律第23

号)に伴い、機械装置の耐用年数の変更を行っております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べ、売上総利益は3,453千円、営業利益、経常利益および税金等調整前四半

期純利益は3,498万円それぞれ減少しております。 
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【注記事項】 

（四半期貸借対照表関係） 

当第１四半期会計期間末 
（平成20年12月31日） 

前事業年度末 
（平成20年９月30日） 

※ 四半期会計期間末日満期手形 

 四半期会計期間末日満期手形の会計処理について

は、手形交換日をもって決済処理しております。な

お、当第１四半期会計期間末日が金融機関の休日であ

ったため、次の四半期会計期間末日満期手形が、四半

期会計期間末残高に含まれております。       

 受取手形    5,303千円

 支払手形    243,395千円

※       ―――        

  

  

  

  

（四半期損益計算書関係） 

当第１四半期累計期間 
（自 平成20年10月１日 
至 平成20年12月31日） 

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

販売促進費  1,160,049千円 

給料手当  156,924  

賞与引当金繰入額  32,711  

退職給付費用  6,894  

運賃 118,914  

広告宣伝費 133,065  

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 

  

当第１四半期累計期間 
（自 平成20年10月１日 
至 平成20年12月31日） 

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成20年12月31日現在） 

  （千円）

現金及び預金勘定 2,228,166

預入期間が３か月を超える定期預金 △225,000

現金及び現金同等物 2,003,166
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当第１四半期会計期間末（平成20年12月31日）及び当第１四半期累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20

年12月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数 

 普通株式    5,098,096株 

  

２．自己株式の種類及び総数 

 普通株式      17,848株  

  

３．配当に関する事項 

  配当金支払額  

  

  

 保有する有価証券が当社の事業の運営において重要なものとなっていないため、記載を省略しております。 

  

 当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

  

    対象となる関連会社がないため、該当事項はありません。 

      

（株主資本等関係） 

  
  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資

平成20年12月18日 

定時株主総会 
普通株式 101,612 20.00 平成20年９月30日 平成20年12月19日 利益剰余金 

（有価証券関係） 

（デリバティブ取引関係） 

（持分法損益等） 

（ストック・オプション等関係） 

当第１四半期会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 

 該当事項はありません。  
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１．１株当たり純資産額 

２．１株当たり四半期純利益金額等 

 （注） １株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

    該当事項はありません。 

  

 リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じて処理を行っておりますが、前事業年度の末日と比較して著しい変動がありません。 

  

（１株当たり情報） 

当第１四半期会計期間末 
（平成20年12月31日） 

前事業年度末 
（平成20年９月30日） 

１株当たり純資産額 1,836.39円 １株当たり純資産額 1,809.44円

当第１四半期累計期間 
（自 平成20年10月１日 
至 平成20年12月31日） 

１株当たり四半期純利益金額 45.55円

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式がないめ記載しておりません。 
  

  
当第１四半期累計期間

（自 平成20年10月１日 
至 平成20年12月31日） 

四半期純利益（千円）  231,414

普通株主に帰属しない金額（千円）  －

普通株式に係る四半期純利益（千円）  231,414

期中平均株式数（株）  5,080,536

（重要な後発事象） 

（リース取引関係） 

２【その他】 

 該当事項はありません。  
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】 
 該当事項はありません。 
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  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成21年２月13日

株式会社大森屋 

取締役会 御中 

大阪監査法人 

  
代表社員
業務執行社員   

公認会計士 西川 寿雄  印 

  
代表社員
業務執行社員   

公認会計士 橋本 義嗣  印 

  
  

  
      

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社大森屋

の平成20年10月１日から平成21年９月30日までの第56期事業年度の第１四半期累計期間（平成20年10月１日から平成20年

12月31日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー

計算書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立

場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析

的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社大森屋の平成20年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了す

る第１四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重

要な点において認められなかった。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

 （注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。 

 ２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 
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