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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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）

営業収益 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 ％

22年3月期第1四半期 11,707 △8.0 372 16.1 379 12.1 198 23.8
21年3月期第1四半期 12,727 ― 320 ― 339 ― 160 ―

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

22年3月期第1四半期 18.48 ―
21年3月期第1四半期 14.93 ―

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

22年3月期第1四半期 26,299 11,598 44.1 1,080.99
21年3月期 28,183 11,578 41.1 1,079.12

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  11,598百万円 21年3月期  11,578百万円

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

21年3月期 ― ― ― 17.00 17.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
― ― 15.00 15.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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  無   

営業収益 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 25,500 △2.0 780 △5.3 830 △5.0 430 △10.0 40.07

通期 48,500 △2.1 800 △5.4 900 △4.4 450 34.3 41.94



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 
 業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであります。予想にはさまざまな不確定要素が内在しており、実際の業
績はこれらの予想数値と異なる場合がありますので、この業績予想に全面的に依拠して投資等の判断を行うことは差し控えてください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 11,000,000株 21年3月期  11,000,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  270,106株 21年3月期  270,106株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 10,729,894株 21年3月期第1四半期 10,729,924株



 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、景気底打ちが宣言され一部に持ち直しの気配があるものの、

依然として設備投資や雇用情勢には回復の兆しがみられず、個人消費の落ち込みがより顕著になるなど、先行きの

不透明さが拭えない厳しい状況にありました。 

 当グループが主たる市場としております低温食品物流業界も、主要原価のひとつである燃料価格は昨年度からは

低下したものの、生活防衛意識の高まりから個人消費が低迷するなどの影響を受け物量の減少を余儀なくされるな

ど厳しい経営環境に直面いたしました。 

 こうした状況下ではありますが、当グループは利益の確保とともに「顧客第一・安全確保」を全社の年度行動ス

ローガンとして掲げました。顧客第一の営業によって顧客とともに成長することをめざしながら、食の安全はもと

より社会生活のあらゆる面において要求が高まっている「安全であること」に対して、輸送業務をはじめ、企業活

動の全てにおいて安全を求めてまいります。その取り組みといたしまして、昨年度より引き続きトラックへのドラ

イブレコーダーの装着、事業所内への防犯カメラの設置または増設、運輸安全マネジメントの構築、ＩＳＯ認証取

得の継続等を実施し、企業活動の品質を高め「ＣＨＩＬＬＥＤ ＬＩＮＥ ＭＥＩＴＯ」のブランド力向上に努め

ました。収益面の改善策といたしまして、首都圏における配送の一元管理による効率化を推進してまいりました。

また、顧客の協力を得て配送コースの合理化を進めるとともに、適正な運賃の確保に努めてまいりました。さらに

平成21年２月竣工の関西物流センターにおいて、拠点集約化による収益改善と西日本地域の業容拡大を図るべく営

業活動を展開しております。 

 以上の結果、当第１四半期連結累計期間の営業収益は117億７百万円（前年同期比8.0％減）と、前年同期と比較

して10億20百万円の減収となり、経常利益は３億79百万円（同12.1％増）、四半期純利益は１億98百万円（同

23.8％増）となりました。 

 事業の種類別セグメント別の業績は次のとおりであります。 

①貨物運送事業 

 貨物運送事業は、当社のほか、㈱トランスメイト、ジャパンフーズ物流㈱、マコトトランスポートサービス

㈱、㈱ジャステム、㈱エムズライン、㈱エス・トラスト、星運輸㈱、㈱アイソネットライン、㈱ケーツーの各社

が行っております。依然として景気後退の影響から物量は伸び悩み傾向にあり、グループ全体で運行の効率化に

努めたものの、当第１四半期連結累計期間の営業収益は95億41百万円（同8.4％減）、営業利益（配賦不能営業

費用控除前）は５億３百万円（同56.1％増）となりました。 

②物流センター管理事業 

 物流センター管理事業は、当社のほか、㈱トランスメイト、ジャパンフーズ物流㈱、マコトトランスポートサ

ービス㈱、㈱ジャステム、㈱エムズライン、㈱エス・トラスト、㈱アイソネットライン、㈱ケーツーの各社が行

っております。当第１四半期連結累計期間の営業収益は21億21百万円（同4.3％減）、営業利益（配賦不能営業

費用控除前）は１億93百万円（同21.1％減）となりました。 

③その他事業 

 その他事業は、㈱名商が、当社及び子会社の車両保険に関する業務及び当社の物流センターに関するメンテナ

ンス等を行っております。当第１四半期連結累計期間の営業収益は44百万円（同50.5％減）、営業利益（配賦不

能営業費用控除前）は21百万円（同25.5％減）となりました。 

（１）資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ18億84百万円減少し262億99百万円となり

ました。このうち流動資産につきましては、前連結会計年度末に比べ20億70百万円減少し66億38百万円となりま

した。これは主に、短期借入金の返済等により現金及び預金が20億41百万円減少したことなどによるものであり

ます。また、固定資産につきましては、有形固定資産が増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ１億85

百万円増加し196億60百万円となりました。 

 負債につきましては、前連結会計年度末に比べ19億４百万円減少し147億円となりました。流動負債につきま

しては、その他流動負債が４億21百万円増加しましたが、短期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む。）

が16億93百万円、賞与引当金が３億21百万円それぞれ減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ17億33百

万円減少し65億25百万円となりました。また、固定負債につきましては、長期借入金が３億９百万円減少したこ

と等により、前連結会計年度末に比べ１億71百万円減少し81億75百万円となりました。 

 純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ20百万円増加し115億98百万円となり、自己資本比率は

44.1％となりました。 

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

２．連結財政状態に関する定性的情報



（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結会計期間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20億41百万円減少し９億90百万円となりました。 

 当第１四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は３億78百万円（前年同期は２億51百万円の資金の獲得）となりました。 

 これは主に、賞与引当金が３億21百万円減少（前年同期は３億60百万円）するなどの減少要因がありました

が、税金等調整前四半期純利益３億63百万円（前年同期は３億43百万円）及び減価償却費３億23百万円（前年同

期は２億99百万円）を計上したことや、未払消費税等の増加などの増加要因があったことによるものでありま

す。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は２億35百万円（前年同期は５億３百万円の資金の使用）となりました。 

 これは主に、車両の新規購入及び代替購入等の有形固定資産の取得によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は21億84百万円（前年同期は12億23百万円の資金の使用）となりました。 

 これは主に借入金の返済、配当金の支払等によるものであります。 

 第１四半期の業績は、概ね予想の範囲内で進捗しているため、平成22年３月期第２四半期連結累計期間及び通期

の連結業績予想につきましては、平成21年５月11日の決算発表時に公表した数値と変更はありません。 

 該当事項はありません。 

①簡便な会計処理 

（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。 

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。 

（追加情報） 

 役員退職慰労引当金 

 当社は、平成21年５月28日開催の取締役会において、役員の報酬制度の見直しを行い、役員退職慰労金制度

を平成21年６月26日開催の定時株主総会終結の時をもって廃止することを決議いたしました。 

 なお、役員退職慰労金制度廃止日までの在任期間に対応する退職慰労金の打切り支給につきましては、取締

役及び監査役の退任時に支給することとし、平成21年６月26日開催の定時株主総会において承認されました。

 また、連結子会社も同様の取扱いをしております。 

 これにより、役員退職慰労金制度廃止日である平成21年６月26日までの期間に対応する役員退職慰労金相当

額240,734千円を固定負債の「その他」に含めて表示しております。 

３．連結業績予想に関する定性的情報

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

（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



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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 990,010 3,031,533

受取手形及び営業未収金 4,973,252 4,950,308

有価証券 － 15,169

原材料及び貯蔵品 17,470 24,786

繰延税金資産 206,183 331,556

その他 459,384 364,967

貸倒引当金 △7,434 △9,426

流動資産合計 6,638,868 8,708,897

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 1,294,666 1,257,056

建物及び構築物（純額） 6,426,365 6,459,748

土地 4,909,450 4,909,450

その他（純額） 1,280,087 943,086

有形固定資産合計 13,910,570 13,569,342

無形固定資産   

のれん 7,634 8,907

その他 454,436 477,244

無形固定資産合計 462,071 486,152

投資その他の資産   

投資有価証券 1,439,332 1,407,828

繰延税金資産 1,571,203 1,547,049

敷金及び保証金 1,279,738 1,441,019

その他 997,867 1,023,687

貸倒引当金 △23 △51

投資その他の資産合計 5,288,118 5,419,532

固定資産合計 19,660,760 19,475,027

資産合計 26,299,628 28,183,924

負債の部   

流動負債   

営業未払金 1,609,739 1,743,379

短期借入金 690,000 2,322,000

1年内返済予定の長期借入金 1,345,884 1,407,624

未払法人税等 77,000 248,220

未払費用 1,440,558 1,262,789

賞与引当金 238,354 559,549

役員賞与引当金 14,329 26,990

その他 1,109,710 688,120

流動負債合計 6,525,577 8,258,675

固定負債   

長期借入金 3,758,245 4,068,016

退職給付引当金 3,281,493 3,247,762

役員退職慰労引当金 － 232,570

その他 1,135,362 798,010

固定負債合計 8,175,100 8,346,359

負債合計 14,700,678 16,605,034



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,176,900 2,176,900

資本剰余金 1,868,430 1,868,430

利益剰余金 7,879,184 7,863,343

自己株式 △309,533 △309,533

株主資本合計 11,614,980 11,599,139

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △16,030 △20,248

評価・換算差額等合計 △16,030 △20,248

純資産合計 11,598,950 11,578,890

負債純資産合計 26,299,628 28,183,924



（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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業収益 12,727,822 11,707,485

営業原価 11,977,528 10,832,412

営業総利益 750,294 875,073

販売費及び一般管理費 429,675 502,722

営業利益 320,618 372,350

営業外収益   

受取利息 3,348 2,837

受取配当金 10,696 10,002

投資有価証券売却益 2,256 －

持分法による投資利益 － 8,591

その他 35,220 27,147

営業外収益合計 51,521 48,579

営業外費用   

支払利息 24,799 34,857

持分法による投資損失 4,245 －

その他 4,024 6,119

営業外費用合計 33,070 40,977

経常利益 339,069 379,952

特別利益   

固定資産売却益 18,883 6,944

貸倒引当金戻入額 － 2,019

その他 792 －

特別利益合計 19,675 8,963

特別損失   

固定資産除売却損 1,213 2,303

ゴルフ会員権評価損 － 2,675

賃貸借契約解約損 － 20,000

賃借資産紛失弁償金 14,154 －

その他 － 294

特別損失合計 15,367 25,272

税金等調整前四半期純利益 343,377 363,643

法人税、住民税及び事業税 87,508 65,908

法人税等調整額 95,685 99,484

法人税等合計 183,194 165,393

四半期純利益 160,182 198,250



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 343,377 363,643

減価償却費 299,778 323,875

のれん償却額 1,272 1,272

建設協力金償却 14,459 14,459

有形固定資産除売却損益（△は益） △17,670 △4,640

ゴルフ会員権評価損 － 2,675

投資有価証券売却損益（△は益） △2,256 －

賃貸借契約解約損 － 20,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） 563 △2,019

退職給付引当金の増減額（△は減少） 80,236 33,730

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,132 △232,570

賞与引当金の増減額（△は減少） △360,232 △321,195

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △26,630 △12,661

受取利息及び受取配当金 △14,044 △12,839

支払利息 24,799 34,857

持分法による投資損益（△は益） 4,245 △8,591

売上債権の増減額（△は増加） △65,332 △22,944

たな卸資産の増減額（△は増加） 10,604 7,316

仕入債務の増減額（△は減少） 65,498 △133,640

未払消費税等の増減額（△は減少） 93,720 180,340

その他 36,585 400,081

小計 494,109 631,150

利息及び配当金の受取額 12,593 11,647

利息の支払額 △30,726 △39,113

割増退職金の支払額 △1,799 －

法人税等の支払額 △223,164 △225,026

営業活動によるキャッシュ・フロー 251,012 378,659

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 △5,000 －

定期預金の払戻による収入 10,000 －

投資有価証券の取得による支出 △2,100 △2,101

投資有価証券の売却による収入 3,740 －

有形固定資産の取得による支出 △507,632 △375,944

有形固定資産の売却による収入 36,576 11,057

無形固定資産の取得による支出 △45,810 △11,424

長期前払費用の支出額 － △542

貸付けによる支出 △6,280 △3,420

貸付金の回収による収入 7,921 6,463

その他の投資の取得支出 △6,579 △10,280

その他の投資の返戻収入 11,998 150,215

投資活動によるキャッシュ・フロー △503,167 △235,977

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 600,000 450,000

短期借入金の返済による支出 △1,640,000 △2,082,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △22,741

長期借入れによる収入 300,000 －

長期借入金の返済による支出 △349,126 △371,511

配当金の支払額 △134,254 △157,950

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,223,380 △2,184,203

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,475,535 △2,041,522

現金及び現金同等物の期首残高 2,603,193 3,031,533

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,127,658 990,010



 該当事項はありません。 

  

前第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） 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 （注）１．事業区分は、当グループにおける事業別営業収益区分によっております。 

２．各事業の主な内容 

(1）貨物運送事業…………………貨物自動車運送事業、貨物運送取扱事業、軽貨物自動車運送事業 

(2）物流センター管理事業………商品仕分け・流通加工等 

(3）その他事業……………………損害保険代理業等 

３．前第１四半期連結累計期間及び当第１四半期連結累計期間における営業費用のうち、消去又は全社の項目に

含めた配賦不能営業費用の金額は275,793千円及び333,283千円であり、その主なものは、連結財務諸表提出

会社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。 

前第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） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な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21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

前第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） 

 海外営業収益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21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 海外営業収益がないため該当事項はありません。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
貨物運送事
業（千円） 

物流セン 
ター管理事
業（千円） 

その他事業 
（千円） 

計（千円） 
消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

営業収益             

(1）外部顧客に対する営業収
益 

 10,421,324  2,216,779  89,718  12,727,822  －  12,727,822

(2）セグメント間の内部営業
収益又は振替高 

 1,128  23,796  40,614  65,539 (65,539)  －

計  10,422,453  2,240,575  130,332  12,793,362 (65,539)  12,727,822

営業利益  322,571  245,774  29,223  597,569 (276,950)  320,618

  
貨物運送事
業（千円） 

物流セン 
ター管理事
業（千円） 

その他事業 
（千円） 

計（千円） 
消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

営業収益             

(1）外部顧客に対する営業収
益 

 9,541,343  2,121,766  44,375  11,707,485  －  11,707,485

(2）セグメント間の内部営業
収益又は振替高 

 1,957  45,749  168,726  216,433 (216,433)  －

計  9,543,300  2,167,515  213,102  11,923,918 (216,433)  11,707,485

営業利益  503,619  193,860  21,757  719,238 (346,887)  372,350

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕



 該当事項はありません。 

（連結子会社の吸収合併について） 

 当社は平成21年８月７日開催の取締役会において、当社の100％子会社である星運輸株式会社を吸収合併する

ことを決議いたしました。 

１．合併の目的 

 星運輸株式会社は主に神奈川地区での食品、飲料輸送に特化して運営してまいりましたが、当グループを取

り巻く経営環境の変化に対応し、グループ経営資源の効率化を図るため、吸収合併することといたしました。

２．合併の要旨 

(1）合併の日程 

合併決議取締役会     平成21年８月７日 

合併契約締結       平成21年８月７日 

実施予定日（効力発生日） 平成21年10月１日 

 なお、本合併は当社においては会社法第796条第３項に定める簡易合併、星運輸株式会社においては会

社法第784条第１項に定める略式合併であるため、規定によりいずれも株主総会の承認を得ることなく行

います。 

(2）合併の方式 

 当社を存続会社とする吸収合併方式で、星運輸株式会社は解散いたします。 

(3）合併に係る割当ての内容 

 当社の100％子会社との合併であるため、本合併による新株式の発行、資本金の増加及び合併交付金の支

払いはありません。 

(4）星運輸株式会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

 該当事項はありません。 

３．星運輸株式会社の概要 

(1）主な事業内容 

貨物運送事業 

(2）直近の財務状態等（平成21年３月期） 

資本金    40,000千円 

純資産    58,444千円 

総資産   153,329千円 

営業収益  501,503千円 

当期純利益  1,825千円 

４．実施する会計処理の概要 

 本合併は、「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月31日公表分）及び「企業結合会計

基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第10号 平成

19年11月15日公表分）に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行う予定であります。 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象



(1）訴訟 

①訴訟の内容 

 平成18年２月５日、当社従業員が東名高速道路上をトラックで走行中、故障で停車していた乗用車に追突し、

障害を負わせた交通事故に関し、平成20年７月９日、被害者とその両親が原告となり、当社及び当該従業員に対

し、以下②に記載の額の支払いを求める訴訟が起こされたものであります。 

 平成21年６月末現在、公判は８回開催され、事故に至る経緯や原因等を巡り、確認作業が行われている段階で

あります。 

②原告による請求金額 

ア．金142,384千円及びこれに対する平成18年２月６日以降完済に至るまで年５分の割合による金員の支払い。 

イ－ａ．平成20年７月１日以降平成21年３月31日までの期間、１日当たり24,000円として当月の日数を乗じて算

出される月額の支払い。 

ｂ．平成21年以降毎年４月１日から翌年３月31日までの期間、次の算式で算出される基礎日額に当月の日数

を乗じて算出される月額の支払い。 

（計算式） 

基礎日額＝24,000円×当該年の前年の消費者物価指数／平成19年の消費者物価指数 

ウ．平成36年１月１日以降事故の直接被害者である原告が死亡する日まで、前掲イ項の所定の金員に付加して、

前掲イ項の所定の基礎日額の２分の１の金額に当月の日数を乗じて算出される月額の支払い。 

エ．被害者の両親それぞれに対し、金3,300千円とこれに対する平成18年２月６日以降完済に至るまで年５分の

割合による金員の支払い。 

③当社の意見 

 当社としては、原告からの請求に対して、請求金額や支払方法等について法廷の場で適切に対応していく所存

であります。 

 なお、訴訟の推移によっては当社の業績に影響を及ぼす可能性がありますが、現時点ではその影響額は不明で

あります。 

６．その他の情報
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