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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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 ％

22年3月期第2四半期 114,022 △1.9 6,135 △20.1 6,836 △19.3 3,836 △14.9

21年3月期第2四半期 116,174 ― 7,681 ― 8,469 ― 4,508 ―

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2四半期 34.56 ―

21年3月期第2四半期 40.61 ―

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2四半期 184,746 136,405 73.5 1,224.14
21年3月期 185,635 133,623 71.7 1,199.04

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  135,875百万円 21年3月期  133,089百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 12.50 ― 12.50 25.00

22年3月期 ― 12.50

22年3月期 
（予想）

― 12.50 25.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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

通期 231,800 △1.7 13,400 △14.6 14,450 △14.4 8,000 △9.0 72.07
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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）  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  

(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） 

(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 

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、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいてお 
り、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定および業績予想のご利用に当たっての注意事項等につ
いて、および業績予想の具体的内容は、5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下さい。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 115,000,000株 21年3月期  115,000,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  4,003,265株 21年3月期  4,003,162株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 110,996,752株 21年3月期第2四半期 110,996,846株
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 平成22年３月期の個別業績予想（平成21年４月１日～平成22年３月31日） 

（％表示は対前期増減率）

（注）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 有 

（参考）個別業績予想

  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 

通期    209,700  △3.3 7,200  △24.2 11,600  △15.8  7,500  △6.3 67 57
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 当第２四半期（平成21年４月１日～９月30日、以下同様）におけるわが国経済は、輸出企業を中心とした業績の回

復や、政府の景気対策による個人消費の下げ止まりはあったものの、依然として低い水準で推移しており、厳しい状

況が続きました。 

 ビジネスフォーム業界におきましても、景気低迷に伴い企業の事務経費削減の動きが顕在化し、需要量の減少や価

格競争の激化が進む一方で、用紙価格は高止まりし、経営環境は厳しさを増しました。 

 このような状況のなか、当社グループは、顧客志向の姿勢を徹底し、グループ総合力を活かした企画提案型の販売

活動と新規市場の開拓を推進するとともに、物流改革をはじめとした事業活動全般にわたる効率化・合理化に取り組

みました。 

  以上の結果、前年同四半期（平成20年４月１日～９月30日、以下同様）に比べ売上高は ％減の 億円、営業

利益は ％減の 億円、経常利益は ％減の 億円、四半期純利益は ％減の 億円となりました。 

  

 セグメント別の状況は下記のとおりです。 

  

 ビジネスフォームでは、企業の事業再編による帳票改訂の取り込みや周辺印刷物の拡販を積極的に推進しました

が、ＩＴ化による帳票の低付加価値化や経費節減による需要量の減少により前年を下回りました。 

 ＤＰＳでは、政府の景気対策関連需要などに対応し、通知業務の周辺領域に受託範囲を広げましたが、景気後退に

よる通知物の低価格化や価格競争の激化、販促系通知物の減少により微減となりました。 

 サプライ品は、環境に配慮した消耗品を積極的に拡販しましたが、企業の経費節減と価格競争激化により前年割れ

となりました。 

 事務機器関連等につきましては、設備投資抑制の影響をうけ前年を下回りました。 

  

 当第２四半期末の財政状態は、前連結会計年度末に比べ資産合計は８億円減の 億円、負債合計は36億円減の

億円、純資産合計は27億円増の 億円となりました。この結果、自己資本比率は ％となりました。 

 当第２四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 億円増加

し、 億円となりました。 

  

営業活動によるキャッシュ・フロー  

 当第２四半期において営業活動の結果得られた資金は、前年同四半期に比べ 億円増加し 億円となりまし

た。これは主に収入では税金等調整前四半期純利益 億円、減価償却費 億円、売上債権の減少額 億円、支出

においては仕入債務の減少 億円、法人税等の支払額 億円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 

 当第２四半期において投資活動の結果支出した資金は、前年同四半期に比べて 億円減少し 億円となりまし

た。これは主に有形固定資産の取得による支出 億円、投資有価証券の取得による支出８億円によるものであり

ます。 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

 当第２四半期において財務活動の結果支出した資金は、前年同四半期に比べて５億円増加し 億円となりまし

た。これは主に配当金の支払額 億円によるものであります。  

  

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

1.9 1,140

20.1 61 19.3 68 14.9 38

印 刷 事 業 売 上 高 億円 896 （対前年同四半期 ％減）  1.5

商 品 事 業 売 上 高 億円 243 （対前年同四半期 ％減）  3.0

 区分 

前年同四半期 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期
(自 平成21年４月１日
 至 平成21年９月30日)

増減 
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
 至 平成21年３月31日)

金額
（百万円） 

構成比 
（％） 

金額
（百万円）

構成比
（％） 

金額
（百万円）

伸率 
（％） 

金額 
（百万円） 

構成比
（％） 

印刷事業  91,015  78.3  89,628  78.6  △1,387  △1.5  183,519  77.8

（内ＤＰＳ） (38,663) (33.3) (37,732) (33.1) (△930) (△2.4) (77,559) (32.9)

商品事業  25,158  21.7  24,394  21.4  △764  △3.0  52,375  22.2

計  116,174  100.0  114,022  100.0  △2,151  △1.9  235,895  100.0

２．連結財政状態に関する定性的情報

1,847

483 1,364 73.5

24

343

48 85

67 41 30

18 39

19 41

39

19

13
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 今後の見通しにつきましては、わが国経済は輸出企業を中心に底打ち感はあるものの、内需の回復に力強さはな

く、先行きに予断を許さない状況が続くものと予想されます。一方、当社グループの市場環境は、企業の経費節減に

よる印刷需要の減少や設備投資の抑制、価格競争の激化など、厳しい状況が続くものと見込まれます。 

 このようななか、当社グループは、市場の変化に対応したソリューション提案力の強化と新分野の開拓、ならび

に、コスト構造の改革を推進し、企業体質の強化と業績の向上につとめてまいりますが、市場環境が回復するまでに

はまだ時間を要すると考えられます。 

 以上のような状況から、前回公表数字より通期の予想売上高を102億円、予想利益は営業利益を26億円、経常利益

を25.5億円、当期純利益を16億円、それぞれ引き下げております。 

 なお、平成21年４月24日の決算短信で発表しました通期の連結業績予想との差異は以下の通りです。  

 [通期連結業績予想] 

  

（参考） 

 個別業績予想につきましては、上記理由に加え、第３四半期より人材関連の売上の一部が子会社であるトッパン・

フォームズ・オペレーション㈱の直接契約となったため、通期の予想売上高を115億円、予想利益は営業利益23億

円、経常利益22億円および当期純利益14億円を引き下げております。 

 なお、平成21年４月24日の決算短信で発表しました通期の個別業績予想との差異は以下の通りです。 

 [通期個別業績予想] 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

  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 

前回発表予想（Ａ）  242,000  16,000 17,000  9,600 86 49

今回修正予想（Ｂ）  231,800 13,400 14,450  8,000 72 7

増減額（Ｂ－Ａ）  △10,200 △2,600 △2,550  △1,600 ― ―

増減率（％）  △4.2 △16.3 △15.0  △16.7 ― ―

前期実績  235,895 15,687 16,887  8,791 79 20

  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 

前回発表予想（Ａ）  221,200  9,500 13,800  8,900 80 18

今回修正予想（Ｂ）  209,700 7,200 11,600  7,500 67 57

増減額（Ｂ－Ａ）  △11,500 △2,300 △2,200  △1,400 ― ―

増減率（％）  △5.2 △24.2 △15.9  △15.7 ― ―

前期実績  216,840 9,499 13,779  8,002 72 10
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 該当事項はありません。 

  

  

 固定資産の減価償却費の算定方法において、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。  

  

  

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に

関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）および「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 平成19年12月27日）を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半

期連結会計期間に着手した工事契約から、当第２四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実

性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事につ

いては工事完成基準を適用しております。 

 これによる、損益に与える影響額は軽微であります。  

  

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

（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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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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 32,171 29,697

受取手形及び売掛金 40,903 43,797

有価証券 2,427 2,426

商品及び製品 9,049 10,074

仕掛品 1,141 1,102

原材料及び貯蔵品 2,336 2,379

繰延税金資産 2,184 2,221

その他 3,722 2,970

貸倒引当金 △155 △200

流動資産合計 93,781 94,469

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 48,107 48,999

減価償却累計額 △23,584 △23,774

建物及び構築物（純額） 24,522 25,224

機械装置及び運搬具 72,111 71,521

減価償却累計額 △55,555 △54,467

機械装置及び運搬具（純額） 16,556 17,054

工具、器具及び備品 11,427 11,891

減価償却累計額 △9,572 △9,810

工具、器具及び備品（純額） 1,854 2,081

土地 21,641 21,639

リース資産 322 23

減価償却累計額 △154 △4

リース資産（純額） 167 18

建設仮勘定 1,199 987

有形固定資産合計 65,940 67,005

無形固定資産   

その他 2,555 2,646

無形固定資産合計 2,555 2,646

投資その他の資産   

投資有価証券 13,166 12,000

繰延税金資産 2,469 2,515

その他 6,967 7,135

貸倒引当金 △134 △137

投資その他の資産合計 22,469 21,513

固定資産合計 90,964 91,166

資産合計 184,746 185,635
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 26,229 28,007

短期借入金 371 455

1年内返済予定の長期借入金 693 825

設備関係支払手形 1,153 1,798

未払法人税等 2,425 3,415

賞与引当金 4,225 4,087

役員賞与引当金 34 87

工事損失引当金 18 －

その他 9,192 9,106

流動負債合計 44,344 47,785

固定負債   

社債 200 200

長期借入金 655 978

退職給付引当金 2,599 2,354

役員退職慰労引当金 301 395

繰延税金負債 135 157

その他 103 141

固定負債合計 3,996 4,226

負債合計 48,340 52,012

純資産の部   

株主資本   

資本金 11,750 11,750

資本剰余金 9,270 9,270

利益剰余金 120,238 117,789

自己株式 △4,916 △4,916

株主資本合計 136,342 133,893

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 43 △154

為替換算調整勘定 △510 △649

評価・換算差額等合計 △467 △804

新株予約権 57 81

少数株主持分 472 453

純資産合計 136,405 133,623

負債純資産合計 184,746 185,635
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 116,174 114,022

売上原価 89,574 89,738

売上総利益 26,600 24,284

販売費及び一般管理費 18,918 18,148

営業利益 7,681 6,135

営業外収益   

受取利息 92 46

受取配当金 248 115

保険返戻金 － 151

負ののれん償却額 18 －

持分法による投資利益 24 21

受取技術料 212 201

その他 222 209

営業外収益合計 818 746

営業外費用   

支払利息 14 24

保険解約損 － 14

その他 15 6

営業外費用合計 30 45

経常利益 8,469 6,836

特別利益   

固定資産売却益 0 317

その他 0 23

特別利益合計 1 340

特別損失   

固定資産除却損 － 178

投資有価証券評価損 256 101

たな卸資産評価損 102 －

事業整理損 － 162

その他 110 4

特別損失合計 468 446

税金等調整前四半期純利益 8,002 6,730

法人税、住民税及び事業税 3,650 2,950

法人税等調整額 △153 △80

法人税等合計 3,496 2,870

少数株主利益又は少数株主損失（△） △2 24

四半期純利益 4,508 3,836
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 58,059 56,338

売上原価 45,112 45,271

売上総利益 12,946 11,067

販売費及び一般管理費 9,277 9,053

営業利益 3,669 2,013

営業外収益   

受取利息 41 22

受取配当金 44 34

保険返戻金 － 151

持分法による投資利益 14 0

受取技術料 74 65

その他 194 54

営業外収益合計 369 328

営業外費用   

支払利息 7 10

保険解約損 － 14

その他 4 △7

営業外費用合計 12 17

経常利益 4,026 2,324

特別利益   

固定資産売却益 0 0

その他 0 9

特別利益合計 0 9

特別損失   

固定資産除却損 － 54

投資有価証券評価損 256 5

事業整理損 － 3

その他 58 1

特別損失合計 314 64

税金等調整前四半期純利益 3,712 2,269

法人税、住民税及び事業税 2,765 2,023

法人税等調整額 △1,141 △996

法人税等合計 1,623 1,026

少数株主利益又は少数株主損失（△） △3 8

四半期純利益 2,091 1,234
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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）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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 8,002 6,730

減価償却費 3,853 4,187

固定資産除却損 － 178

固定資産売却損益（△は益） － △317

負ののれん償却額 △18 －

投資有価証券評価損益（△は益） 256 101

貸倒引当金の増減額（△は減少） 39 △54

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △23 △53

賞与引当金の増減額（△は減少） 245 133

受取利息及び受取配当金 △340 △162

支払利息 14 24

保険返戻金 － △151

持分法による投資損益（△は益） △24 △21

退職給付引当金の増減額（△は減少） △98 245

売上債権の増減額（△は増加） 1,767 3,015

たな卸資産の増減額（△は増加） △125 1,084

仕入債務の増減額（△は減少） △7,353 △1,878

未払消費税等の増減額（△は減少） 308 △276

その他 △82 △411

小計 6,421 12,373

利息及び配当金の受取額 357 192

利息の支払額 △15 △24

法人税等の支払額 △3,040 △3,945

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,723 8,595

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 △80 △150

定期預金の払戻による収入 65 141

有価証券の売却による収入 16 －

有形固定資産の取得による支出 △5,233 △3,948

有形固定資産の売却による収入 2 438

投資有価証券の取得による支出 △1,268 △845

投資有価証券の売却及び償還による収入 290 12

貸付金の回収による収入 3 2

その他の支出 △467 △405

その他の収入 575 596

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,097 △4,157

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） △59 △100

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △30 △34

長期借入金の返済による支出 － △455

自己株式の取得による支出 － △0

配当金の支払額 △1,387 △1,387

少数株主への配当金の支払額 △2 △4

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,478 △1,981

現金及び現金同等物に係る換算差額 △30 18

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,883 2,475

現金及び現金同等物の期首残高 29,928 31,888

現金及び現金同等物の四半期末残高 26,044 34,363
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 該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

  
当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

（注) １ 事業区分は製品の種類別区分によっております。 

２ 各事業の主な製品 

(1) 印刷事業………加工の製造設備をもって生産される各種製品 

(2) 商品事業………商品販売業、機器販売業、用役サービス他 

３ 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 百万円であります。その主なも

のは、当社の本社総務部門、経理部門および情報システム部門等に係る費用であります。 

４．会計処理の方法の変更 

前第２四半期連結累計期間 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 「定性的情報・財務諸表等」４．（３） ２．に記載のとおり、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産

の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）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べて、当第２四半期連結累計期間の印刷事業の営業利益は 百万円減少し

ており、商品事業の営業利益は 百万円減少しております。 

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い） 

 「定性的情報・財務諸表等」４．（３） ３．に記載のとおり、第１四半期連結会計期間より「連結財務

諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第18号 平成18年５月17

日）を適用しております。この変更に伴う営業利益への影響はありません。  

当第２四半期連結累計期間 

（工事契約に関する会計基準） 

 「定性的情報・財務諸表等」４.（３）に記載のとおり、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、

「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）および「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 平成19年12月27日）を第１四半期連結会計期間より適

用し、第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第２四半期連結会計期間末までの進捗部分に

ついて成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）

を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。 

 これによる、各セグメントに与える影響額は軽微であります。 

  

（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〕

  
印刷事業
（百万円） 

商品事業
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  91,015  25,158  116,174  ―  116,174

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 245  737  982 ( )982  ―

計  91,261  25,895  117,157 ( )982  116,174

営業利益  7,370  944  8,315 ( )633  7,681

  
印刷事業
（百万円） 

商品事業
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  89,628  24,394  114,022  ―  114,022

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 270  754  1,024 (1,024)  ―

計  89,899  25,148  115,047 (1,024)  114,022

営業利益  5,634  1,156  6,790 (655)  6,135

655

18

52
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前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。  

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

 海外売上高は連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 海外売上高は連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。   

  

① 配当金支払額  

② 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間

末後となるもの  

  

 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

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資

平成21年６月26日 

定時株主総会 
普通株式  1,387  12.5 平成21年３月31日 平成21年６月29日 利益剰余金 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資

平成21年10月30日 

取締役会 
普通株式  1,387  12.5 平成21年９月30日 平成21年12月10日 利益剰余金 

６．その他の情報
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