
平成22年3月期 第3四半期決算短信 

平成22年2月5日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 RHインシグノ株式会社 上場取引所 札 
コード番号 8514 URL http://www.rhinsigno.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長CEO （氏名） 飯島 紳
問合せ先責任者 （役職名） 取締役コーポレート代表 （氏名） 高谷 則章 TEL 011-622-1515
四半期報告書提出予定日 平成22年2月12日
配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31日） 

※平成22年３月期第２四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、平成21年３月期第３四半期実績及び対前年同四半期増減率は記載し
ておりません。 
※期中平均株式数（連結）22年３月期第３四半期 9,166,220株  21年３月期第３四半期 -株 

(2) 連結財政状態 

※平成22年３月期第２四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、平成21年３月期は記載しておりません。  

(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3四半期 516 ― △24 ― △53 ― △0 ―
21年3月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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3四半期 △0.01 ―
21年3月期第3四半期 ― ―

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3四半期 5,558 2,159 38.8 235.56
21年3月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  2,159百万円 21年3月期  ―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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ― 0.00 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 0.00

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  無  
※平成22年３月期第２四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、対前期増減率は記載しておりません。 

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 781 ― 46 ― 37 ― 91 ― 9.93
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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  

（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。 

(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） 

※平成22年３月期第２四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、平成21年３月期は記載しておりません。 

※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及び合理的であると判断する一定の前提に基づいてお
り、実際の実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。 
※平成22年３月期第２四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、平成21年３月期第３四半期実績及び対前年同四半期増減率等は記載
しておりません。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
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3四半期 9,714,000株 21年3月期  ―株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  547,780株 21年3月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 9,166,220株 21年3月期第3四半期 ―株
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当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、一部に景気回復の兆しが見られるものの、企業収益

の低迷や設備投資の減少、さらに雇用情勢の悪化など景気減速リスクの懸念は払拭されておらず、引き続

き厳しい状況となりました。 

このような経営環境のもと、当第３四半期連結累計期間における売上高は516百万円、営業損失24百万

円、持分法による投資損失45百万円を計上したことにより経常損失53百万円、役員退職慰労引当金56百万

円を全額取り崩し特別利益に計上したことにより、四半期純損失は０百万円となりました。 

なお、当第２四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しておりますので、前第３四半期連結

会計期間の連結業績については記載しておりません。 

  

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。 

（投融資事業） 

企業金融事業における営業貸付金残高は、事業者及び不動産事業者向け貸付に係る与信厳格化に伴い、

期中514百万円減少し586百万円となりました。 

また事業の再構築により、完全撤退を指向している消費者金融事業における営業貸付金残高は、期中

971百万円減少し1,332百万円となりました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は399百万円、営業損失は31百万円となりました。 

（不動産賃貸事業） 

当社グループは、平成21年８月５日に当社の親会社等に該当するレッドホース株式会社よりインシグノ

パートナーズ株式会社（旧レッドホースアセットマネジメント株式会社）の株式を100％取得し、子会社

化いたしました。 

これに伴い不動産サブリース事業売上（７月～12月）92百万円を連結計上いたしております。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は116百万円、営業利益は6百万円となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末の資産合計は5,558百万円、負債合計は3,398百万円、純資産合計は2,159

百万円となりました。 

なお、当第２四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しておりますので、前事業年度の連結

業績については記載しておりません。 

  

・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

2. 連結財政状態に関する定性的情報

（1）資産、負債、純資産の状況に関する分析
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当第３四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、1,315百万円減

少し134百万円となりました。 

当第３四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） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、569百万円の収入となりました。これは主に営業貸付金の回収

が1,486百万円純増したことなど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） 

投資活動によるキャッシュ・フローは1,155百万円の支出となりました。これは主に投資有価証券の取

得による支出が749百万円、定期預金等の預入による支出が892百万円、有形固定資産の取得による支出が

278百万円など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） 

財務活動によるキャッシュ・フローは730百万円の支出となりました。これは長期借入金を653百万円、

短期借入金を76百万円圧縮したことなどによるものであります。 

  

平成22年3月期の通期連結業績予想につきましては、平成21年8月5日公表の連結業績予想に変更はあり

ません。 

  

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 

固定資産の年度中の取得、売却又は除去等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期間按

分する方法によっております。 

なお、定率法を採用している資産については、事業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。 

  

該当事項はありません。 

  

（2）キャッシュ・フローの状況

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
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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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 576,615

営業貸付金 2,083,649

営業投資有価証券 542,748

その他 136,281

貸倒引当金 △214,816

流動資産合計 3,124,478

固定資産  

有形固定資産  

土地 570,331

その他 230,207

有形固定資産合計 800,539

無形固定資産  

のれん 109,243

その他 3,589

無形固定資産合計 112,832

投資その他の資産  

投資有価証券 893,561

関係会社株式 456,568

破産更生債権等 16,120

その他 186,129

貸倒引当金 △32,225

投資その他の資産合計 1,520,155

固定資産合計 2,433,526

資産合計 5,558,004

負債の部  

流動負債  

短期借入金 138,229

1年内返済予定の長期借入金 400,268

未払法人税等 2,665

その他 32,615

流動負債合計 573,778

固定負債  

長期借入金 140,390

利息返還損失引当金 2,414,018

退職給付引当金 23,818

その他 246,735

固定負債合計 2,824,962

負債合計 3,398,740
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

純資産の部  

株主資本  

資本金 1,867,860

資本剰余金 1,408,930

利益剰余金 △937,491

自己株式 △199,910

株主資本合計 2,139,388

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 19,435

繰延ヘッジ損益 74

為替換算調整勘定 366

評価・換算差額等合計 19,876

純資産合計 2,159,264

負債純資産合計 5,558,004
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 516,776

売上原価 110,775

売上総利益 406,000

販売費及び一般管理費 430,991

営業損失（△） △24,991

営業外収益  

有価証券利息 20,083

受取配当金 1,955

その他 3,438

営業外収益合計 25,477

営業外費用  

投資事業組合運用損 7,775

持分法による投資損失 45,495

その他 871

営業外費用合計 54,141

経常損失（△） △53,655

特別利益  

役員退職慰労引当金戻入額 56,219

特別利益合計 56,219

特別損失  

固定資産除却損 260

持分変動損失 1,558

特別損失合計 1,818

税金等調整前四半期純利益 744

法人税、住民税及び事業税 857

四半期純損失（△） △113
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 160,970

売上原価 49,670

売上総利益 111,299

販売費及び一般管理費 137,804

営業損失（△） △26,504

営業外収益  

有価証券利息 11,950

持分法による投資利益 24,325

その他 222

営業外収益合計 36,498

営業外費用  

投資事業組合運用損 992

その他 5

営業外費用合計 997

経常利益 8,995

特別損失  

持分変動損失 1,558

特別損失合計 1,558

税金等調整前四半期純利益 7,437

法人税、住民税及び事業税 310

四半期純利益 7,127
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 744

減価償却費 20,414

のれん償却額 5,749

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,055,676

受取利息及び受取配当金 △4,840

支払利息 16,513

営業貸付金の増減額（△は増加） 1,486,797

営業投資有価証券の増減額（△は増加） △426,565

持分法による投資損益（△は益） 45,495

利息返還損失引当金の増減額（△は減少） △487,814

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △56,219

破産更生債権等の増減額（△は増加） 955,282

持分変動損益（△は益） 1,558

その他 77,915

小計 579,355

利息及び配当金の受取額 9,563

利息の支払額 △24,515

法人税等の支払額 △2,334

法人税等の還付額 7,762

営業活動によるキャッシュ・フロー 569,831

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △278,147

投資有価証券の取得による支出 △749,872

定期預金の預入による支出 △892,000

定期預金の払戻による収入 862,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△136,583

その他 39,428

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,155,175

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の返済による支出 △76,747

長期借入金の返済による支出 △653,430

配当金の支払額 △57

財務活動によるキャッシュ・フロー △730,234

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,315,578

現金及び現金同等物の期首残高 1,450,194

現金及び現金同等物の四半期末残高 134,615
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当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日) 

当社は当第２四半期より四半期連結財務諸表を作成しております。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は以下のとおりです。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 追加情報

項目
当第３四半期連結累計期間 

(自  平成21年４月１日  至  平成21年12月31日)

１  連結の範囲に関する事項 （１）連結の範囲

当第２四半期連結会計期間より、全株式取得のためインシグノパ

ートナーズ社及び、新たに設立した北海道元気計画社を連結の範

囲に含めております。

（２）連結子会社の数

２社

２  持分法の適用に関する事項 （１）非連結子会社

該当事項はありません。

（２）関連会社

当第２四半期連結会計期間より、新たに出資したＲＨトラベラー

社を持分法の適用の範囲に含めております。

また、連結四半期純損益及び連結利益剰余金等に及ぼす影響が軽

微であり、かつ全体としても重要性が低いカーフートライテック

社（旧社名：トライテックシステム）を持分法の適用範囲から除

外しております。

３  連結子会社の事業年度等に関する事

項

連結子会社の四半期決算日は、四半期連結決算日と一致しておりま

す。

４  会計処理基準に関する事項

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

関連会社株式

移動平均法による原価法

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）

時価のないもの

移動平均法のよる原価法又は償却原価法

但し、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（金

融商品取引法第２条第２項により有価証券とみなされるもの）に

ついては、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

（２）デリバティブの評価基準及び評価

方法

時価法
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（３）固定資産の減価償却の方法 ・有形固定資産

建物（建物付属設備を除く）

①平成10年３月31日以前に取得したもの

旧定率法によっております。

②平成10年４月１日から平成19年３月31日までに取得したもの

旧定額法によっております。

③平成19年４月１日以降に取得したもの

定額法によっております。

建物以外

①平成19年３月31日以前に取得したもの

旧定率法によっております。

②平成19年４月１日以降に取得したもの

定率法によっております。

又、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 6～50年

器具備品    4～20年

また、平成19年３月31日以前に取得したものについては、償却可

能限度額まで償却が終了した翌年から５年間で均等償却する方法

によっております。

・無形固定資産

定額法によっております。

なお、ソフトウェア(自社利用)については、社内における利用可能

期間(５年)に基づく定額法によっております。

・長期前払費用

均等償却しております。

（４）引当金の計上基準 ①貸倒引当金

債権の貸倒れ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。

②利息返還損失引当金

利息制限法超過利息の返還による損失に備えるため、過去の返還実

績に基づく返還見込額を計上しております。

③退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当第３四半期連結会計期間末の退

職給付債務（簡便法による期末自己都合要支給額）を計上しており

ます。

（５）収益の計上基準 営業貸付金利息

営業貸付金利息は、発生基準により計上しております。 

なお、営業貸付金に係る未収利息については、利息制限法利率又は

当社約定利率のいずれか低い方により計上しております。
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（６）ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。尚、特例処理の要件を満たす金

利キャップにつきましては特例処理を採用しております。

②ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段……金利キャップ

ヘッジ対象……借入金の利息

③ヘッジ方針

借入金の金利上昇による支払利息増加のリスクを回避する目的で金

利キャップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行

っております。

④ヘッジの有効性評価の方法

特例処理によっている金利キャップにつきましては有効性の評価を

省略しております。

（７）キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金の範囲

手許現金、要求払預金及び取得日から３ヵ月以内に満期日または償還

日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資からなっておりま

す。

（８）その他財務諸表作成のための重要

な事項

消費税等の会計処理

税込方式によっております。
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【事業の種類別セグメント情報】 

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

 
（注）１  事業区分の方法 

事業の区分は、事業の性質及び内部管理上採用している区分によっております。 

２  各事業区分の主な内容 

 
  

【所在地別のセグメント情報】 

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

在外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。 

  

【海外売上高】 

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21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。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

該当事項はありません。 

  

(6) セグメント情報

投融資事業 不動産賃貸事業 計 消去又は全社 連結

（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 399,923 116,852 516,776 ─ 516,776

（２） セグメント間の内部売上高又

は振替高
─ ─ ─ ─ ─

計 399,923 116,852 516,776 ─ 516,776

営業利益又は 

営業損失（△）
△31,667 6,675 △24,991 ─ △24,991

事業区分 主な事業の内容

投融資事業 投資事業、企業金融、消費者金融等

不動産賃貸事業 不動産賃貸、商業施設のサブリース等

(7) 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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【四半期財務諸表】 

①四半期個別財務諸表は法定開示におけるレビューの対象ではありません。 

②「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63号）に従い四半期

財務諸表を作成しております。 

  

(1)【四半期貸借対照表】 

  

「参考」

（単位：千円）

当第3四半期会計期間末
(平成21年12月31日)

資産の部
 流動資産

  現金及び預金 569,220

  営業貸付金 1,918,649

  営業投資有価証券 542,748

  その他 131,534

  貸倒引当金 △ 199,911

  流動資産合計 2,962,241

 固定資産

  有形固定資産

   土地 570,331
   その他 230,207

   有形固定資産合計 800,539

  無形固定資産 2,788
  投資その他の資産

   投資有価証券 893,561

   関係会社株式 659,872

   破産更生債権等 16,120

   その他 26,163

   貸倒引当金 △ 32,225

   投資その他の資産合計 1,563,491

  固定資産合計 2,366,819

 資産合計 5,329,060

負債の部
 流動負債

  1年内返済予定の長期借入金 400,268

  未払法人税等 2,448
  その他 17,949

  流動負債合計 420,665

 固定負債
  長期借入金 140,390

  利息返還損失引当金 2,414,018

  退職給付引当金 23,818
  その他 125,918

  固定負債合計 2,704,144

 負債合計 3,124,810

純資産の部
 株主資本

  資本金 1,867,860

  資本剰余金 1,408,930

  利益剰余金 △ 888,755
  自己株式 △199,910

  株主資本合計 2,188,124

 評価・換算差額等
  その他有価証券評価差額金 16,126

  評価・換算差額等合計 16,126

 純資産合計 2,204,250
負債純資産合計 5,329,060
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(2)【四半期損益計算書】 

【第3四半期累計期間】 

  
（単位：千円）

当第3四半期累計期間
(自 平成21年4月１日 

 至 平成21年12月31日)

営業収益
 営業貸付金利息 356,887

 売上高 1,415

 その他の金融収益 1,385
 その他の営業収益 63,323

 営業収益合計 423,012

営業費用
 金融費用 25,279

 営業有価証券売上原価 3,434

 売上原価 907
 その他の営業費用 416,618

 営業費用合計 446,239

営業損失（△） △ 23,227

営業外収益
 有価証券利息 20,083

 受取配当金 1,955

 その他 3,224

 営業外収益合計 25,263

営業外費用

 投資事業組合運用損 7,775
 その他 871

 営業外費用合計 8,646

経常損失（△） △ 6,609

特別利益
 役員退職慰労引当金戻入額 56,219

 特別利益合計 56,219

特別損失
  固定資産除却損 260

 特別損失合計 260

税引前四半期純利益 49,348

法人税、住民税及び事業税 712
四半期純利益 48,636
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【第3四半期会計期間】 

  
（単位：千円）

当第3四半期会計期間
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日)

営業収益
 営業貸付金利息 84,803

 売上高 39

 その他の金融収益 311
 その他の営業収益 28,936

 営業収益合計 114,090

営業費用
 金融費用 6,950

 営業投資有価証券売上原価 3,434

 売上原価 -
 その他の営業費用 127,495

 営業費用合計 137,880

営業損失（△） △ 23,789

営業外収益
 有価証券利息 11,950
 その他 64

 営業外収益合計 12,014

営業外費用
 投資事業組合運用損 992

 その他 5

 営業外費用合計 997

経常損失（△） △ 12,772

特別利益

 特別利益合計 -

特別損失
 固定資産除却損 -

 特別損失合計 -

税引前四半期純損失（△） △ 12,772

法人税、住民税及び事業税 237
四半期純損失（△） △ 13,009
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

  
（単位：千円）

当第3四半期累計期間
(自 平成21年4月１日 

 至 平成21年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー
 税引前四半期純利益 49,348

 減価償却費 20,414

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △ 1,055,676

 受取利息及び受取配当金 △ 3,341

 支払利息 16,513

 営業貸付金の増減額（△は増加） 1,486,797

 営業投資有価証券の増減額（△は増加） △ 426,565

 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） △ 487,814

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △56,219

 破産更生債権等の増減額（△は増加） 955,282
 その他 83,421

 小計 582,161

 利息及び配当金の受取額 3,560
 利息の支払額 △ 16,295

 法人税等の支払額 △ 2,189

 法人税等の還付額 7,893

 営業活動によるキャッシュ・フロー 575,130

投資活動によるキャッシュ・フロー

  有形固定資産の取得による支出 △ 278,147

 投資有価証券の取得による支出 △ 909,872

 定期預金の預入による支出 △ 892,000

 定期預金の払戻による収入 862,000
 その他 △ 26,597

 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,244,616

財務活動によるキャッシュ・フロー
 短期借入金の返済による支出 -

 長期借入金の返済による支出 △ 653,430
 配当金の支払額 △ 57

 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 653,487

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 1,322,973

現金及び現金同等物の期首残高 1,450,194
現金及び現金同等物の四半期末残高 127,220
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該当事項はありません。 

  

6. その他の情報
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