
 
 
 

 
平成 １９年１月期  個別中間財務諸表の概要     平成18 年9 月27 日 

上 場 会 社 名        株式会社ジャストプランニング                上場取引所     JASDAQ 
コ ー ド 番 号         4287                                      本社所在都道府県  東京都 
（ＵＲＬ  http://www. justweb.co.jp  ） 
代  表  者  役職名 代表取締役社長  氏名 牛久 等 
問合せ先責任者  役職名 取締役      氏名 佐久間 宏       ＴＥＬ (03)3730－1041 
決算取締役会開催日 平成18 年9 月 27 日          
単元株制度採用の有無             無   
                          
１． 18 年 7月中間期の業績(平成18 年2 月1 日～平成18 年 7 月31 日) 
(1) 経営成績 
 売 上 高     営業利益 経常利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 
18 年 7 月中間期 
17 年7 月中間期 

721（ 3.6） 
696（25.3） 

337（11.8） 
302（48.5） 

335（11.7） 
300（47.2） 

18 年 1 月期 1,357    606     606     
 
 

中間(当期)純利益 １株当たり中間 
(当期)純利益 

 百万円    ％ 円   銭 
18 年 7 月中間期 
17 年7 月中間期 

141（△19.7） 
176（  50.6） 

2,329  45 
2,921  44 

18 年 1 月期 359      5,948  22 

 
 
 

 (注)①期中平均株式数 18 年7 月中間期 60,692 株  17 年 7 月中間期 60,264 株 18年 1 月期 60,406 株 
    ②会計処理の方法の変更   無 
     ③売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率  

(2)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 
18 年 7 月中間期 
17 年7 月中間期 

3,031 
3,762 

2,347 
2,650 

77.4 
70.4 

38,685  80 
43,980  46 

18 年 1 月期 3,714 2,703 72.8 44,541  74 
 (注)①期末発行済株式数 18年 7月中間期 60,692 株 17 年 7 月中間期 60,264株 18 年 1 月期 60,692 株 
  ②期末自己株式数 18年 7 月中間期 ―株 17 年7 月中間期 ―株  18 年 1 月期 ―株 
 
２．19年 1月期の業績予想(平成18 年2 月1 日～平成19 年2 月1 日) 

 売 上 高     経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 

通   期 1,600 745 439 

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期) 7,242円 30銭 
 
３．配当状況 
・現金配当 1 株当たり配当金（円） 
 中間期末 期末 年間 
18 年 1 月期 ―  1,200.00 1,200.00 
19年 1月期（実績） ― ― ― 
19年 1月期（予想） ―  1,200.00  1,200.00 

 
 

 

※ 業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであ
ります。実際の業績は、今後様々な要因によって上記予想とは異なる結果となる可能性があります。 
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1. 中間個別財務諸表等 

① 【中間貸借対照表】 
 

  
前中間会計期間末 

(平成17年７月31日) 

当中間会計期間末 

(平成18年７月31日) 

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成18年１月31日) 

区分 注記 
番号 

金額(千円) 構成比 
(％) 

金額(千円) 構成比 
(％) 

金額(千円) 構成比 
(％) 

(資産の部)           

Ⅰ 流動資産           

１ 現金及び預金   678,329   1,079,637   964,144  

２ 売掛金   242,292   209,400   202,453  

３ 有価証券   50,460   ―   50,462  

４ 繰延税金資産   21,415   12,706   13,804  

５ その他   8,085   14,166   11,175  

 貸倒引当金   △21,000   △9,781   △8,258  

流動資産合計   979,582 26.0  1,306,130 43.1  1,233,782 33.2 

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産 ※１          

(1) 建物   6,372   13,459   11,366  

(2) 車両運搬具   750   510   607  

(3) 器具備品   25,723   45,477   26,634  

有形固定資産合計   32,846 0.9  59,447 2.0  38,609 1.0 

２ 無形固定資産   17,079 0.5  22,127 0.7  13,181 0.4 

３ 投資その他の資産           

(1) 投資有価証券   2,620,314   1,593,419   2,389,078  

(2) 関係会社株式   19,000   31,000   19,000  

(3) 出資金   100   100   100  

(4) 破産債権、再生債権、
更生債権その他これら
に準ずる債権 

  14,271   16,347   15,193  

(5) 敷金・保証金   12,090   12,090   12,090  

(6) その他   80,757   7,489   7,550  

貸倒引当金   △13,557   △16,347   △14,388  

投資その他の資産合計   2,732,975 72.6  1,644,098 54.2  2,428,625 65.4 

固定資産合計   2,782,901 74.0  1,725,674 56.9  2,480,416 66.8 

資産合計   3,762,484 100.0  3,031,805 100.0  3,714,198 100.0 
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  前中間会計期間末 

(平成17年７月31日) 

当中間会計期間末 

(平成18年７月31日) 

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成18年１月31日) 

区分 注記 
番号 

金額(千円) 構成比 
(％) 

金額(千円) 構成比 
(％) 

金額(千円) 構成比 
(％) 

(負債の部)           

Ⅰ 流動負債           

１ 買掛金   42,769   34,013   19,456  

２ 未払金 ※２  6,783   10,929   3,948  

３ 未払費用   10,398   6,270   8,238  

４ 未払法人税等   127,745   142,048   153,560  

５ 賞与引当金   1,700   1,400   1,400  

６ その他   26,642   14,194   21,901  

流動負債合計   216,037 5.8  208,856 6.9  208,505 5.6 

Ⅱ 固定負債           

１ 繰延税金負債   896,008   475,030   802,365  

固定負債合計   896,008 23.8  475,030 15.7  802,365 21.6 

負債合計   1,112,045 29.6  683,886 22.6  1,010,871 27.2 

           

(資本の部)           

Ⅰ 資本金   373,475 9.9  ― ―  378,369 10.2 

Ⅱ 資本剰余金           

１ 資本準備金   232,208   ―   236,102  

資本剰余金合計   232,208 6.2  ― ―  236,102 6.3 

Ⅲ 利益剰余金           

１ 中間(当期)未処分利益   733,487   ―   916,738  

利益剰余金合計   733,487 19.5  ― ―  916,738 24.7 

Ⅳ その他有価証券評価差額金   1,311,266 34.8  ― ―  1,172,117 31.6 

資本合計   2,650,438 70.4  ― ―  2,703,327 72.8 

負債・資本合計   3,762,484 100.0  ― ―  3,714,198 100.0 
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前中間会計期間末 

(平成17年７月31日) 

当中間会計期間末 

(平成18年７月31日) 

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成18年１月31日) 

区分 注記 
番号 

金額(千円) 構成比 
(％) 

金額(千円) 構成比 
(％) 

金額(千円) 構成比 
(％) 

(純資産の部)          

Ⅰ 株主資本          

１ 資本金   ―   378,369 12.5  ―  

２ 資本剰余金          

(1) 資本準備金   ―   236,102   ―  

資本剰余金合計   ―   236,102 7.8  ―  

３ 利益剰余金          

(1) その他利益準備金   ―     ―  

繰越利益剰余金   ―   985,286   ―  

利益剰余金合計   ―   985,286 32.5  ―  

株主資本合計   ―   1,599,758 52.8  ―  

Ⅱ 評価・換算差額等          

１ その他有価証券 
  評価差額金   ―   748,160   ―  

評価・換算差額等 
合計   ―   748,160 24.6  ―  

純資産合計   ―   2,347,918 77.4  ―  

負債純資産合計   ―   3,031,805 100.0  ―  
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② 【中間損益計算書】 
 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日) 

前事業年度 
要約損益計算書 

(自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日) 

区分 
注記 
番号 金額(千円) 

百分比 
(％) 金額(千円) 

百分比 
(％) 金額(千円) 

百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高   696,077 100.0  721,202 100.0  1,357,608 100.0 

Ⅱ 売上原価   288,040 41.4  269,336 37.3  525,782 38.7 

売上総利益   408,036 58.6  451,866 62.7  831,825 61.3 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   105,952 15.2  114,264 15.9  225,227 16.6 

営業利益   302,083 43.4  337,601 46.8  606,597 44.7 

Ⅳ 営業外収益 ※１  54 0.0  76 0.0  1,212 0.1 

Ⅴ 営業外費用 ※２  1,606 0.2  2,043 0.3  1,577 0.1 

経常利益   300,532 43.2  335,634 46.5  606,232 44.7 

Ⅵ 特別損失 ※３  ―   90,000 12.4  ―  

税引前中間(当期)純利益   300,532 43.2  245,634 34.1  606,232 44.7 

法人税、住民税及び事業税  126,730   139,635   243,096   

法人税等調整額  △2,255 124,475 17.9 △35,379 104,256 14.5 3,828 246,924 18.2 

中間(当期)純利益   176,057 25.3  141,378 19.6  359,308 26.5 

前期繰越利益   557,430   ―   557,430  

中間(当期)未処分利益   733,487   ―   916,738  
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③ 【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間(自 平成18年２月１日 至 平成18年７月31日) 
 

株主資本 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成18年１月31日残高(千円) 378,369 236,102 236,102 

中間会計期間中の変動額    

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

― ― ― 

平成18年７月31日残高(千円) 378,369 236,102 236,102 

 
株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

繰越利益剰余金 
 

利益剰余金合計 
株主資本合計 

平成18年１月31日残高(千円) 916,738 916,738 1,531,209 

中間会計期間中の変動額    

 剰余金の配当 △72,830 △72,830 △72,830 

 中間純利益 141,378 141,378 141,378 

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

68,548 68,548 68,548 

平成18年７月31日残高(千円) 985,286 985,286 1,599,758 

 
評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成18年１月31日残高(千円) 1,172,117 1,172,117 2,703,327 

中間会計期間中の変動額    

 剰余金の配当   △72,830 

 中間純利益   141,378 

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

△423,957 △423,957 △423,957 

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

△423,957 △423,957 △355,408 

平成18年７月31日残高(千円) 748,160 748,160 2,347,918 
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日) 

１ 資産の評価基準及
び評価方法 

   

 (1) 子会社株式 
 移動平均法による原価法 

(2) 有価証券 
その他有価証券 
時価のあるもの 

 中間会計期間末日の市場
価格等に基づく時価法（評
価差額は、全部資本直入法

により処理し、売却原価は、
移動平均法により算定） 
時価のないもの 

移動平均法による原価法 
 

(1) 子会社株式 
    同左 

(2) 有価証券 
その他有価証券 
 時価のあるもの 

 中間会計期間末日の市場
価格等に基づく時価法（評
価差額は、全部純資産直入

法により処理し、売却原価
は、移動平均法により算定） 
時価のないもの 

同左 
投資事業有限責任組合に関
する会計処理 

組合契約に規定される決算
報告書に応じて入手可能な
最近の決算書を基礎とし、

持分相当額を純額で取り込
む方法によっております。 
 

 
 

(1) 子会社株式 
同左 

(2) 有価証券 
その他有価証券 
時価のあるもの 

連結決算日の市場価格等に
基づく時価法（評価差額は、
全部資本直入法により処理

し、売却原価は、移動平均
法により算定） 
時価のないもの 

同左 
投資事業有限責任組合に関
する会計処理 

同左 

２ 固定資産の減価

償却の方法 

   

 (1) 有形固定資産 
定率法 
ただし、建物については定

額法を採用しております。 
なお、主な耐用年数は以下
のとおりであります。 

 建物    3-15年 
 車両運搬具 6年 
 器具備品  3-10年 

(1) 有形固定資産 
   同左 
 

(1) 有形固定資産 
    同左 

 (2) 無形固定資産 
自社利用に用いるソフトウ
ェアは、社内における見込

利用可能期間（3-5年）に基
づく定額法によっておりま
す。 

(2) 無形固定資産 
同左 

(2) 無形固定資産 
同左 
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前中間会計期間 

(自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日) 

４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に
備えるため、一般債権につ
いては貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権
については個別に回収可能
性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。 
 
(2) 賞与引当金 

従業員の賞与支給に備え
て、賞与支給見込額の当中
間会計期間負担額を計上し

ております。 

(1) 貸倒引当金 

    同左 
 
 

 
 
 

 
 
(2) 賞与引当金 

    同左 

(1) 貸倒引当金 

    同左 
 
 

 
 
 

 
 
(2) 賞与引当金 

 従業員の賞与支給に備え
て、賞与支給見込額の当会
計期間負担額を計上してお

ります。 

５ その他中間財務
諸表作成(財務諸
表作成)のための

基本となる重要な
事項 

(1) 消費税等の会計処理 
消費税及び地方消費税の会
計処理は、税抜方式によっ

ております。 
 
(2) 投資事業組合への出

資金の会計処理 
組合契約に規定される決算
報告書に応じて入手可能な

最近の決算書を基礎とし、
持分相当額を純額で取り込
む方法によっております。 

(1) 消費税等の会計処理 
     同左 
 

 
 
(2)     ― 

(1) 消費税等の会計処理 
     同左 
 

 
 
(2)    ― 

 
 
中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年2月1日 
至 平成17年7月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年2月1日 
至 平成18年7月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年2月1日 
至 平成18年1月31日) 

        ― （固定資産の減損に係る会計基準） 
当中間会計期間から｢固定資産の減
損に係る会計基準｣（｢固定資産の減

損に係る会計基準の設定に関する
意見書｣（企業会計審議会平成14年8
月9日））及び｢固定資産の減損に係

る会計基準の適用指針｣（企業会計
基準適用指針第6号 平成15年10月
31日）を適用しております。なお、

これによる当中間財務諸表への影
響はありません。 

       ― 

        ― （貸借対照表の純資産の部の表示
に関する会計基準） 

当中間会計期間より、｢貸借対照表
の純資産の部の表示に関する会計
基準｣（企業会計基準第5号 平成17

年12月9日）及び｢貸借対照表の純資
産の部の表示に関する会計基準等
の適用指針｣（企業会計基準適用指

       ― 
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針第8号 平成17年12月9日）を適用
しております。従来の資本の部の合

計に相当する金額は2,347,918千円
であります。 
なお、中間財務諸表等規則の改正に

より、当中間会計期間における中間
貸借対照表の純資産の部について
は、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成しております。 

 
 
追加情報 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年2月1日 
至 平成17年7月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年2月1日 
至 平成18年7月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年2月1日 
至 平成18年1月31日) 

「地方税法等の一部を改正する法
律（平成15年法律第9号）」が平成

15年3月31日に公布され、平成16年
4月1日以降開始する事業年度より
外形標準課税制度が導入されたこ

とに伴い、当中間会計期間から「法
人事業税における外形標準課税部
分の損益計算書上の表示について

の実務上の取扱い」（平成16年2月
13日 企業会計基準委員会 実務
対応報告第12号）に従い法人事業

税の付加価値割及び資本割につい
ては、販売費及び一般管理費に計
上しております。この結果、販売

費及び一般管理費が1,015千円増
加し、営業利益、経常利益及び税
引前中間純利益が、1,015千円減少

しております。 
 

       ― 「地方税法等の一部を改正する法
律（平成15年法律第9号）」が平成

15年3月31日に公布され、平成16年
4月1日以降開始する事業年度より
外形標準課税制度が導入されたこ

とに伴い、当事業期間から「法人
事業税における外形標準課税部分
の損益計算書上の表示についての

実務上の取扱い」（平成16年2月13
日 企業会計基準委員会 実務対
応報告第12号）に従い法人事業税

の付加価値割及び資本割について
は、販売費及び一般管理費に計上
しております。この結果、販売費

及び一般管理費が4,826千円増加
し、営業利益、経常利益及び税引
前当期純利益が、4,826千円減少し

ております。 
 

 
 
 
注記事項 

(中間貸借対照表関係) 
 

前中間会計期間末 
(平成17年７月31日) 

当中間会計期間末 
(平成18年７月31日) 

前事業年度末 
(平成18年１月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 
39,068千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 
56,929千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 
51,684千円 

※２ 消費税等の取扱い 
  仮払消費税等及び仮受消費税等

は相殺の上、流動負債の「未払金」
に含めて表示しております。 

※２ 消費税等の取扱い 
      同左 

※２ 消費税等の取扱い 
― 
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(中間損益計算書関係) 
 

前中間会計期間 
(自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年２月１日 
至 平成18年７月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日) 

※１ 営業外収益の主要項目 
受取利息 47千円
受取配当金 6千円

 
 

 

※１ 営業外収益の主要項目 
受取利息 72千円
受取配当金 3千円

 
 

 

※１ 営業外収益の主要項目 
受取利息 56千円
受取配当金 7千円

消費税等差額 763千円
売掛金過入金精算益 385千円

 
※２ 営業外費用の主要項目 
投資有価証券評価損 1,606千円

 
 

 

※２ 営業外費用の主要項目 
投資有価証券評価損 2,043千円

 
 

 

※２ 営業外費用の主要項目 
投資有価証券評価損 1,577千円

 
 

 
※３ 特別損失の主要項目 
     ― 

 
 

※３ 特別損失の主要項目 
投資有価証券評価損 90,000千円

 
 

※３ 特別損失の主要項目 
     ―    

   
 

４ 減価償却実施額 
有形固定資産 5,590千円
無形固定資産 4,293千円

 

４ 減価償却実施額 
有形固定資産 7,709千円
無形固定資産 2,234千円

 

４ 減価償却実施額 
有形固定資産 12,633千円
無形固定資産 8,192千円

 
 
 

(リース取引関係) 

前中間会計期間(自 平成17年２月１日 至 平成17年７月31日) 

当社は、リース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。 

 

当中間会計期間(自 平成18年２月１日 至 平成18年７月31日) 

当社は、リース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。 

 

前事業年度(自 平成17年２月１日 至 平成18年１月31日) 

当社は、リース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。 

 

(有価証券関係) 

前中間会計期間(平成17年７月31日) 

１ 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

    該当事項はありません。 

当中間会計期間(平成18年７月31日) 

    １ 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

 該当事項はありません。 

前事業年度(平成18年１月31日) 

１ 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

     該当事項はありません。 
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(１株当たり情報) 

 

前中間会計期間 
(自 平成17年2月1日 
至 平成17年7月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年2月1日 
至 平成18年7月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年2月1日 
至 平成18年1月31日) 

１株当たり純資産額 43,980円46銭 １株当たり純資産額 38,685円80銭 １株当たり純資産額  44,541円74銭 
 

１株当たり 
中間純利益 

2,921円44銭 
１株当たり 
中間純利益 

2,329円45銭 
１株当たり 
当期純利益 

5,948円22銭 
 

潜在株式調整後1株
当たり中間純利益 2,779円65銭 

潜在株式調整後1株
当たり中間純利益 2,218円93銭 

潜在株式調整後1株
当たり当期純利益 5,648円34銭 

(注) 1株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎 
 

項目 
前中間会計期間 

(自平成17年２月１日 
至平成17年７月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年２月１日 
 至 平成18年７月31日) 

前事業年度 
(自平成17年２月１日 
至平成18年１月31日) 

損益計算書上の中間（当期）純利益 

(千円） 
176,057 141,378 359,308 

普通株式に係る中間（当期）純利益 

(千円） 
176,057 141,378 359,308 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― ― 

普通株式の期中平均株式数（株） 60,264 60,692 60,406 

中間（当期）純利益調整額（千円） ― ― ― 

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純

利益の算定に用いられた普通株式増加数の

主要な内訳 

新株予約権 

 

3,074 

 

3,023 

 

3,207 

普通株式増加数（株） 3,074 3,023 3,207 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり中間（当期）純利益の算定に

含まれなかった潜在株式の概要 

新株予約権  
株主総会の特別決議日 
平成16年4月14日(新株予
約権900個） 

新株予約権  
株主総会の特別決議日 
平成18年4月25日(新株予約権
298個） 

 
― 
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(重要な後発事象)  
 

前中間会計期間 
(自 平成17年2月1日 
至 平成17年7月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年2月1日 
至 平成18年7月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年2月1日 
至 平成18年1月31日) 

       ― １．当社は平成18年8月29日付で当社が
保有する投資有価証券の一部を売却
したことにより、投資有価証券売却
益が発生いたしました。概要は以下
のとおりであります。 

（1）当該事象の発生年月日 
   約定日 平成18年8月29日 
   受渡日 平成18年9月1日 
（2）当該事象の内容 
 売却株式数 500株 
 売却金額  160,075千円 
（3）当該事象の損益に与える影響額 
  第13期事業年度（平成18年2月1日

から平成19年1月31日まで）におい
て、投資有価証券売却益147,575千円
を特別利益として計上する予定であ
ります。 

 
 

 
 

当社は、平成 18 年 1 月 26 日開催の
当社取締役会決議に基づき、株式会
社グリッドコーポレーションを子会
社として設立いたしました。 

 
1.設立する子会社の概要 
（1）商号  株式会社グリッドコー
ポレーション 
（2）代表者 代表取締役社長 佐竹
弘 
（3）所在地 東京都大田区西蒲田七
丁目35番1号 
（4）設立年月日 平成18年2月2日 
（5）主な事業の内容  

コンピュータ及びその周辺機
器、コンピュータソフトウェア
の販売 
情報処理技術・経営に関するコ

ンサルティング業務 
各種イベントの企画及び運営等 

（6）決算期 1月末 
（7）資本の額 16,000千円 
（8）発行する株式総数 1,200株 
（9）設立時の発行済株式総数 320
株 
（10）取得株式数・出資比率 当社 
200株 62.5% 
2. 目的 
 当社グループ各社の持つ商品・サ
ービスを総合的・有機的に提供する
だけでなく、幅広い顧客ニーズに応
えられるよう当社グループ以外の商
品・サービスも積極的に取り入れる
ことも視野に新規顧客開拓・サービ
ス拡販に特化した営業会社の設立 

 
 
(役員の異動) 

該当事項はありません。 


