
平成21年3月期 第1四半期決算短信 
平成20年7月29日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 サンケイビル 上場取引所 東 大 
コード番号 8809 URL http://www.sankeibldg.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 中本 逸郎
問合せ先責任者 （役職名） 常務執行役員 （氏名） 高田 実 TEL 03-3212-4000

四半期報告書提出予定日 平成20年8月14日

1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 5,432 ― 524 ― 193 ― 73 ―
20年3月期第1四半期 6,907 8.6 1,614 △17.3 1,359 △20.8 728 △25.8

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益
円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 1.15 1.14
20年3月期第1四半期 11.33 11.28

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

21年3月期第1四半期 163,873 50,185 30.6 779.82
20年3月期 166,019 50,442 30.4 783.74

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  50,185百万円 20年3月期  50,438百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 6.00 ― 6.00 12.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  

今回、第２四半期連結累計期間及び通期の業績を修正しました。  

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期連結累計期間 14,900 ― 2,150 ― 1,500 ― 1,700 ― 26.42
通期 50,100 35.9 4,800 △8.6 3,300 △17.7 2,700 15.5 41.95

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
(1)本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。実際の業
績は、今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。なお、連結業績予想に関する定性的情報は、３ページ「定性的情報・財務諸表等」「３．連結業績予
想に関する定性的情報」をご覧ください。 
(2)当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14
号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  68,323,613株 20年3月期  68,323,613株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  3,968,054株 20年3月期  3,967,556株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  64,355,835株 20年3月期第1四半期  64,264,448株
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【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

当第１四半期の連結業績は、売上高は資産開発事業で前第１四半期に計上した収益用不動産の売却収入が

なくなった結果減収となり、前年同四半期に比べ14億75百万円減、21.3%減収の54億32百万円となりました。

利益面におきましても、資産開発事業における減収による減益で、営業利益は前年同四半期に比べ10億90百

万円減、67.6%減益の５億24百万円、経常利益でも営業外費用で支払利息が増加したことにより前年同四半期

に比べ11億66百万円減、85.7%減益の１億93百万円、第１四半期純利益は前年同四半期に比べ６億55百万円

減、89.9%減益の73百万円となりました。

主要なセグメント別の業績については以下の通りとなっています。

(単位：百万円)

事業の種類別
セグメントの名称

前年同四半期 当四半期

売上高 営業損益 売上高 営業損益

 ビル賃貸事業 2,906 870 3,004 915

 資産開発事業 2,302 979 22 △159

 住宅分譲事業 ― △68 657 △51

 飲食事業 478 17 504 4

 建築内装事業 722 11 788 14

 ビルマネジメント事業 1,002 16 951 △0

 その他の事業 72 1 106 14

 消去又は全社 △577 △214 △604 △213

合計 6,907 1,614 5,432 524

「ビル賃貸事業」では賃料水準の上昇により主力の東京サンケイビル、日比谷サンケイビル等で増収とな

り、売上高は前年同四半期に比べ98百万円増、3.4%増収の30億４百万円となりました。営業利益でも増収に

よる利益分が寄与し、前年同四半期に比べ45百万円増、5.3%増益の９億15百万円となりました。

　「資産開発事業」では、前第１四半期に計上した収益用不動産の売却収入の減少により、売上高は前年同

四半期に比べ22億80百万円減、99.0%減収の22百万円で、営業損益は減収と匿名組合出資の損失分配の計上も

あり、前年同四半期に比べ11億38百万円減、１億59百万円の損失計上となりました。

　「住宅分譲事業」では、前第１四半期には売上計上がありませんでしたが、当第１四半期では「ルフォン

中野上鷺宮」（東京都中野区）と「ルフォン学芸大学」（東京都世田谷区）の販売売上６億57百万円を計上し

ました。しかしながら、目標販売戸数に至らず、営業損益は51百万円の損失計上となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

当第１四半期末の資産合計は前連結会計年度末に比べ21億46百万円減少して、1,638億73百万円となりまし

た。主な要因は、前連結会計年度末に匿名組合事業が終了した連結子会社のＳＰＣにおいて支払用に一時的

に膨らんでいた預金の減少等により現金及び預金が減少したことと、非連結子会社の分譲マンション開発を

目的としたＳＰＣへの短期貸付金の増との差し引き等により流動資産が18億85百万円減少したことによるも

のです。負債合計は前連結会計年度末に比べ18億88百万円減少して、1,136億88百万円となりました。短期借

入金の増と未払金及び未払法人税等の減との差し引き等により流動負債が９億13百万円減少し、長期借入金

の減等により固定負債が９億75百万円減少しております。純資産合計は前連結会計年度末に比べ２億57百万

円減少して、501億85百万円となりました。これは、配当金の支払と四半期純利益との差引きによるもので

す。
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キャッシュ・フローの状況については、当第１四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」とい

う。）は、前連結会計年度末に比べ、33億84百万円減少し29億38百万円となりました。営業活動によるキャッ

シュ・フローは、４億50百万円の資金の減少となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益及び減価

償却費と法人税等の支払いとの差し引きによるものです。投資活動によるキャッシュ・フローは、58億69百

万円の資金の減少となりました。これは主にブリーゼタワー建設費等の有形固定資産の取得とＳＰＣに対す

る短期貸付けによるものです。財務活動によるキャッシュ・フローは、28億26百万円の資金の増加となりま

した。これは短期・長期の借入れによる収入と短期・長期併せた借入金の返済による支出との差し引き及び

配当金の支払によるものです。

（参考）ＳＰＣ連結による変動額

なお、当第１四半期末において、ＳＰＣ１社を連結子会社としており、資産合計及び負債・純資産合

計には、それぞれ35億81百万円含まれております。

負債には、長期借入金が31億円、社債が５億円が含まれておりますが、これはノンリコースローン及

び特定社債による資金調達であります。

(単位：百万円)

資産合計 負債合計 純資産 自己資本比率

連結 163,873 113,688 50,185  30.6%

ＳＰＣ除く 160,292 110,087 50,204  31.3%

3. 連結業績予想に関する定性的情報

平成20年５月15日発表の連結業績予想を下表のとおり修正致します。住宅分譲事業において、期初想定以

上の分譲マンション市場の悪化を踏まえ、販売計画を見直し、一部の物件について売上計上時期が上期から

下期にずれ込むとともに利益率が低下する見込みであること、また、ビル賃貸事業において、期初想定に比

べ空室が若干増加していることなどから、第２四半期連結累計期間及び通期の業績は当初予想を下回る見込

みであります。

第２四半期連結累計期間 (単位：百万円)

今回修正
第２四半期連結累計期間予想

前回発表
第２四半期連結累計期間予想
(平成20年５月15日発表)

増減

金額 率

売上高 14,900 18,350 △ 3,450 △ 18.8% 

営業利益 2,150 2,470 △ 320 △ 13.0% 

経常利益 1,500 1,800 △ 300 △ 16.7% 

四半期純利益 1,700 1,870 △ 170 △ 9.1% 

通期 (単位：百万円)

今回修正
通期予想

前回発表
通期予想

(平成20年５月15日発表)

増減

金額 率

売上高 50,100 50,600 △ 500 △ 1.0% 

営業利益 4,800 5,300 △ 500 △ 9.4% 

経常利益 3,300 3,800 △ 500 △ 13.2% 

当期純利益 2,700 3,000 △ 300 △ 10.0% 
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4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

該当事項はありません。

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

①簡便な会計処理

　・棚卸資産の評価方法

棚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も

り、簿価切下げを行う方法によっております。

　・固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する

方法によっております。

　・法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する

方法によっております。

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

　該当事項はありません。

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

①四半期財務諸表に関する会計基準の適用

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財

務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

②工事契約に関する会計基準の適用

「工事契約に関する会計基準」(企業会計基準第15号)及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」(企

業会計基準適用指針第18号)が平成21年４月１日より前に開始する連結会計年度から適用できることになっ

たことに伴い、当第１四半期連結会計期間よりこれらの会計基準等を早期適用いたしましたが、適用に伴

う影響はありません。
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5. 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）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

資産の部

  流動資産

    現金及び預金 2,969 6,353

    受取手形及び売掛金 1,242 1,680

    販売用不動産 5,642 6,216

    仕掛販売用不動産 3,592 1,037

    開発不動産 16,169 17,978

    貯蔵品 11 10

    繰延税金資産 442 512

    その他 2,771 936

    貸倒引当金 △6 △3

    流動資産合計 32,836 34,721

  固定資産

    有形固定資産

      建物及び構築物（純額） 36,487 36,855

      機械装置及び運搬具（純額） 304 313

      土地 53,667 53,667

      建設仮勘定 25,990 25,902

      その他 370 379

      有形固定資産合計 116,820 117,117

    無形固定資産 188 193

    投資その他の資産

      投資有価証券 830 863

      営業投資有価証券 7,841 7,907

      長期貸付金 2,695 2,695

      繰延税金資産 650 540

      その他 2,119 2,130

      貸倒引当金 △108 △151

      投資その他の資産合計 14,028 13,986

    固定資産合計 131,037 131,297

  資産合計 163,873 166,019
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

負債の部

  流動負債

    支払手形及び買掛金 1,348 2,519

    短期借入金 24,332 20,205

    未払法人税等 132 1,466

    未払消費税等 ― 83

    賞与引当金 169 364

    役員賞与引当金 17 71

    その他 4,174 6,376

    流動負債合計 30,174 31,087

  固定負債

    社債 20,500 20,500

    長期借入金 37,117 38,046

    再評価に係る繰延税金負債 16,710 16,710

    退職給付引当金 679 668

    役員退職慰労引当金 ― 406

　 長期未払金 387 ―

    長期預り敷金 8,119 8,157

    その他 0 0

    固定負債合計 83,514 84,489

  負債合計 113,688 115,577

純資産の部

  株主資本

    資本金 14,120 14,120

    資本剰余金 12,974 12,974

    利益剰余金 16,783 17,096

    自己株式 △ 1,425 △ 1,424

    株主資本合計 42,453 42,766

  評価・換算差額等

    その他有価証券評価差額金 189 129

    土地再評価差額金 7,542 7,542

    評価・換算差額等合計 7,731 7,672

  少数株主持分 0 3

  純資産合計 50,185 50,442

負債純資産合計 163,873 166,019
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(2) 四半期連結損益計算書

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
  至 平成20年６月30日)

売上高 5,432

売上原価 4,235

売上総利益 1,197

販売費及び一般管理費 673

営業利益 524

営業外収益

  受取利息 10

  受取配当金 11

　貸倒引当金戻入額 11

  その他 5

  営業外収益合計 37

営業外費用

  支払利息 318

  その他 49

  営業外費用合計 368

経常利益 193

特別損失

  固定資産除却損 4

  建替関連損失 13

  特別損失合計 17

税金等調整前四半期純利益 175

法人税、住民税及び事業税 8

過年度法人税等 150

法人税等調整額 △ 56

法人税等合計 102

四半期純利益 73
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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）

当第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
  至 平成20年６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 175

  減価償却費 501

　役員賞与引当金の増減額（△は減少） △ 54

  貸倒引当金の増減額（△は減少） △ 40

  受取利息及び受取配当金 △ 21

  支払利息 318

  売上債権の増減額（△は増加） 649

  たな卸資産の増減額（△は増加） 1,697

  仕入債務の増減額（△は減少） △ 1,876

  退職給付引当金の増減額（△は減少） 10

  役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △ 406

  長期未払金の増減額（△は減少） 387

  賞与引当金の増減額（△は減少） △ 195

  固定資産除売却損益（△は益） 4

  前払費用の増減額（△は増加） 1

  預り金の増減額（△は減少） 266

  差入保証金の増減額（△は増加） △ 28

  預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） 37

  未払又は未収消費税等の増減額 45

  その他 △ 129

  小計 1,343

  利息及び配当金の受取額 14

  利息の支払額 △ 390

  法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △ 1,419

  営業活動によるキャッシュ・フロー △ 450

投資活動によるキャッシュ・フロー

  長期営業目的有価証券の取得による支出 65

  有形固定資産の取得による支出 △ 4,875

  有形固定資産の売却による収入 239

  貸付けによる支出 △ 1,335

  貸付金の回収による収入 0

  その他 36

  投資活動によるキャッシュ・フロー △ 5,869

財務活動によるキャッシュ・フロー

  短期借入れによる収入 48,100

  短期借入金の返済による支出 △ 47,750

  長期借入れによる収入 5,100

  長期借入金の返済による支出 △ 2,251

  自己株式の売却による収入 0

  自己株式の取得による支出 0

  配当金の支払額 △ 368

  財務活動によるキャッシュ・フロー 2,826

現金及び現金同等物に係る換算差額 ―

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 3,493

現金及び現金同等物の期首残高 6,322

新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 110

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,938
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸

表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) セグメント情報

① 事業の種類別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日～平成20年６月30日） (単位：百万円)

ビル賃貸

事業

資産開発

事業

住宅分譲

事業
飲食事業

建築内装

事業

ビルマネ

ジメント

事業

その他の

事業
計

消去

又は全社
連結

売上高及び営業損益

売上高

(1)外部顧客に対する

   売上高
2,955 22 657 431 709 635 21 5,432 ― 5,432

(2)セグメント間の

　 内部売上高又は

　 振替高
49 ― ― 73 79 316 85 604 (604) ―

計 3,004 22 657 504 788 951 106 6,037 (604) 5,432

営業費用 2,088 181 709 500 774 951 92 5,299 (391) 4,908
営業利益又は

営業損失(△)
915 △159 △51 4 14 △0 14 737 (213) 524

(注)１ 事業区分は売上集計区分によっています。

２ 各事業の主な内容

(1) ビル賃貸事業……………… 賃貸ビル・賃貸マンション・貸会議室・貸ホールの経営等

(2) 資産開発事業……………… 収益用不動産の開発・取得及びファンドの運用等

(3) 住宅分譲事業……………… マンション等住宅関連の開発及び分譲

(4) 飲食事業…………………… レストランの経営

(5) 建築内装事業……………… 建築工事全般並びに展示、装飾等の製作、イベント・学会等の運営

(6) ビルマネジメント事業…… プロパティマネジメント業務・建物機械設備の維持管理・警備・清掃業務の

受託等

(7) その他の事業……………… 興行の企画制作・貸ホールの運営、人材派遣、給与業務の受託等

② 所在地別セグメント情報

該当事項はありません。

③ 海外売上高

該当事項はありません。

(6) 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。

決算短信 2008年07月29日 12時42分 02305xe01_in 10ページ （Tess 1.10 20080626_01）

- 9 -



㈱サンケイビル(8809) 平成21年３月期 第１四半期決算短信

【参考】

前第１四半期に係る財務諸表等

四半期連結損益計算書

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日
  至 平成19年６月30日)

売上高 6,907

売上原価 4,700

売上総利益 2,206

販売費及び一般管理費 591

営業利益 1,614

営業外収益

  受取利息 7

  受取配当金 12

  その他 13

  営業外収益合計 33

営業外費用

  支払利息 226

  その他 62

  営業外費用合計 289

経常利益 1,359

特別損失

  固定資産除却損 0

  建替関連損失 1

  その他 6

  特別損失合計 9

税金等調整前四半期純利益 1,349

法人税、住民税及び事業税 350

法人税等調整額 271

法人税等合計 621

四半期純利益 728
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日
  至 平成19年６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 1,349
  減価償却費 535
　役員賞与引当金の増減額（△は減少） △ 57
  貸倒引当金の増減額（△は減少） 6
  受取利息及び受取配当金 △ 19
  支払利息 226
  売上債権の増減額（△は増加） 72
  たな卸資産の増減額（△は増加） △ 1,438
  仕入債務の増減額（△は減少） 406
  退職給付引当金の増減額（△は減少） △ 5
  役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △ 298
  賞与引当金の増減額（△は減少） △ 134
  営業目的有価証券の増減額（△は増加） 619
  固定資産除売却損益（△は益） 0
  特別退職金 6
  前払費用の増減額（△は増加） △ 122
  預り金の増減額（△は減少） △ 471
  差入保証金の増減額（△は増加） △ 10
  預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） 109
  未払又は未収消費税等の増減額 △ 115
  その他 △ 580
  小計 79
  利息及び配当金の受取額 27
  利息の支払額 △ 400
　特別退職金の支払額 △ 6
  法人税等の支払額 △ 958
  営業活動によるキャッシュ・フロー △ 1,259
投資活動によるキャッシュ・フロー

  長期営業目的有価証券の取得による支出 △ 3,135
  有形固定資産の取得による支出 △ 4,202
  貸付けによる支出 0
  貸付金の回収による収入 22
  その他 △ 4
  投資活動によるキャッシュ・フロー △ 7,321
財務活動によるキャッシュ・フロー

  短期借入れによる収入 6,300
  長期借入金の返済による支出 △ 2,104
  自己株式の売却による収入 31
  自己株式の取得による支出 0
  配当金の支払額 △ 370
  財務活動によるキャッシュ・フロー 3,855
現金及び現金同等物に係る換算差額 ―
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 4,724
現金及び現金同等物の期首残高 8,426
新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 50
現金及び現金同等物の四半期末残高 3,751

決算短信 2008年07月29日 12時42分 02305xe01_in 12ページ （Tess 1.10 20080626_01）

- 11 -



㈱サンケイビル(8809) 平成21年３月期 第１四半期決算短信

セグメント情報

① 事業の種類別セグメント情報

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～平成19年６月30日） (単位：百万円)

ビル賃貸

事業

資産開発

事業

住宅分譲

事業
飲食事業

建築内装

事業

ビルマネ

ジメント

事業

その他の

事業
計

消去

又は全社
連結

売上高及び営業損益

売上高

(1)外部顧客に対する

   売上高
2,857 2,302 ― 402 652 680 12 6,907 ― 6,907

(2)セグメント間の

　 内部売上高又は

　 振替高
48 ― ― 76 69 322 59 577 (577) ―

計 2,906 2,302 ― 478 722 1,002 72 7,484 (577) 6,907

営業費用 2,036 1,322 68 461 710 985 70 5,655 (362) 5,292
営業利益又は

営業損失(△)
870 979 △68 17 11 16 1 1,829 (214) 1,614

(注)１ 事業区分は売上集計区分によっています。

２ 各事業の主な内容

(1)ビル賃貸事業……………… 賃貸ビル・賃貸マンション・貸会議室・貸ホールの経営等

(2)資産開発事業……………… 収益用不動産の開発・取得及びファンドの運用等

(3)住宅分譲事業……………… マンション等住宅関連の開発及び分譲

(4)飲食事業…………………… レストランの経営

(5)建築内装事業……………… 建築工事全般並びに展示、装飾等の製作、イベント・学会等の運営

(6)ビルマネジメント事業…… プロパティマネジメント業務・建物機械設備の維持管理・警備・清掃業務の

受託等

(7)その他の事業……………… 人材派遣、給与業務の受託等

② 所在地別セグメント情報

該当事項はありません。

③ 海外売上高

該当事項はありません。
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