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1. 2021年6月期の連結業績（2020年7月1日～2021年6月30日）

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年6月期 2,142 △1.1 215 △2.1 215 △0.0 141 0.8

2020年6月期 2,166 △13.7 220 △34.2 215 △33.9 139 △44.2

（注）包括利益 2021年6月期　　130百万円 （―％） 2020年6月期　　△75百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

2021年6月期 6.97 ― 10.0 6.5 10.0

2020年6月期 6.91 ― 10.3 6.5 10.2

(2) 連結財政状態

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

2021年6月期 3,350 1,452 43.4 71.72

2020年6月期 3,304 1,361 41.2 67.26

（参考） 自己資本 2021年6月期 1,452百万円 2020年6月期 1,361百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況
営業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 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

2021年6月期 204 △26 △150 443

2020年6月期 222 △261 41 416

2. 配当の状況

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

2020年6月期 ― 2.00 ― 2.00 4.00 81 59.2 5.6

2021年6月期 ― ― ― 2.00 2.00 40 28.7 2.9

2022年6月期(予想) ― ― ― 2.00 2.00 36.8

3. 2022年 6月期の連結業績予想（2021年 7月 1日～2022年 6月30日）
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

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(累計) 1,000 △6.7 90 △19.7 85 △25.5 50 △24.1 2.47

通期 2,100 △2.0 185 △14.2 180 △16.5 110 △22.0 5.43



※ 注記事項

(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

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 　：　無

② ①以外の会計方針の変更 　：　無

③ 会計上の見積りの変更 　：　無

④ 修正再表示 　：　無

(3) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2021年6月期 20,250,000 株 2020年6月期 20,250,000 株

② 期末自己株式数 2021年6月期 ― 株 2020年6月期 ― 株

③ 期中平均株式数 2021年6月期 20,250,000 株 2020年6月期 20,250,000 株

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です

※ 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、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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条件及び
業績予想のご利用にあたっての注意事項等についての、添付資料４ページ「１.経営成績等の概況（４）今後の見通し」をご覧下さい。
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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

　当連結会計年度におけるわが国経済は、当社の営業活動エリアである一都三県において当初「まん延防止等重点措

置」適用、4月25日東京において「緊急事態宣言」発令となり、5月12日に残り三県も「重点措置」延長となりまし

た。新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として厳しい状況にあります。一方で、ワクチン接種が進む中で

は、諸外国に経済再生など改善も見られるなど、持ち直しの動きが続くことが期待されております。

　このような環境下におきまして、感染抑制に努めながら、対面による営業を自粛し、電話及びメール・ＦＡＸ・郵

便を活用し、情報収集及び提案営業を行いました。

　当社グループにおきまして、仲介関連事業は前年比減少しましたが、サブリース事業は前年比件数微増、粗利益

0.2％減とすることができました。一方で、販売用不動産の売却による収益は減少しました。

　当連結会計年度においては、人材採用及び販売促進費の拡大等、積極的な営業姿勢を続けてまいりました。景気や

企業の出店意欲等に左右されない磐石なストック収入の基盤を創ることが、次期のさらなる業績向上につながると考

えております。

　以上の結果、当連結会計年度の業績は、売上高2,142,816千円（前年同期比1.1％の減少）、営業利益215,646千円

（前年同期比2.1％の減少）、経常利益215,613千円（前年同期比0.0％の減少）、親会社株主に帰属する当期純利益

は141,104千円（前年同期比0.8％の増加）となりました。

（２）当期の財政状態の概況

（資産）

　当連結会計年度末における流動資産は667,894千円となり前連結会計年度末に比べ185,026千円減少いたしまし

た。これは主に販売用不動産が188,232千円減少したことによるものであります。

　固定資産は2,677,837千円となり、前連結会計年度末に比べ230,605千円増加いたしました。これは主に事業用不

動産の購入により建物が91,668千円増加したこと及び土地が193,840千円増加したこと等によるものであります。

　この結果、総資産は3,350,138千円となり、前連結会計年度末に比べ46,025千円増加いたしました。

（負債）

　当連結会計年度末における流動負債は538,637千円となり、前連結会計年度末に比べ19,244千円減少いたしまし

た。これは主に短期借入金が14,478千円増加したこと及びその他流動負債が44,871千円増加したものの、一年内返

済長期借入金が43,047千円減少したこと及び未払法人税等が31,592千円減少したこと等によるものであります。

　固定負債は1,359,146千円となり、前連結会計年度末に比べ25,092千円減少いたしました。これは主にサブリー

ス物件の長期預り保証金が44,063千円増加したこと及び社債が32,800千円増加したものの、長期借入金が102,752

千円減少したこと等によるものであります。

　この結果、負債合計は1,897,784千円となり、前連結会計年度末に比べ44,336千円減少いたしました。

（純資産）

　当連結会計年度末における純資産は1,452,353千円となり、前連結会計年度末に比べ90,362千円増加いたしまし

た。これは主に親会社株主に帰属する当期純利益の計上141,104千円等によるものであります。
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2017年６月期 2018年６月期 2019年６月期 2020年６月期 2021年６月期

自己資本比率（％） 43.8 47.9 45.5 41.2 43.4

時価ベースの自己資本比率

（％）
93.4 165.5 77.1 63.1 64.1

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（年）
1.2 0.6 1.4 3.0 2.9

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍）
30.5 57.0 51.5 52.0 54.3

（３）当期のキャッシュ・フローの概況

　当連結会計年度における連結ベースの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

26,961千円増加し、当連結会計年度末残高は443,050千円となりました。当連結会計年度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。

①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、204,595千円（前年同期比17,644千円の収入減少）となりました。これは主

に、税金等調整前当期純利益が206,627千円によるものであります。

②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、26,924千円（前年同期比234,478千円の支出減少）となりました。これは、主

に投資有価証券の取得及び売却による収支72,951千円（収入）及び預り保証金の受入及び返還による収支99,379千

円（収入）があるものの、有形固定資産の取得による支出125,003千円及び差入保証金の受入及び返還による収支

80,921千円（支出）等によるものであります。

③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、150,709千円（前年同期比192,510千円の支出増加）となりました。これは主に

社債による収支44,583千円（収入）があるものの、借入収支131,320千円（支出）及び配当金の支払40,998千円等

によるものであります。

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

（注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

（注３）キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の「営業活動によるキャッシュ・フロー」を利用し

　　　　ております。

（注４）有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としており

　　　　おります。

（注５）利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の「利息の支払額」を使用しております。
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（４）今後の見通し

　今後のわが国経済は、新型コロナウイルスデルタ型拡大とワクチン接種率の進捗次第ではありますが、緊急事態宣

言発令やまん延防止重点措置延長次第では、減収減益の可能性があります。利益面では、人材採用及び販売促進費の

拡大等の要因が利益を圧迫する見通しです。

　以上の結果、次期の見通しにつきましては、売上高2,100,000千円（前年比2.0％減）、営業利益185,000千円（前

年比14.2％減）、経常利益180,000千円（前年比16.5％減）、親会社に帰属する当期純利益110,000千円（前年比

22.0％減）を見込んでおります。

（５）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　当社は、株主に対する利益還元を経営上の重要課題と認識し、内部留保とのバランスを考慮しつつ、継続的な株主

配当を実施していく方針であります。

　当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本的な方針としております。この剰余金の配当の決定機関は株主総

会であります。

　当期の配当につきましては、1株当たり2.0円を予定しております。

　なお、次期の配当につきましては、1株当たり2.0円を予定しております。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

  当社グループは、企業間の比較可能性を考慮し、日本基準で連結財務諸表を作成しております。

なお、国際会計基準の適用につきましては、国内外の諸情勢を考慮の上、適切に対応していく方針であります。
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年６月30日)

当連結会計年度
(2021年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 416,088 443,050

売掛金 96,467 75,775

販売用不動産 188,232 －

その他 152,131 149,068

流動資産合計 852,920 667,894

固定資産

有形固定資産

建物 942,419 1,034,088

減価償却累計額 △362,896 △427,833

建物（純額） 579,522 606,255

車両運搬具 8,611 14,533

減価償却累計額 △5,183 △7,520

車両運搬具（純額） 3,428 7,012

工具、器具及び備品 255,444 254,475

減価償却累計額 △234,358 △239,363

工具、器具及び備品（純額） 21,085 15,111

土地 214,579 408,420

リース資産 64,819 70,065

減価償却累計額 △27,157 △27,019

リース資産（純額） 37,662 43,045

建設仮勘定 6,420 8,140

有形固定資産合計 862,698 1,087,985

無形固定資産

ソフトウエア 28,739 22,781

その他 2,342 2,342

無形固定資産合計 31,082 25,124

投資その他の資産

投資有価証券 541,042 462,384

長期貸付金 49,934 59,344

繰延税金資産 14,452 13,641

長期前払費用 45,490 44,606

敷金及び保証金 718,733 784,259

保険積立金 56,678 70,072

会員権 52,904 52,904

その他 93,543 86,843

貸倒引当金 △19,328 △9,328

投資その他の資産合計 1,553,451 1,564,728

固定資産合計 2,447,232 2,677,837

繰延資産

社債発行費 3,959 4,406

繰延資産合計 3,959 4,406

資産合計 3,304,112 3,350,138

３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年６月30日)

当連結会計年度
(2021年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 15,855 9,515

短期借入金 135,170 149,649

１年内償還予定の社債 15,200 28,000

１年内返済予定の長期借入金 145,799 102,752

リース債務 10,522 9,868

未払金 56,834 47,072

未払法人税等 47,994 16,402

その他 130,505 175,377

流動負債合計 557,881 538,637

固定負債

社債 104,000 136,800

長期借入金 235,146 132,394

リース債務 30,625 36,567

長期預り保証金 974,114 1,018,177

その他 40,353 35,208

固定負債合計 1,384,238 1,359,146

負債合計 1,942,120 1,897,784

純資産の部

株主資本

資本金 991,100 991,100

資本剰余金 2,250 2,250

利益剰余金 523,365 623,970

株主資本合計 1,516,715 1,617,320

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △154,724 △164,966

その他の包括利益累計額合計 △154,724 △164,966

純資産合計 1,361,991 1,452,353

負債純資産合計 3,304,112 3,350,138
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自　2019年７月１日
　至　2020年６月30日)

当連結会計年度
(自　2020年７月１日

　至　2021年６月30日)

売上高 2,166,441 2,142,816

売上原価 1,520,258 1,514,192

売上総利益 646,183 628,623

販売費及び一般管理費

役員報酬 81,500 91,300

給与手当 57,523 53,376

法定福利費 11,562 9,590

求人費 2,495 2,990

減価償却費 36,351 34,826

地代家賃 17,450 17,459

広告宣伝費 25,196 23,322

交際費 30,875 28,775

通信費 4,493 4,306

旅費及び交通費 9,547 9,307

支払手数料 73,664 74,586

顧問料 6,050 6,450

業務委託費 5,639 4,729

その他 63,459 51,955

販売費及び一般管理費合計 425,809 412,977

営業利益 220,374 215,646

営業外収益

受取利息 15 48

受取配当金 2,485 6,700

未払配当金除斥益 472 589

その他 453 1,390

営業外収益合計 3,426 8,729

営業外費用

支払利息 4,670 3,948

支払手数料 2,893 3,988

社債発行費償却 368 568

その他 210 255

営業外費用合計 8,143 8,761

経常利益 215,657 215,613

特別利益

投資有価証券売却益 20,215 26,153

受取保険金 7,796 －

解約補填金 673 －

特別利益合計 28,685 26,153

特別損失

固定資産売却損 － 5,973

固定資産除却損 17,558 12,115

投資有価証券売却損 3,863 1,650

賃貸借契約解約損 8,966 63

和解金 853 15,336

その他 200 －

特別損失合計 31,442 35,139

（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

（連結損益計算書）
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自　2019年７月１日
　至　2020年６月30日)

当連結会計年度
(自　2020年７月１日

　至　2021年６月30日)

税金等調整前当期純利益 212,900 206,627

法人税、住民税及び事業税 66,761 64,713

法人税等調整額 6,220 810

法人税等合計 72,981 65,523

当期純利益 139,919 141,104

親会社株主に帰属する当期純利益 139,919 141,104
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（単位：千円）

前連結会計年度
(自　2019年７月１日
　至　2020年６月30日)

当連結会計年度
(自　2020年７月１日

　至　2021年６月30日)

当期純利益 139,919 141,104

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △215,118 △10,242

その他の包括利益合計 △215,118 △10,242

包括利益 △75,198 130,862

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 △75,198 130,862

（連結包括利益計算書）
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（単位：千円）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

当期首残高 991,100 2,250 464,446 1,457,796

当期変動額

剰余金の配当 △81,000 △81,000

親会社株主に帰属する当期純利
益

139,919 139,919

株主資本以外の項目の当期変動
額（純額）

当期変動額合計 － － 58,919 58,919

当期末残高 991,100 2,250 523,365 1,516,715

その他の包括利益累計額

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

その他の包括利益
累計額合計

当期首残高 60,394 60,394 1,518,190

当期変動額

剰余金の配当 △81,000

親会社株主に帰属する当期純利
益

139,919

株主資本以外の項目の当期変動
額（純額）

△215,118 △215,118 △215,118

当期変動額合計 △215,118 △215,118 △156,198

当期末残高 △154,724 △154,724 1,361,991

（３）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自　2019年７月１日　至　2020年６月30日）
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（単位：千円）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

当期首残高 991,100 2,250 523,365 1,516,715

当期変動額

剰余金の配当 △40,500 △40,500

親会社株主に帰属する当期純利
益

141,104 141,104

株主資本以外の項目の当期変動
額（純額）

当期変動額合計 － － 100,604 100,604

当期末残高 991,100 2,250 623,970 1,617,320

その他の包括利益累計額

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

その他の包括利益
累計額合計

当期首残高 △154,724 △154,724 1,361,991

当期変動額

剰余金の配当 △40,500

親会社株主に帰属する当期純利
益

141,104

株主資本以外の項目の当期変動
額（純額）

△10,242 △10,242 △10,242

当期変動額合計 △10,242 △10,242 90,362

当期末残高 △164,966 △164,966 1,452,353

当連結会計年度（自　2020年７月１日　至　2021年６月30日）
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自　2019年７月１日

　至　2020年６月30日)

当連結会計年度
(自　2020年７月１日
　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 212,900 206,627

減価償却費 114,188 125,133

受取利息及び受取配当金 △2,500 △6,749

支払利息 4,670 3,948

社債発行費償却 368 568

固定資産売却損益（△は益） － 5,973

固定資産除却損 17,558 12,115

投資有価証券売却損益（△は益） △16,352 △24,503

貸倒引当金の増減額（△は減少） － △10,000

受取保険金 △7,796 －

和解金 － 15,336

売上債権の増減額（△は増加） 26,682 9,392

仕入債務の増減額（△は減少） 5,155 △6,339

長期前受収益の増減額（△は減少） △23,664 △24,800

前受金の増減額（△は減少） △21,809 15,290

前払費用の増減額（△は増加） 4,396 △9,788

その他 △40,605 △17,039

小計 273,191 295,167

利息及び配当金の受取額 2,500 6,749

利息の支払額 △4,273 △3,768

法人税等の支払額 △72,553 △100,604

法人税等の還付額 23,375 18,489

和解金の支払額 － △11,436

営業活動によるキャッシュ・フロー 222,240 204,595

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 △18,000 △11,300

定期預金の払戻による収入 － 18,000

有形固定資産の取得による支出 △237,617 △125,003

有形固定資産の売却による収入 － 6,050

無形固定資産の取得による支出 △6,000 △3,000

投資有価証券の取得による支出 △272,580 △152,363

投資有価証券の売却による収入 230,831 225,314

保険積立金の積立による支出 △15,330 △13,394

保険積立金の解約による収入 21,024 －

貸付けによる支出 △9,720 △25,160

貸付金の回収による収入 2,458 13,693

預り保証金の受入による収入 150,517 205,630

預り保証金の返還による支出 △110,611 △106,250

差入保証金の差入による支出 △32,217 △103,908

差入保証金の回収による収入 35,843 22,987

その他 － 21,780

投資活動によるキャッシュ・フロー △261,403 △26,924

（４）連結キャッシュ・フロー計算書
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自　2019年７月１日

　至　2020年６月30日)

当連結会計年度
(自　2020年７月１日
　至　2021年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少） 100,870 14,478

長期借入れによる収入 151,996 －

長期借入金の返済による支出 △174,359 △145,799

割賦債務の返済による支出 △16,650 －

社債の発行による収入 77,492 62,983

社債の償還による支出 △7,200 △18,400

配当金の支払額 △80,647 △40,998

その他 △9,701 △22,974

財務活動によるキャッシュ・フロー 41,800 △150,709

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,637 26,961

現金及び現金同等物の期首残高 413,451 416,088

現金及び現金同等物の期末残高 416,088 443,050

- 13 -

株式会社エリアクエスト（8912）　2021年6月期　決算短信



（５）連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前連結会計年度（自　2019年７月１日　至　2020年６月30日）及び当連結会計年度（自　2020年７月１日　

至　2021年６月30日）

当社グループは、不動産ソリューション事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

【関連情報】

前連結会計年度（自　2019年７月１日　至　2020年６月30日）

１．製品及びサービスごとの情報

　当社グループは、不動産ソリューション事業の単一セグメントであり、当該事業の外部顧客への売上高

が連結損益計算書の売上の90％超であるため記載を省略しております。

２．地域ごとの情報

(1）売上高

　本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

(2）有形固定資産

　本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

３．主要な顧客ごとの情報

　外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はあ

りません。

当連結会計年度（自　2020年７月１日　至　2021年６月30日）

１．製品及びサービスごとの情報

　当社グループは、不動産ソリューション事業の単一セグメントであり、当該事業の外部顧客への売上高

が連結損益計算書の売上の90％超であるため記載を省略しております。

２．地域ごとの情報

(1）売上高

　本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

(2）有形固定資産

　本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

３．主要な顧客ごとの情報

　外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はあ

りません。

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度（自　2019年７月１日　至　2020年６月30日）

　該当事項はありません。

当連結会計年度（自　2020年７月１日　至　2021年６月30日）

　該当事項はありません。
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【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度（自　2019年７月１日　至　2020年６月30日）

　該当事項はありません。

当連結会計年度（自　2020年７月１日　至　2021年６月30日）

　該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度（自　2019年７月１日　至　2020年６月30日）

　該当事項はありません。

当連結会計年度（自　2020年７月１日　至　2021年６月30日）

　該当事項はありません。
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項目
前連結会計年度

（自　2019年７月１日
至　2020年６月30日）

当連結会計年度
（自　2020年７月１日

至　2021年６月30日）

１株当たり純資産額 67円26銭 71円72銭

１株当たり当期純利益金額 6円91銭 6円97銭

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額
－円－銭 －円－銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当

期利益金額については、潜在株式が

存在しないため記載しておりませ

ん。

なお、潜在株式調整後１株当たり当

期利益金額については、潜在株式が

存在しないため記載しておりませ

ん。

前連結会計年度
（自　2019年７月１日

至　2020年６月30日）

当連結会計年度
（自　2020年７月１日

至　2021年６月30日）

親会社株主に帰属する当期純利益金額

（千円）
139,919 141,104

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純

利益金額（千円）
139,919 141,104

期中平均株式数（千株） 20,250 20,250

（１株当たり情報）

（注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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