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１ 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】

平成29年２月13日に提出いたしました第25期第３四半期（自　平成28年10月１日　至　平成28年12月31日）四半期

報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため四半期報告書の訂正報告書を提出するもので

あります。

　

２ 【訂正事項】

　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

　　第２　事業の状況

　　　３　財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

　　　（1） 業績の状況

　　　（2） 財政状態の分析

　　第４　経理の状況

　　　２．監査証明について

　　　１　四半期連結財務諸表

　　　（1） 四半期連結貸借対照表

　　　　　（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

　　　　　注記事項

　　　　　　（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　　　　　　（１株当たり情報）

　

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。
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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】
 

　　（訂正前）

回次
第24期

第３四半期
連結累計期間

第25期
第３四半期
連結累計期間

第24期

会計期間
自 平成27年４月１日
至 平成27年12月31日

自 平成28年４月１日
至 平成28年12月31日

自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日

売上高 (千円) 15,049,033 16,720,891 20,552,867

経常利益 (千円) 1,136,480 883,151 1,884,295

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(千円) 697,636 514,853 1,195,416

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 651,700 552,074 1,130,234

純資産額 (千円) 6,091,886 6,950,803 6,570,420

総資産額 (千円) 19,166,864 25,822,558 21,519,046

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 8.36 6.13 14.32

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 31.8 26.9 30.5
 

 

回次
第24期

第３四半期
連結会計期間

第25期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成27年10月１日
至 平成27年12月31日

自 平成28年10月１日
至 平成28年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 3.34 2.79
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　　（訂正後）

回次
第24期

第３四半期
連結累計期間

第25期
第３四半期
連結累計期間

第24期

会計期間
自 平成27年４月１日
至 平成27年12月31日

自 平成28年４月１日
至 平成28年12月31日

自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日

売上高 (千円) 15,049,033 16,720,268 20,552,867

経常利益 (千円) 1,056,305 809,232 1,781,735

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(千円) 667,951 466,381 1,071,805

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 622,014 503,601 1,006,623

純資産額 (千円) 5,895,128 6,611,647 6,279,737

総資産額 (千円) 19,017,588 25,650,623 21,126,721

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 8.00 5.56 12.84

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 31.0 25.8 29.7
 

 

回次
第24期

第３四半期
連結会計期間

第25期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成27年10月１日
至 平成27年12月31日

自 平成28年10月１日
至 平成28年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 3.24 2.62
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第２ 【事業の状況】

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況

　　（訂正前）

以上より、当第３四半期連結累計期間における連結売上高は16,720百万円（前年同期比11.1％増）となり、営業

利益は743百万円（同30.1％減）、経常利益は883百万円（同22.3％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は514

百万円（同26.2％減）となりました。

 

　　（訂正後）

以上より、当第３四半期連結累計期間における連結売上高は16,720百万円（前年同期比11.1％増）となり、営業

利益は669百万円（同32.0％減）、経常利益は809百万円（同23.4％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は466

百万円（同30.2％減）となりました。
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(2) 財政状態の分析

　　（訂正前）

当第３四半期連結会計期間末の総資産は25,822百万円（前期末比4,303百万円増）となりました。

流動資産は9,737百万円（同2,783百万円増）となりましたが、これは、主に現金及び預金が3,090百万円増加し

た一方で、未収入金が264百万円、繰延税金資産が120百万円減少したこと等によるものであります。

固定資産は16,084百万円（同1,519百万円増）となっております。これは、主に建物及び構築物が1,465百万円、

のれんが296百万円、長期貸付金が282百万円、投資有価証券が271百万円、その他無形固定資産が122百万円、工

具、器具及び備品が53百万円増加した一方で、建設仮勘定が1,018百万円減少したこと等によるものであります。

また、負債合計は18,871百万円（同3,923百万円増）となりました。

流動負債は7,325百万円（同1,375百万円増）となりましたが、これは、主に短期借入金が1,000百万円、その他

流動負債が797百万円、１年内返済予定の長期借入金が456百万円増加した一方で、未払法人税等が303百万円、未

払金が269百万円、賞与引当金が206百万円、支払手形及び買掛金が61百万円減少したこと等によるものでありま

す。

固定負債は11,546百万円（同2,547百万円増）となっておりますが、これは、主に長期借入金が2,354百万円、資

産除去債務が78百万円、退職給付に係る負債が69百万円増加したこと等によるものであります。

当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は6,950百万円（同380百万円増）となっております。これは、主に利

益剰余金が75百万円、その他有価証券評価差額金が31百万円増加した一方で、自己株式が267百万円減少したこと

等によるものであります。

 

　　（訂正後）

当第３四半期連結会計期間末の総資産は25,650百万円（前期末比4,523百万円増）となりました。

流動資産は9,610百万円（同2,994百万円増）となりましたが、これは、主に現金及び預金が3,090百万円増加し

た一方で、未収入金が264百万円、繰延税金資産が123百万円減少したこと等によるものであります。

固定資産は16,040百万円（同1,529百万円増）となっております。これは、主に建物及び構築物が1,476百万円、

のれんが296百万円、長期貸付金が282百万円、投資有価証券が271百万円、その他無形固定資産が122百万円、工

具、器具及び備品が53百万円増加した一方で、建設仮勘定が1,018百万円減少したこと等によるものであります。

また、負債合計は19,038百万円（同4,191百万円増）となりました。

流動負債は7,492百万円（同1,644百万円増）となりましたが、これは、主に短期借入金が1,000百万円、その他

流動負債が797百万円、１年内返済予定の長期借入金が456百万円増加した一方で、未払法人税等が192百万円、未

払金が268百万円、賞与引当金が206百万円、支払手形及び買掛金が61百万円減少したこと等によるものでありま

す。

固定負債は11,546百万円（同2,547百万円増）となっておりますが、これは、主に長期借入金が2,354百万円、資

産除去債務が78百万円、退職給付に係る負債が69百万円増加したこと等によるものであります。

当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は6,611百万円（同331百万円増）となっております。これは、主に利

益剰余金が27百万円、その他有価証券評価差額金が31百万円増加した一方で、自己株式が267百万円減少したこと

等によるものであります。
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第４ 【経理の状況】

 

２．監査証明について

　　（訂正前）

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、第３四半期連結会計期間（平成28年10月１日から平成

28年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28年12月31日まで）に係る四半期連結

財務諸表について、監査法人東海会計社による四半期レビューを受けております。

 

　　（訂正後）

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、第３四半期連結会計期間（平成28年10月１日から平成

28年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28年12月31日まで）に係る四半期連結

財務諸表について、監査法人東海会計社による四半期レビューを受けております。

なお、金融商品取引法第24条の４の７第４項の規定に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出しておりますが、

訂正後の四半期連結財務諸表について、監査法人東海会計社による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

　　（訂正前）

           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成28年12月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 3,777,936 6,868,117

  受取手形及び売掛金 41,839 50,426

  有価証券 21,027 -

  たな卸資産 98,453 23,550

  繰延税金資産 442,078 321,655

  未収入金 1,770,729 1,506,406

  その他 802,493 968,042

  貸倒引当金 △549 △632

  流動資産合計 6,954,010 9,737,568

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物 ※1  8,404,192 ※1  10,349,462

    減価償却累計額及び減損損失累計額 △2,448,271 △2,928,049

    建物及び構築物（純額） 5,955,921 7,421,412

   機械装置及び運搬具 9,148 9,148

    減価償却累計額 △4,130 △4,839

    機械装置及び運搬具（純額） 5,017 4,308

   工具、器具及び備品 ※1  484,281 ※1  602,769

    減価償却累計額及び減損損失累計額 △284,812 △350,006

    工具、器具及び備品（純額） 199,469 252,763

   土地 980,894 980,894

   建設仮勘定 1,759,076 740,336

   有形固定資産合計 8,900,378 9,399,715

  無形固定資産   

   のれん - 296,263

   その他 12,135 134,297

   無形固定資産合計 12,135 430,560

  投資その他の資産   

   投資有価証券 313,534 584,668

   長期貸付金 2,881,772 3,164,706

   差入保証金 1,628,547 1,658,134

   繰延税金資産 164,472 173,091

   その他 679,407 690,412

   貸倒引当金 △15,213 △16,298

   投資その他の資産合計 5,652,521 6,254,714

  固定資産合計 14,565,035 16,084,990

 資産合計 21,519,046 25,822,558
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成28年12月31日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 191,107 129,940

  短期借入金 - 1,000,000

  1年内返済予定の長期借入金 2,935,368 3,392,097

  未払金 691,961 422,637

  未払法人税等 364,677 61,296

  未払消費税等 67,491 49,082

  賞与引当金 334,000 127,162

  資産除去債務 23,892 4,392

  その他 1,341,386 2,139,028

  流動負債合計 5,949,884 7,325,636

 固定負債   

  長期借入金 8,457,330 10,811,977

  繰延税金負債 2,240 1,532

  退職給付に係る負債 377,714 447,097

  長期未払金 4,950 3,700

  資産除去債務 156,505 234,563

  その他 - 47,247

  固定負債合計 8,998,740 11,546,118

 負債合計 14,948,625 18,871,755

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,603,955 1,603,955

  資本剰余金 1,449,544 1,449,544

  利益剰余金 4,798,586 4,874,202

  自己株式 △1,208,168 △940,620

  株主資本合計 6,643,918 6,987,080

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 △52,792 △20,929

  繰延ヘッジ損益 - △1,762

  退職給付に係る調整累計額 △24,742 △17,583

  その他の包括利益累計額合計 △77,534 △40,275

 非支配株主持分 4,036 3,997

 純資産合計 6,570,420 6,950,803

負債純資産合計 21,519,046 25,822,558
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　　（訂正後）

           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成28年12月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 3,777,936 6,868,117

  受取手形及び売掛金 41,839 50,426

  有価証券 21,027 -

  たな卸資産 98,453 23,550

  繰延税金資産 426,131 302,785

  未収入金 1,770,729 1,506,406

  その他 480,184 859,667

  貸倒引当金 △549 △632

  流動資産合計 6,615,754 9,610,322

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物 ※1  8,404,192 ※1  10,349,462

    減価償却累計額及び減損損失累計額 △2,576,335 △3,045,143

    建物及び構築物（純額） 5,827,856 7,304,318

   機械装置及び運搬具 9,148 9,148

    減価償却累計額 △4,130 △4,839

    機械装置及び運搬具（純額） 5,017 4,308

   工具、器具及び備品 ※1  484,281 ※1  602,769

    減価償却累計額及び減損損失累計額 △285,659 △350,590

    工具、器具及び備品（純額） 198,621 252,179

   土地 980,894 980,894

   建設仮勘定 1,759,076 740,336

   有形固定資産合計 8,771,467 9,282,037

  無形固定資産   

   のれん - 296,263

   その他 12,135 134,297

   無形固定資産合計 12,135 430,560

  投資その他の資産   

   投資有価証券 313,534 584,668

   長期貸付金 2,881,772 3,164,706

   差入保証金 1,628,547 1,658,134

   繰延税金資産 208,818 213,572

   その他 709,905 722,919

   貸倒引当金 △15,213 △16,298

   投資その他の資産合計 5,727,363 6,327,702

  固定資産合計 14,510,966 16,040,301

 資産合計 21,126,721 25,650,623
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成28年12月31日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 191,107 129,940

  短期借入金 - 1,000,000

  1年内返済予定の長期借入金 2,935,368 3,392,097

  未払金 701,478 432,545

  未払法人税等 253,518 61,296

  未払消費税等 67,491 206,394

  賞与引当金 334,000 127,162

  資産除去債務 23,892 4,392

  その他 1,341,386 2,139,028

  流動負債合計 5,848,243 7,492,857

 固定負債   

  長期借入金 8,457,330 10,811,977

  繰延税金負債 2,240 1,532

  退職給付に係る負債 377,714 447,097

  長期未払金 4,950 3,700

  資産除去債務 156,505 234,563

  その他 - 47,247

  固定負債合計 8,998,740 11,546,118

 負債合計 14,846,984 19,038,975

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,603,955 1,603,955

  資本剰余金 1,449,544 1,449,544

  利益剰余金 4,507,903 4,535,046

  自己株式 △1,208,168 △940,620

  株主資本合計 6,353,234 6,647,924

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 △52,792 △20,929

  繰延ヘッジ損益 - △1,762

  退職給付に係る調整累計額 △24,742 △17,583

  その他の包括利益累計額合計 △77,534 △40,275

 非支配株主持分 4,036 3,997

 純資産合計 6,279,737 6,611,647

負債純資産合計 21,126,721 25,650,623
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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３四半期連結累計期間】

　　（訂正前）

           (単位：千円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

売上高 15,049,033 16,720,891

売上原価 12,648,574 14,163,201

売上総利益 2,400,459 2,557,690

販売費及び一般管理費 1,336,084 1,814,070

営業利益 1,064,374 743,619

営業外収益   

 受取利息 42,232 57,560

 受取保証料 - 49,157

 補助金収入 45,991 65,587

 その他 12,302 12,347

 営業外収益合計 100,526 184,653

営業外費用   

 支払利息 27,551 34,188

 その他 868 10,932

 営業外費用合計 28,419 45,120

経常利益 1,136,480 883,151

特別損失   

 固定資産除却損 1,596 398

 園減損損失 22,152 -

 東京支社減損損失 45,943 -

 特別損失合計 69,693 398

税金等調整前四半期純利益 1,066,787 882,753

法人税、住民税及び事業税 356,781 247,983

法人税等調整額 12,432 119,955

法人税等合計 369,213 367,938

四半期純利益 697,574 514,814

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △62 △38

親会社株主に帰属する四半期純利益 697,636 514,853
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　　（訂正後）

           (単位：千円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

売上高 15,049,033 16,720,268

売上原価 12,709,731 14,217,613

売上総利益 2,339,302 2,502,654

販売費及び一般管理費 1,355,103 1,832,953

営業利益 984,198 669,700

営業外収益   

 受取利息 42,232 57,560

 受取保証料 - 49,157

 補助金収入 45,991 65,587

 その他 12,302 12,347

 営業外収益合計 100,526 184,653

営業外費用   

 支払利息 27,551 34,188

 その他 868 10,932

 営業外費用合計 28,419 45,120

経常利益 1,056,305 809,232

特別損失   

 固定資産除却損 1,596 398

 園減損損失 19,899 -

 東京支社減損損失 45,943 -

 特別損失合計 67,440 398

税金等調整前四半期純利益 988,864 808,834

法人税、住民税及び事業税 326,470 215,749

法人税等調整額 △5,494 126,742

法人税等合計 320,976 342,491

四半期純利益 667,888 466,342

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △62 △38

親会社株主に帰属する四半期純利益 667,951 466,381
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

　　（訂正前）

           (単位：千円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

四半期純利益 697,574 514,814

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △49,045 31,863

 繰延ヘッジ損益 - △1,762

 退職給付に係る調整額 3,171 7,158

 その他の包括利益合計 △45,873 37,259

四半期包括利益 651,700 552,074

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 651,763 552,113

 非支配株主に係る四半期包括利益 △62 △38
 

 

　　（訂正後）

           (単位：千円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

四半期純利益 667,888 466,342

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △49,045 31,863

 繰延ヘッジ損益 - △1,762

 退職給付に係る調整額 3,171 7,158

 その他の包括利益合計 △45,873 37,259

四半期包括利益 622,014 503,601

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 622,077 503,640

 非支配株主に係る四半期包括利益 △62 △38
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【注記事項】

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　　（訂正前）

 
前第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年12月31日)

減価償却費 518,188千円 511,994千円

のれんの償却額 ― 7,596〃
 

 

　　（訂正後）

 
前第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年12月31日)

減価償却費 511,959千円 500,760千円

のれんの償却額 ― 7,596〃
 

 
(１株当たり情報)

　　（訂正前）

項目
前第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額 ８円36銭 　６円13銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) 697,636 514,853

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純利益金額(千円)

697,636 514,853

普通株式の期中平均株式数(株) 83,455,294 83,940,674
 

 

　　（訂正後）

項目
前第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額 ８円00銭 　５円56銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) 667,951 466,381

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純利益金額(千円)

667,951 466,381

普通株式の期中平均株式数(株) 83,455,294 83,940,674
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独立監査人の四半期レビュー報告書

 
平成29年８月10日

株式会社ＪＰホールディングス

取締役会  御中

 

監査法人東海会計社
 

 

代表社員

業務執行社員
 公認会計士   塚 本 憲 司   印

 

 

代表社員

業務執行社員
 公認会計士   大　島　幸　一   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ＪＰ

ホールディングスの平成28年４月1日から平成29年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成28年10

月1日から平成28年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成28年４月1日から平成28年12月31日まで）に係る

訂正後の四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書

及び注記について四半期レビューを行った。

 
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 
監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

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。

四半期レビューにおいては、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が実施される。四半期レビュー手続は、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て限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 
監査人の結論

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

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ＪＰホールディングス及び連結子会社の平成28年12月31

日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績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。

　

その他の事項

　四半期報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、四半期連結財務諸表を訂正している。な

お、当監査法人は、訂正前の四半期連結財務諸表に対して平成29年２月13日に四半期レビュー報告書を提出した。

 
利害関係

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．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
 

 

EDINET提出書類

株式会社ＪＰホールディングス(E05306)

訂正四半期報告書

16/16


	表紙
	本文
	１四半期報告書の訂正報告書の提出理由
	２訂正事項
	３訂正箇所
	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
	第２事業の状況

	３財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
	第４経理の状況

	１四半期連結財務諸表
	(1)四半期連結貸借対照表
	(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３四半期連結累計期間
	四半期連結包括利益計算書
	第３四半期連結累計期間
	注記事項


	監査報告書

