
平成21年9月期 第1四半期決算短信 
平成21年2月4日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 メディカルシステムネットワーク 上場取引所 東 
コード番号 4350 URL http://www.msnw.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 田尻 稲雄
問合せ先責任者 （役職名） 取締役財務部長 （氏名） 平島 英治 TEL 011-612-1069

四半期報告書提出予定日 平成21年2月13日

1.  平成21年9月期第1四半期の連結業績（平成20年10月1日～平成20年12月31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9月期第1四半期 9,144 ― 405 ― 364 ― 88 ―
20年9月期第1四半期 8,858 10.1 432 30.5 394 28.4 180 19.7

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9月期第1四半期 3,145.13 3,144.68
20年9月期第1四半期 6,419.58 6,411.58

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9月期第1四半期 20,026 2,967 13.7 97,391.97
20年9月期 18,148 2,920 14.9 96,074.82

（参考） 自己資本   21年9月期第1四半期  2,736百万円 20年9月期  2,699百万円

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9月期 ― ― ― 2,000.00 2,000.00
21年9月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年9月期（予想） ――― ― ― 2,000.00 2,000.00

3.  平成21年9月期の連結業績予想（平成20年10月1日～平成21年9月30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  無   

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 18,888 9.2 672 △7.8 580 △9.6 186 △29.2 6,620.16
通期 37,359 10.6 1,371 18.8 1,203 20.8 407 △58.2 14,486.05

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、３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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他 及び 11ページ(5) セグメント情報 【事業の種類別セグメント情報】 ３．事業区分及び営業費用の配
賦方法の変更をご覧ください。]  

(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 
・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。 
・上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の変化等によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。  

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9月期第1四半期  28,096株 20年9月期  28,096株
② 期末自己株式数 21年9月期第1四半期  ―株 20年9月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年9月期第1四半期  28,096株 20年9月期第1四半期  28,063株
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当第１四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平成20年12月31日まで）における経営成績は、売上
高9,144百万円（前年同期比3.2％増）、営業利益405百万円（同6.2％減）、経常利益364百万円（同7.6％
減）となりました。当第１四半期純利益は、時価のある投資有価証券について51百万円の減損処理等を行
った結果、88百万円（同50.9％減）となりました。事業の種類別セグメントの業績は次のとおりでありま
す。 ※なお、前年同期比は参考として記載しております。  

本事業に関しましては、当第１四半期連結会計期間よりセグメント名称を「医薬品等関連事業」から
「医薬品等ネットワーク事業」へ変更しております。従来まで、上場維持コストや子会社管理コスト等
の管理部門費用を「医薬品等関連事業」に含めておりましたが、当第１四半期連結会計期間より当社グ
ループの事業内容をより一層明瞭に区分するために、当該費用を配賦不能営業費用として「消去又は全
社」に含めることとしました。この変更による当第１四半期連結会計期間の本事業への影響額は、従来
の方法によった場合と比較して営業利益が143百万円増加しております。 
 以上の結果、本事業の売上高は、医薬品ネットワーク手数料収入の増加により148百万円（前年同期
比18.7％増）となりました。営業利益は、188百万円となりました。なお、平成20年12月31日現在の医
薬品ネットワーク加盟件数は、調剤薬局493店舗、９病・医院の合計502件（前連結会計年度末比３件
増）となりました。 

調剤薬局事業に関しましては、当第１四半期連結会計期間において５店舗の新規出店、１店舗の閉鎖
を行った結果、平成20年12月31日現在の店舗数は、調剤薬局168店舗、ケアプランセンター１ヶ所、ド
ラッグストア２店舗、バラエティショップ２店舗となりました。  
 本事業の売上高は、新規出店の増収効果等により8,791百万円（前年同期比2.5％増）となりました。
一方、営業利益に関しましては、薬価・調剤報酬改定及び長期処方化の影響から383百万円（同7.2％
減）となりました。  

賃貸・設備関連事業に関しましては、高齢者専用賃貸住宅「ウィステリアＮ17」の積極営業を行いま
したが、雪解け後の入居希望が多かったことから、平成20年12月31日現在の入居件数は、前連結会計年
度末比３件増の20件となりました。 
 本事業の経営成績は、売上高131百万円（前年同期比20.1％増）、営業利益６百万円（前年同期は26
百万円の営業損失）となりました。 

その他事業は、株式会社エスエムオーメディシスが治験施設支援業務を行っております。本事業の経
営成績は、案件が計画どおり積み上がったものの、売上高72百万円（前年同期比45.7％増）、営業損失
０百万円（前年同期は２百万円の営業損失）となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間における総資産は20,026百万円（前連結会計年度末比1,877百万円増）とな
りました。主な要因は現金及び預金、売掛金、商品及び有形固定資産その他の増加によるものです。  
 一方、負債の部においては、17,058百万円（前連結会計年度末比1,830百万円増）となりました。主な
要因は買掛金、短期借入金、長期借入金及び固定負債その他の増加によるものです。  
 また、純資産の部においては、2,967百万円（前連結会計年度末比46百万円増）となりました。主な要
因は利益剰余金の増加によるものです  

  
(キャッシュ・フローの状況) 
当第１四半期連結会計期間における連結ベースの現金及び同等物の期末残高は1,604百万円（前連結会

計年度末比204百万円増）となりました。当第１四半期におけるキャッシュ・フローの状況については以
下のとおりです。 
営業活動において、税金等調整前四半期純利益304百万円、仕入債務の増加額767百万円等があったもの

の、売上債権324百万円、たな卸資産338百万円の増加及び法人税等の支払額764百万円等により、89百万
円の減少となりました。 
投資活動において、有形固定資産の取得による支出172百万円等により、208百万円の減少となりまし

た。 
財務活動において、 長期借入金による収入が返済による支出を477百万円上回ったことにより、502百

万円の増加となりました。 
  

平成20年11月７日公表の連結業績予想に変更はありません。 

【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

(1)医薬品等ネットワーク事業

(2)調剤薬局事業

(3)賃貸・設備関連事業

(4)その他事業

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

①棚卸資産の評価方法 
当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末

の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。  
 また、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
額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

②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、第１四半期連結会計期間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。 

③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 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境及び一時差異等
の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予
測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

該当事項はありません。 
  

①「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用 

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棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

棚卸資産については、従来、移動平均法による原価法によっておりましたが、「棚卸資産の評価
に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号)が当第１四半
期連結会計期間から適用されたことに伴い、移動平均法による原価法(収益性の低下による簿価切
下げの方法)に変更しております。  
 この結果、従来の方法によった場合に比べて、損益に与える影響はありません。 

③リース取引に関する会計基準の適用  

（貸手側）  
「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会 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」(企業会計基準委員
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)を当第１四半
期連結会計期間から適用し、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。  
 なお、リース取引開始日が会計基準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、期首に前連結会計年度末における固定資産の適正な帳簿価額（減価償却累計額控除
後）をリース投資資産として計上する方法によっており、リース取引開始日に売上高と売上原価を
計上する方法及び貸手として受け取るリース料総額と借手として支払うリース料総額の差額を手数
料収入として各期に配分し、転リース差益として計上する方法によっております。  
 この結果、従来の方法によった場合に比べて、リース投資資産が流動資産に211,978千円計上さ
れ、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。  
（借手側）  
 「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会 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」(企業会計基準委
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)を当第１四
半期連結会計期間から適用し、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、リー
ス資産として計上しております。  
 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、残存価額をゼロとして算定
する方法によっております。  
  

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)

(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
（簡便な会計処理）

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理）

(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
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なお、リース取引開始日が会計基準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、期首に前連結会計年度末における未経過リース料残高を取得価額として取得したもの
としてリース資産を計上する方法によっております。  
 この結果、従来の方法によった場合に比べて、リース資産が有形固定資産に689,003千円、 
無形固定資産に13,618千円計上され、営業利益が5,949千円増加し、経常利益及び税金等調整 前
四半期純利益が4,480千円それぞれ減少しております。  
 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 
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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：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,616,211 1,412,071

売掛金 2,574,437 2,250,164

債権売却未収入金 372,847 402,711

調剤報酬等購入債権 343,553 327,603

商品 1,416,594 1,082,534

貯蔵品 37,557 34,162

仕掛品 9,234 8,472

繰延税金資産 204,093 314,920

その他 897,403 585,592

貸倒引当金 △3,358 △4,278

流動資産合計 7,468,575 6,413,955

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,357,750 3,260,361

土地 1,520,088 1,485,756

建設仮勘定 85,647 18,113

その他（純額） 791,866 128,439

有形固定資産合計 5,755,353 4,892,671

無形固定資産   

のれん 4,852,259 4,912,513

ソフトウエア 31,800 34,570

その他 63,569 47,913

無形固定資産合計 4,947,629 4,994,997

投資その他の資産   

投資有価証券 79,581 114,394

繰延税金資産 348,006 338,182

差入保証金 1,284,617 1,246,135

その他 204,271 210,655

貸倒引当金 △61,771 △62,025

投資その他の資産合計 1,854,705 1,847,343

固定資産合計 12,557,688 11,735,011

資産合計 20,026,263 18,148,967
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 4,032,193 3,264,602

短期借入金 2,180,000 1,993,000

1年内返済予定の長期借入金 1,006,752 975,994

1年内償還予定の社債 62,000 62,000

未払法人税等 131,779 800,495

賞与引当金 213,130 419,918

その他 1,888,722 1,191,847

流動負債合計 9,514,578 8,707,857

固定負債   

社債 － 31,000

長期借入金 6,351,661 5,904,745

繰延税金負債 540 616

退職給付引当金 340,566 320,182

役員退職慰労引当金 110,963 99,662

その他 740,613 164,157

固定負債合計 7,544,344 6,520,364

負債合計 17,058,922 15,228,221

純資産の部   

株主資本   

資本金 813,520 813,520

資本剰余金 623,235 623,235

利益剰余金 1,305,325 1,273,151

株主資本合計 2,742,080 2,709,907

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △480 △10,589

繰延ヘッジ損益 △5,275 －

評価・換算差額等合計 △5,756 △10,589

少数株主持分 231,016 221,427

純資産合計 2,967,341 2,920,745

負債純資産合計 20,026,263 18,148,967
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(2)【四半期連結損益計算書】 
 【第１四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

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

売上高 9,144,288

売上原価 5,951,134

売上総利益 3,193,154

販売費及び一般管理費 2,787,339

営業利益 405,814

営業外収益  

受取利息及び配当金 255

保険解約返戻金 5,528

雑収入 9,862

営業外収益合計 15,646

営業外費用  

支払利息 57,033

雑損失 371

営業外費用合計 57,405

経常利益 364,055

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,174

特別利益合計 1,174

特別損失  

固定資産売却損 47

固定資産除却損 579

投資有価証券評価損 51,890

事務所移転費用 5,789

店舗閉鎖損失 2,192

特別損失合計 60,500

税金等調整前四半期純利益 304,729

法人税、住民税及び事業税 91,084

法人税等調整額 97,533

法人税等合計 188,617

少数株主利益 27,746

四半期純利益 88,365
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間 
(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  

税金等調整前四半期純利益 304,729

減価償却費 143,571

のれん償却額 74,153

賞与引当金の増減額（△は減少） △206,788

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,174

退職給付引当金の増減額（△は減少） 20,383

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 11,300

受取利息及び受取配当金 △3,213

支払利息 58,344

固定資産売却損益（△は益） 47

固定資産除却損 4,831

投資有価証券評価損益（△は益） 51,890

売上債権の増減額（△は増加） △324,273

債権売却未収入金の増減額（△は増加） 29,864

調剤報酬等購入債権の増減額（△は増加） △15,949

販売用ソフトウエア資産の増減額（△は増加） △1,037

たな卸資産の増減額（△は増加） △338,215

仕入債務の増減額（△は減少） 767,591

未払消費税等の増減額（△は減少） △10,765

その他 157,552

小計 722,842

利息及び配当金の受取額 3,181

利息の支払額 △50,744

法人税等の支払額 △764,962

営業活動によるキャッシュ・フロー △89,684

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △303

有形固定資産の取得による支出 △172,617

有形固定資産の売却による収入 5,366

無形固定資産の取得による支出 △4,320

営業譲受による支出 △13,900

事業譲渡による収入 624

貸付金の回収による収入 8,068

差入保証金の差入による支出 △48,192

差入保証金の回収による収入 7,644

その他 8,937

投資活動によるキャッシュ・フロー △208,692
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(単位：千円)

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

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 187,000

長期借入れによる収入 625,000

長期借入金の返済による支出 △147,326

社債の償還による支出 △31,000

配当金の支払額 △50,140

少数株主への配当金の支払額 △18,157

リース債務の返済による支出 △62,861

財務活動によるキャッシュ・フロー 502,514

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 204,137

現金及び現金同等物の期首残高 1,399,969

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,604,106
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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。 

  

該当事項はありません。 
  

(4) 継続企業の前提に関する注記
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当第１四半期連結累計期間(自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日) 
  

 

 

 

 

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

医薬品等 

ネットワー

ク事業

調剤薬局 

事業

賃貸・設備 

関連事業

その他 

事業
計

消去または 

全社
連結

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

 売上高

（１）外部顧客に対する

売上高

148,965 8,791,119 131,289 72,913 9,144,288 ― 9,144,288

（２）セグメント間の内部

売上高又は振替高
236,870 648 93,671 ― 331,189 (331,189) ―

計 385,835 8,791,767 224,960 72,913 9,475,477 (331,189) 9,144,288

営業利益又は 

営業損失（△）
188,334 383,397 6,822 △209 578,345 (172,530) 405,814

（注） １．事業の区分方法
  事業は、提供する商品及び役務の種類・性質等の類似性を考慮して区分しております。
２．各事業区分に属する主要な商品及び役務の内容

事業区分 主要な商品及び役務の内容

医薬品等ネットワーク事業 医薬品情報システム・調剤システム等の開発・販売、ネットワーク

による情報の提供、債権流動化サポート業務等

調剤薬局事業 調剤薬局業務、医薬品販売等

賃貸・設備関連事業 調剤薬局周辺機器、設備等のリース・割賦販売、不動産の賃貸等

その他事業 治験施設支援業務

３．事業区分及び営業費用の配賦方法の変更
 従来まで、当社における管理部門費用は、「医薬品等関連事業」に含めておりましたが、近年
の業容拡大に伴い、当社における管理部門が純粋持株会社的な位置付けになっており、上場維持
コストや子会社管理コスト等が増加しております。 
 そこで、当第１四半期連結累計期間より当社グループの事業内容をより一層明瞭に区分するた
めに、当社管理部門の費用を配賦不能営業費用として「消去又は全社」に含めることとしまし
た。 
 また、区分名称につきましても「医薬品等関連事業」から「医薬品等ネットワーク事業」に変
更しております。 
 この変更による当第１四半期連結累計期間のセグメント情報への影響額は、従来の方法によっ
た場合と比較して「医薬品等ネットワーク事業」の営業利益が143,507千円増加、「消去又は全
社」の営業損失は143,507千円増加しております。
４．会計処理の方法の変更
 「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 会計処理基準に関する事
項の変更 (2)リース取引に関する会計基準の適用（借手側）」に記載のとおり、当社及び連結子
会社は、従来、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、賃貸借取引に係る方法に準
じた会計処理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」及び「リース取引に関す
る会計基準の適用指針」が平成20年４月１日以後に開始する連結会計年度に係る四半期連結財務
諸表から適用できることになったことに伴い、当第１四半期連結累計期間からこれらの会計基準
等を適用しております。 
 この変更に伴い、従来の方法によった場合に比較して、当第１四半期連結累計期間の医薬品等
ネットワーク事業の営業利益が１千円増加し、調剤薬局事業の営業利益が4,681千円増加し、賃
貸・設備関連事業の営業利益が409千円増加しております。
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当第１四半期連結累計期間(自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日) 

本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 
  

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

海外売上高がないため、該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 
  

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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（要約）前四半期連結損益計算書 

 
  

「参考」

科目

前第１四半期連結会計期間 
(自 平成19年10月１日 
 至 平成19年12月31日)

金額（千円）

Ⅰ 売上高 8,858,587

Ⅱ 売上原価 5,810,495

  売上総利益 3,048,092

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,615,655

  営業利益 432,436

Ⅳ 営業外収益 10,974

Ⅴ 営業外費用 49,233

  経常利益 394,177

Ⅵ 特別利益 7,886

Ⅶ 特別損失 631

  税金等調整前四半期純利益 401,431

  法人税、住民税及び事業税 119,312

  法人税等調整額 87,914

  少数株主利益 14,051

  四半期純利益 180,152
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(重要な後発事象) 

平成21年２月４日開催の取締役会において、会社法第165条第２項の規定による定款の定めに基づく

自己株式の取得に係る事項を決議いたしました。その概要は下記のとおりであります。 

(1) 取得に係る事項の内容  

①取得対象株式の種類 普通株式  

 ②取得しうる株式総数 700株  

 ③株式取得価額総額  70百万円  

 ④取得期間 平成21年２月５日～平成21年３月24日  

 ⑤取得の方法 市場における買付   

(2) 取得理由  

  経済情勢の変化に対応した機動的な資本政策遂行を可能にするため  

  

  

  

6. その他の情報
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