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１．18年９月中間期の業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日）
(1）経営成績 （記載計数は単位未満を切捨てて表示しております。）

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
18年９月中間期 274 93.4 244 104.2 213 136.2
17年９月中間期 142 31.0 119 41.9 90 △9.6

18年３月期 178  129  98  

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９月中間期 219 127.3 4,478 64
17年９月中間期 96 3.0 4,427 98

18年３月期 101  2,271 04

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 48,943 株 17年９月中間期 21,777株 18年３月期 44,526株

②平成17年11月18日付で１株を２株にする株式分割を実施しており、当該株式分割が前期首で行われたと仮定した場合の17年９月期の１株

当たり中間純利益は2,213円99銭であります。

③会計処理の方法の変更 無

④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９月中間期 6,043 4,105 67.9 83,851 16
17年９月中間期 3,742 1,736 46.4 78,470 44
18年３月期 6,046 4,006 66.3 81,874 06

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 48,960株 17年９月中間期 22,130株 18年３月期 48,930株

②期末自己株式数 18年９月中間期 780株 17年９月中間期 490株 18年３月期 810株

③平成17年11月18日付で１株を２株にする株式分割を実施しており、当該株式分割が前期首で行われたと仮定した場合の17年９月

期の１株当たり純資産は39,235円22銭であります。

２．19年３月期の業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）
　当社は純粋持株会社でありますので、平成19年３月期通期単体業績予想値につきましては記載を省略しております。
したがって、「平成19年３月期　中間決算短信（連結）」に掲載しております「19年３月期の連結業績予想」を参照
ください。

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３月期
2,000

 (1,000)

1,500

 

3,500

 (2,500)

19年３月期（予定） 1,500 －
3,000

19年３月期（予想） 　　－　　 1,500

（注）（　）内の数値は平成17年11月18日付の１株を２株にする株式分割の影響を加味し遡及修正を行った場合の１株当たりの数値を記載して

おります。
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１．個別中間財務諸表等
(1) 中間貸借対照表

前中間会計期間末
(平成17年９月30日)

当中間会計期間末
(平成18年９月30日)

前事業年度の
要約貸借対照表

(平成18年３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 251,750 2,206,050 2,343,472

２．繰延税金資産 5,096 8,021 2,619

３．関係会社短期貸付金 280,000 569,000 380,000

４．その他 31,123 47,073 35,461

流動資産合計 567,970 15.2 2,830,145 46.8 2,761,553 45.7

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1）工具器具及び備品 ※１ 34 － 21

計 34 － 21

２．投資その他の資産

(1）投資有価証券 1,089,282 281,115 579,907

(2）関係会社株式 1,010,463 1,080,463 1,080,463

(3）その他の関係会社有価
証券

－ 774,062 538,091

(4) 関係会社長期貸付金 1,000,000 1,000,000 1,000,000

(5）その他 50,650 55,392 56,992

計 3,150,397 3,191,035 3,255,454

固定資産合計 3,150,431 84.2 3,191,035 52.8 3,255,476 53.8

Ⅲ　繰延資産 24,164 0.6 22,401 0.4 29,868 0.5

資産合計 3,742,567 100.0 6,043,581 100.0 6,046,898 100.0
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前中間会計期間末
(平成17年９月30日)

当中間会計期間末
(平成18年９月30日)

前事業年度の
要約貸借対照表

(平成18年３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．短期借入金 － 300,000 300,000

２．関係会社短期借入金 330,000 － 30,000

３．一年以内償還予定社債 － 80,000 80,000

４．未払法人税等 930 3,739 2,998

５．その他 ※２ 16,105 20,909 20,531

流動負債合計 347,036 9.3 404,649 6.7 433,530 7.1

Ⅱ　固定負債

１．社債 600,000 480,000 520,000

２．長期借入金 1,000,000 1,000,000 1,000,000

３．繰延税金負債 58,980 53,579 87,270

固定負債合計 1,658,980 44.3 1,533,579 25.4 1,607,270 26.6

負債合計 2,006,016 53.6 1,938,228 32.1 2,040,800 33.7

（資本の部）

Ⅰ　資本金 469,363 12.5 － － 1,599,538 26.5

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 388,358 － 1,518,533

２．その他資本剰余金 4,280 － 5,271

資本剰余金合計 392,638 10.5 － － 1,523,804 25.2

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 5,600 － 5,600

２．中間(当期)未処分利益 820,675 － 781,107

利益剰余金合計 826,275 22.1 － － 786,707 13.0

Ⅳ　その他有価証券評価差額金 85,970 2.3 － － 127,205 2.1

Ⅴ　自己株式 △37,696 △1.0 － － △31,157 △0.5

資本合計 1,736,550 46.4 － － 4,006,098 66.3

負債資本合計 3,742,567 100.0 － － 6,046,898 100.0

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

　１　資本金 － － 1,599,538 26.5 － －

　２　資本剰余金

　(1) 資本準備金 － 1,518,533 －

　(2) その他資本剰余金 － 5,698 －

資本剰余金合計 － － 1,524,231 25.2 － －

　３　利益剰余金

　(1) 利益準備金 － 5,600 －

　(2) その他利益剰余金    

 　　 繰越利益剰余金 － 926,910 －

利益剰余金合計 － － 932,510 15.4 － －

　４　自己株式 － － △30,003 △0.5 － －

    株主資本合計 － － 4,026,277 66.6 － －

Ⅱ　評価・換算差額等

　１　その他有価証券評価差額
金

－ － 79,075 1.3 － －

評価・換算差額等合計 － － 79,075 1.3 － －

   純資産合計 － － 4,105,353 67.9 － －

   負債純資産合計 － － 6,043,581 100.0 － －
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(2) 中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度の
要約損益計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３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 142,100 100.0 274,940 100.0 178,200 100.0

売上総利益 142,100 100.0 274,940 100.0 178,200 100.0

Ⅱ　販売費及び一般管理費 22,251 15.7 30,155 11.0 48,782 27.4

営業利益 119,848 84.3 244,784 89.0 129,417 72.6

Ⅲ　営業外収益 ※１ 11,790 8.3 16,139 5.9 47,995 26.9

Ⅳ　営業外費用 ※２ 41,234 29.0 47,312 17.2 79,033 44.3

経常利益 90,405 63.6 213,610 77.7 98,379 55.2

Ⅴ　特別利益 ※３ 1,200 0.8 － － 1,200 0.7

税引前中間(当期)純利益 91,605 64.4 213,610 77.7 99,579 55.9

法人税、住民税及び事業税 145 486 950

法人税等調整額 △4,968 △4,823 △3.4 △6,073 △5,587 △2.0 △2,490 △1,540 △0.8

中間（当期）純利益 96,428 67.8 219,198 79.7 101,120 56.7

前期繰越利益 724,247 － 724,247

中間配当額 － － 44,260

中間(当期)未処分利益 820,675 － 781,107
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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４月１日　至平成18年９月30日）

株主資本

資本金 

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本

準備金

その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

 その他利 

 益剰余金 利益
剰余金
合計繰越利益

剰余金

平成18年３月31日　残高

　　　　　　 （千円）
1,599,538 1,518,533 5,271 1,523,804 5,600 781,107 786,707 △31,157 3,878,892

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当 － － － － － △73,395 △73,395 － △73,395

中間純利益 － － － － － 219,198 219,198 － 219,198

自己株式の処分 － － 427 427 －  － － 1,153 1,581

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額）
－ － － － － － － － － 

中間会計期間中の変動額

合計　　　　 （千円）
－ － 427 427 － 145,803 145,803 1,153 147,384

平成18年９月30日　残高

　　　　　　 （千円）
1,599,538 1,518,533 5,698 1,524,231 5,600 926,910 932,510 △30,003 4,026,277

評価・換算差額等

純資産合計その他

有価証券

評価差額金

評価・換算差

額等合計

平成18年３月31日　残高　　　　

　　

（千円）

127,205 127,205 4,006,098

中間会計期間中の変動額    

剰余金の配当 － － △73,395

中間純利益 － － 219,198

自己株式の処分 － － 1,581

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額）
△48,130 △48,130 △48,130

中間会計期間中の変動額合計

（千円)
△48,130 △48,130 99,254

平成18年９月30日　残高

（千円）
79,075 79,075 4,105,353
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

満期保有目的債券

償却原価法

(1）有価証券

満期保有目的債券

同左

(1）有価証券

満期保有目的債券

同左

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

子会社株式及び関連会社株式

同左

子会社株式及び関連会社株式

同左

その他有価証券

時価のあるもの

中間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)

その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価格等

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)

その他有価証券

時価のあるもの

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

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

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

　なお、耐用年数は次の通り

であります。

工具器具及び備品　　３年

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

同左

(2）長期前払費用

定額法

(2）長期前払費用

同左

(2）長期前払費用

同左

３．繰延資産の処理方法 (1)    　　――――

　　

(1) 新株発行費

平成18年３月31日以前に発行し

た株式に係る新株発行費は、３年

間で均等償却しております。

(1) 新株発行費

　　商法施行規則に規定する最長

　期間（３年）で償却しておりま

　す。

 (2) 社債発行費

　　商法施行規則に規定する最長

期間（３年）で償却しており

ます。

(2) 社債発行費

　平成18年３月31日以前に発行し

た社債に係る社債発行費は、３年

間で均等償却しております。

(2) 社債発行費

　　商法施行規則に規定する最長

　期間（３年）で償却しておりま

　す。

４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

　債権の貸倒による損失に備え

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。

(1) 貸倒引当金

同左

(1)貸倒引当金

同左

５．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項

(1）退職年金制度

　当社の加入している公認会計

士厚生年金基金は、総合設立方

式であり、自社の拠出に対応す

る年金資産の額を合理的に算出

することができないため、退職

給付に係る会計基準（企業会計

審議会平成10年６月16日）注解

12により、年金基金への要拠出

額を退職給付費用として処理し

ております。

(1）退職年金制度

同左

(1）退職年金制度

同左

(2）消費税等の会計処理方法

　税抜方式によっております。

(2）消費税等の会計処理方法

同左

(2）消費税等の会計処理方法

同左
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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４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当中間会計期間より、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。これによる損益に与える影

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針第８

号　平成17年12月９日）を適用しておりま

す。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額

は4,105,353千円であります。

　なお、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、中間財務諸表

等規則の改正に伴い、改正後の中間財務諸表

等規則により作成しております。

 

 （固定資産の減損に係る会計基準）

当事業年度より、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。これによる損益に与える影響は

ありません。

 

―――――

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ――――――

 

 

（ストック・オプション等に関する会計基準)

  当中間会計期間より、「ストック・オプショ

ン等に関する会計基準」（企業会計基準第８

号　平成17年12月27日）及び「ストック・オ

プション等に関する会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第11号　平成18年５月31

日）を適用しております。これによる損益に

与える影響はありません。

 

                ――――――

 

 

表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

（中間貸借対照表）

「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年６月９日法律

第97号）が平成16年12月１日に施行されたことに伴い、当中間会計

期間から投資事業有限責任組合及びこれに類する組合への出資（証

券取引法第２条第２項により有価証券とみなされるもの）を投資有

価証券として表示することに変更し、前中間会計期間まで「出資金」

に計上しておりました投資事業組合等への出資金は、当中間会計期

間より「投資有価証券」に含めて表示しております。

なお、この変更により「投資有価証券」に含めて表示した投資事

業組合等への出資金は874,988千円であります。

　　　　　　　　　　　　―――――――
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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９月30日）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日）

前事業年度末
（平成18年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

135千円

※１　　　　　　―――――

 

※１　有形固定資産の減価償却累計額

   148千円

※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

殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、

流動負債の「その他」に含めて表示して

おります。

※２　消費税等の取扱い

同左

 ※２　　　　　　―――――

３　偶発債務

債務保証

　次の関係会社について、金融機関か

らの借入に対し債務保証を行っており

ます。

３　偶発債務

債務保証

　次の関係会社について、金融機関か

らの借入に対し債務保証を行っており

ます。

３　偶発債務

債務保証

　次の関係会社について、金融機関か

らの借入に対し債務保証を行っており

ます。

保証先
金額

（千円）
内容

㈱東京ファイナン
シャルプランナーズ

300,000 借入債務

山田ビジネスコンサ
ルティング㈱

300,000 借入債務

TFP不動産コンサル
ティング㈱

30,000 借入債務

計 630,000 ―

保証先
金額

（千円）
内容

TFP不動産コンサル
ティング㈱

10,000 借入債務

計 10,000 ―

保証先
金額

（千円）
内容

㈱東京ファイナン
シャルプランナーズ

250,000 借入債務

山田ビジネスコンサ
ルティング㈱

240,000 借入債務

TFP不動産コンサル
ティング㈱

20,000 借入債務

計 510,000 ―

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１　営業外収益のうち主要なものは次の通

りです。

※１　営業外収益のうち主要なものは次の通

りです。

※１　営業外収益のうち主要なものは次の通

りです。

受取利息 7,736千円

受取配当金 3,601千円

受取利息 13,652千円

受取配当金  1,805千円

受取利息  19,645千円

受取配当金   3,661千円

投資有価証券売却益  21,355千円

※２　営業外費用のうち主要なものは次の通

りです。

※２　営業外費用のうち主要なものは次の通

りです。

※２　営業外費用のうち主要なものは次の通

りです。

支払利息 6,338千円

投資事業組合損失 32,626千円

支払利息 10,203千円

投資事業組合損失 28,899千円

支払利息  15,457千円

投資事業組合損失  38,740千円

※３　特別利益の内容

関係会社株式売却益　　1,200千円

 ※３　        ―――――  ※３　特別利益の内容

 関係会社株式売却益　　　 1,200千円

 

４　減価償却実施額 ４　減価償却実施額 ４　減価償却実施額

有形固定資産 12千円 有形固定資産 2千円 有形固定資産   25千円

（中間株主資本等変動計算書関係）

当中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

普通株式（注） 810 － 30 780

合計 810 － 30 780

 （注）普通株式の自己株式の株式数の減少30株は、新株予約権の権利行使に伴う処分によるものであります。
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①　リース取引

　該当事項はありません。

②　有価証券

　前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のある

ものはありません。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額　 78,470.44円 １株当たり純資産額　  83,851.16円 １株当たり純資産額　  81,874.06円

１株当たり中間純利益　4,427.98円 １株当たり中間純利益　 4,478.64円 １株当たり当期純利益　 2,271.04円

潜在株式調整後１株当たり中間純利益

4,324.91円

潜在株式調整後１株当たり中間純利益

4,440.45円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

2,234.65円

　当社は、平成16年11月19日付で株式

１株につき５株の株式分割を行ってお

ります。

なお、当該株式分割が前期首に行わ

れたと仮定した場合の前中間会計期間

における１株当たり情報については、

以下の通りとなります。

　当社は、平成17年11月18日付で株式

１株につき２株の株式分割を行ってお

ります。

なお、当該株式分割が前期首に行わ

れたと仮定した場合の前中間会計期間

における１株当たり情報については、

以下の通りとなります。

　当社は、平成17年11月18日付で株式

１株につき２株の株式分割を行ってお

ります。

なお、当該株式分割が前期首に行わ

れたと仮定した場合の前事業年度にお

ける１株当たり情報については、以下

の通りとなります。

１株当たり純資産額　 75,081.07円 １株当たり純資産額　  39,235.22円 １株当たり純資産額　  37,454.26円

１株当たり中間純利益　4,335.95円 １株当たり中間純利益　 2,213.99円 １株当たり当期純利益　 2,145.50円

潜在株式調整後１株当たり中間純利益

4,246.40円

潜在株式調整後１株当たり中間純利益

2,162.45円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

2,106.81円

（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は、以下の通り

であります。

前中間会計期間
(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

前事業年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

１株当たり中間（当期）純利益

中間（当期）純利益（千円） 96,428 219,198 101,120

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
96,428 219,198 101,120

期中平均株式数（株） 21,777 48,943 44,526

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純

利益

中間（当期）純利益調整額（千円） － － －

普通株式増加数（株） 519 421 725

（うち新株予約権） (513) (421) (719)

（うち自己株式譲渡方式によるストッ

クオプション）
(6) － (6)

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

定に含めなかった潜在株式の概要

新株予約権の種類

１種類（新株予約権の

目的となる株式数149

株）

新株予約権の種類

１種類（新株予約権の

目的となる株式数59

株）

　　　　――――
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

株式の分割

　平成17年８月18日開催の当社取締役

会において、次のように株式の分割を

行うことを決議しました。

１．平成17年11月18日付をもって普通

株式１株につき２株に分割します。

　　　　　　―――――

 

 

　　　　　―――――

(1)分割により増加する株式数

普通株式　　22,620株

(2)分割方法

平成17年９月30日最終の株主名簿

及び実質株主名簿に記載又は記録

された株主の所有株式数を１株に

つき２株の割合をもって分割しま

す。

２．配当起算日

平成17年10月１日

３．会社が発行する株式数の増加

平成17年11月18日付をもって当社

定款第５条を変更し、発行する株

式の総数を78,500株増加させ

157,000株とします。

　当該株式分割が前期首に行われたと

仮定した場合の前中間会計期間及び前

事業年度における１株当たり情報並び

に当期首に行われたと仮定した場合の

当中間会計期間における１株当たり情

報は、それぞれ以下の通りとなります。

 

 

 

 

 

 

 

 

　

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計
期間

当中間会計
期間

前事業年度

１株当たり
純資産額

１株当たり
純資産額

１株当たり
純資産額

37,540.53円 39,235.22円 37,454.26円

１株当たり
中間純利益

１株当たり
中間純利益

１株当たり
当期純利益

2,167.97円 2,213.99円 2,145.50円

潜在株式調
整後１株当
たり中間純
利益

潜在株式調
整後１株当
たり中間純
利益

潜在株式調
整後１株当
たり当期純
利益

2,123.20円 2,162.45円 2,106.81円
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