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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第65期

第２四半期
連結累計期間

第66期
第２四半期
連結累計期間

第65期

会計期間
自　平成24年４月１日
至　平成24年９月30日

自　平成25年４月１日
至　平成25年９月30日

自　平成24年４月１日
至　平成25年３月31日

売上高 (千円) 1,861,393 1,835,584 3,834,441

経常利益又は経常損失（△） (千円) 16,227 △32,379 31,826

四半期（当期）純利益 (千円) 6,496 317,306 16,918

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 6,279 317,401 17,188

純資産額 (千円) 473,910 801,942 484,789

総資産額 (千円) 2,404,952 2,525,713 2,364,548

１株当たり四半期（当期）

純利益金額
(円) 0.50 24.28 1.29

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益金額
(円) － － －

自己資本比率 (％) 19.7 31.8 20.5

営業活動による

キャッシュ・フロー
(千円) 46,363 18,005 156,149

投資活動による

キャッシュ・フロー
(千円) △71,658 335,266 △31,621

財務活動による

キャッシュ・フロー
(千円) △88,076 △139,576 △173,453

現金及び現金同等物の

四半期末（期末）残高
(千円) 554,733 832,891 619,196

　

回次
第65期

第２四半期
連結会計期間

第66期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自　平成24年７月１日
至　平成24年９月30日

自　平成25年７月１日
至　平成25年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 2.02 0.92

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３. 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純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。
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２【事業の内容】

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容

に重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第２四半期連結累計期間において新たに発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスク

についての重要な変更はありません。

　　　

２【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

(1）業績の状況

当第２四半期連結累計期間においては、欧州の財政問題や新興国経済の成長鈍化など海外経済の下振れ懸念が

あったものの、わが国経済は、政府の経済対策や金融緩和による円高是正を背景に輸出関連企業の収益改善や株価

が上昇し、景況感は緩やかに改善しております。

印刷業界におきましては、景況感の改善が見られるものの、広告宣伝媒体等への効果は第１四半期より引き続

き限定的なものとなりました。　

このような環境の中、当社は、新規顧客開拓、ならびに固定費の削減によるコストダウンを推進しました。以

上の施策を行いましたが、厳しい業界環境は既存事業における単価下落を招き、予想を上回る苦戦を強いられるこ

ととなりました。

　この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は18億35百万円（前年同四半期比1.4％減収）となりました。内

訳は、写真製版売上高は５億４百万円（前年同四半期比15.8％減収）、印刷売上高は12億61百万円（前年同四半期

比6.7％増収）、商品売上高は69百万円（前年同四半期比12.6％減収）となりました。損益面においては営業損失

は25百万円、経常損失は32百万円、四半期純利益は３億17百万円となりました。

　

　

(2）財政状態の分析

　当第２四半期連結会計期間末における総資産は25億25百万円となり、前連結会計年度末に比べて１億61百万円増

加しました。流動資産は19億１百万円となり、前連結会計年度末に比べて２億18百万円の増加となりました。これ

は主に、現金及び預金が２億13百万円増加し、受取手形が35百万円増加し、売掛金が１億17百万円減少したことに

よるものです。固定資産は６億24百万円となり、前連結会計年度末に比べて56百万円減少しました。これは主に、

関西事業所売却により、土地が１億32百万円減少、保険積立金が72百万円増加したことによるものです。

　当第２四半期連結会計期間末における負債合計額は17億23百万円となり、前連結会計年度末に比べて１億55百万

円の減少となりました。これは主に、長期借入金が80百万円減少し、長期未払金が43百万円減少し、買掛金が41百

万円減少したことによるものです。

　当第２四半期連結会計期間末における純資産合計額は８億１百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億17百万

円の増加となりました。これは主に、利益剰余金の増加によるものであります。

　

　

(3）キャッシュ・フローの状況

　当第２四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８億32百万円と前連結会計

年度末に比べ２億13百万円の増加となりました。

なお、当第２四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通りであります。

（営業活動によるキャッシュフロー）

　当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金は18百万円の収入（前年同四半期は46百万円の収入）

となりました。

　これは、税金等調整前四半期純利益３億23百万円に減価償却費44百万円、のれん償却額８百万円の計上に、退職

給付引当金の増加17百万円、賞与引当金の増加17百万円、売上債権の減少85百万円等による資金の増加に対して、

有形固定資産売却益３億74百万円の計上、貸倒引当金の減少５百万円、仕入債務の減少60百万円、法人税等の支払

額14百万円等の資金の支出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２四半期連結累計期間における投資活動による資金は３億35百万円の収入（前年同四半期は71百万円の支

出）となりました。

　これは主に有形固定資産の売却による４億86百万円の資金の収入に対して、保険積立金の積立72百万円と有形固

定資産の取得58百万円の資金の支出があったことによるものであります。
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（財務活動によるキャッシュフロー）

　当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金は１億39百万円の支出（前年同四半期は88百万円の支

出）となりました。

　これは主に長期借入金の返済による支出73百万円、割賦債務の返済による支出65百万円によるものであります。

　

　

(4）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。　

　

　

(5）研究開発活動

　当第２四半期連結累計期間の研究開発費は６百万円であります。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 50,000,000

計 50,000,000

　

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末
現在発行数（株）

（平成25年９月30日）

提出日現在発行数
（株）

（平成25年11月14日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 13,392,000 13,392,000
東京証券取引所

（市場第二部）

単元株式数は

1,000株であります。

計 13,392,000 13,392,000 － －

　

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

　

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

　

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高

（千円）

平成25年９月30日 － 13,392,000 － 1,928,959 － 180,000
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（６）【大株主の状況】

　 平成25年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合（％）

株式会社帆風 東京都新宿区下宮比町２－29 5,070 37.86

鈴木　隆一 千葉県松戸市 888 6.63

株式会社片山 兵庫県神戸市灘区青谷町四丁目８－15 614 4.58

新日本カレンダー株式会社 大阪府大阪市東成区中道三丁目８－11 500 3.73

片山　英彦 兵庫県神戸市灘区 469 3.50

大日本スクリーン製造株式会社
京都府京都市上京区堀川通

寺之内上る四丁目天神北町１－１
408 3.05

株式会社石川商会 東京都千代田区三崎町二丁目22－４ 175 1.31

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町一丁目２－10 169 1.26

カブドットコム証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目３－２ 148 1.11

佐々木　孝 東京都北区 122 0.91

計 － 8,563 63.94

（注）　上記のほか、当社保有の自己株式326千株（2.43％）があります。

　

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　 平成25年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

普通株式  326,000
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式12,971,000 12,971 －

単元未満株式 普通株式   95,000 － －

発行済株式総数 13,392,000 － －

総株主の議決権 － 12,971 －

　

②【自己株式等】

　 平成25年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

（株）

他人名義
所有株式数
（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式）

株式会社　光陽社
東京都新宿区改代町29番地 326,000 － 326,000 2.43

計 － 326,000 － 326,000 2.43
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２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成25年７月１日から平

成25年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年９月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、太陽ＡＳＧ有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

　尚、当社の会計監査人であった霞が関監査法人が、平成25年10月１日付けで、太陽ＡＳＧ有限責任監査法人と合併

したことに伴い、当第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の会計監査人は、太陽ＡＳＧ有限責任監査

法人となっております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 679,196 892,891

受取手形 197,228 233,105

売掛金 613,669 496,370

商品 8,573 8,768

仕掛品 117,267 123,962

原材料及び貯蔵品 31,254 21,154

その他 40,913 128,983

貸倒引当金 △5,084 △4,172

流動資産合計 1,683,018 1,901,062

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 147,214 167,495

機械及び装置（純額） 189,263 169,922

車両運搬具（純額） 0 0

土地 202,507 70,377

リース資産（純額） 413 －

その他（純額） 9,285 16,689

有形固定資産合計 548,684 424,484

無形固定資産

のれん 15,552 7,069

その他 46,022 42,148

無形固定資産合計 61,574 49,217

投資その他の資産

投資有価証券 4,935 5,030

破産更生債権等 23,746 19,197

差入保証金 61,925 61,665

保険積立金 － 72,047

その他 4,424 12,374

貸倒引当金 △23,761 △19,365

投資その他の資産合計 71,270 150,949

固定資産合計 681,529 624,651

資産合計 2,364,548 2,525,713
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形 315,522 296,550

買掛金 238,852 197,362

短期借入金
※1 135,444 ※1 142,594

リース債務 491 －

未払金 59,584 50,401

未払法人税等 19,400 8,528

賞与引当金 16,831 34,349

その他 124,500 131,660

流動負債合計 910,628 861,446

固定負債

長期借入金
※1 498,746 ※1 417,774

長期未払金 43,010 －

退職給付引当金 427,374 444,390

その他 － 160

固定負債合計 969,131 862,324

負債合計 1,879,759 1,723,771

純資産の部

株主資本

資本金 1,928,959 1,928,959

資本剰余金 180,000 180,000

利益剰余金 △1,587,554 △1,270,247

自己株式 △35,338 △35,586

株主資本合計 486,066 803,125

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △1,277 △1,182

その他の包括利益累計額合計 △1,277 △1,182

純資産合計 484,789 801,942

負債純資産合計 2,364,548 2,525,713
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年９月30日)

売上高 1,861,393 1,835,584

売上原価 1,425,468 1,432,537

売上総利益 435,924 403,047

販売費及び一般管理費
※ 417,307 ※ 428,214

営業利益又は営業損失（△） 18,617 △25,167

営業外収益

受取利息 127 132

受取配当金 255 315

受取賃貸料 1,092 4,500

作業くず売却益 6,949 974

貸倒引当金戻入額 － 1,680

その他 717 2,313

営業外収益合計 9,141 9,915

営業外費用

支払利息 9,943 9,072

支払補償費 932 8,056

その他 656 －

営業外費用合計 11,532 17,128

経常利益又は経常損失（△） 16,227 △32,379

特別利益

固定資産売却益 － 374,047

特別利益合計 － 374,047

特別損失

固定資産除却損 － 679

事務所移転費用 － 17,732

特別損失合計 － 18,411

税金等調整前四半期純利益 16,227 323,256

法人税、住民税及び事業税 9,730 5,950

法人税等合計 9,730 5,950

少数株主損益調整前四半期純利益 6,496 317,306

四半期純利益 6,496 317,306
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【四半期連結包括利益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 6,496 317,306

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △217 94

その他の包括利益合計 △217 94

四半期包括利益 6,279 317,401

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 6,279 317,401

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25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 16,227 323,256

減価償却費 54,914 44,529

のれん償却額 8,483 8,483

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,318 △5,307

賞与引当金の増減額（△は減少） △756 17,518

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12,723 17,016

受取利息及び受取配当金 △382 △447

支払利息 9,943 9,072

為替差損益（△は益） 4 0

有形固定資産売却損益（△は益） － △374,047

有形固定資産除却損 － 679

売上債権の増減額（△は増加） 57,272 85,970

たな卸資産の増減額（△は増加） △8,757 3,210

仕入債務の増減額（△は減少） △62,300 △60,462

その他 △20,463 △27,909

小計 68,228 41,562

利息及び配当金の受取額 382 447

利息の支払額 △9,931 △9,045

法人税等の支払額 △12,315 △14,959

営業活動によるキャッシュ・フロー 46,363 18,005

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 △50,000 △60,000

定期預金の払戻による収入 － 60,000

有形固定資産の取得による支出 △18,542 △58,982

有形固定資産の売却による収入 － 486,265

無形固定資産の取得による支出 △2,854 △1,046

短期貸付けによる支出 △500 △500

短期貸付金の回収による収入 83 370

長期貸付金の回収による収入 － 220

差入保証金の差入による支出 － △636

差入保証金の回収による収入 155 100

保険積立金の積立による支出 － △72,047

その他 － △18,476

投資活動によるキャッシュ・フロー △71,658 335,266
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △72,822 △73,822

自己株式の取得による支出 △40 △247

リース債務の返済による支出 △2,823 △491

割賦債務の返済による支出 △12,390 △65,015

財務活動によるキャッシュ・フロー △88,076 △139,576

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △113,376 213,695

現金及び現金同等物の期首残高 668,109 619,196

現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 554,733 ※ 832,891
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【注記事項】

（継続企業の前提に関する事項）

　　該当事項はありません。

　

（会計方針の変更）

　　該当事項はありません。

　

　

　

　

（四半期連結貸借対照表関係）

　

  １ 受取手形割引高

 
前連結会計年度

（平成25年３月31日）
当第２四半期連結会計期間
（平成25年９月30日）

受取手形割引高 50,032千円 －千円

 

※２　財務制限条項等

前連結会計年度（平成25年３月31日）

　当社グループの借入金の内、日本政策金融公庫からの借入金360,560千円（短期借入金55,440千円、長

期借入金305,120千円）には財務制限条項が付されており、下記のいずれかに該当した場合には日本政策

金融公庫に対し該当する借入金額を全額又は一部を返済することがあります。

（条項）

・当社の純資産額が事業年度末に256,200千円以下となったとき。

・日本政策金融公庫の書面による事前承認なしに、当社が第三者に対して金288,000千円を超えて、新た

に貸付け、出資、保証を行ったとき。

　

当第２四半期連結会計期間（平成25年９月30日）

　当社グループの借入金の内、日本政策金融公庫からの借入金332,840千円（短期借入金55,440千円、長

期借入金277,400千円）には財務制限条項が付されており、下記のいずれかに該当した場合には日本政策

金融公庫に対し該当する借入金額を全額又は一部を返済することがあります。

（条項）

・当社の純資産額が事業年度末に256,200千円以下となったとき。

・日本政策金融公庫の書面による事前承認なしに、当社が第三者に対して金288,000千円を超えて、新た

に貸付け、出資、保証を行ったとき。
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（四半期連結損益計算書関係）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日）

従業員給料手当 196,782千円 205,473千円

役員報酬 25,590 20,462

福利厚生費 42,200 44,620

賞与引当金繰入額 7,245 16,189

退職給付引当金繰入額 5,843 6,139

減価償却費 5,671 9,007

のれん償却額 8,483 8,483

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の第２四半期連結累計期間末残高と第２四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係は次のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日）

現金及び預金 614,733千円 892,891千円

預入期間が３か月超の定期預金 △60,000 △60,000

現金及び現金同等物 554,733 832,891
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第２四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間

（自　平成25年４月１日　至　平成25年９月30日）

　当社グループは印刷にかかる写真製版並びに関連製品を製造販売しており、これらの事業は単一事業であり

ます。したがいまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。

　

（企業結合等関係）

　該当事項はありません。　

　

　

　

　

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第２四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年９月30日）

　　１株当たり四半期純利益金額 0円50銭 24円28銭

（算定上の基礎） 　 　

四半期純利益金額（千円） 6,496 317,306

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 6,496 317,306

普通株式の期中平均株式数（千株） 13,070 13,067

（注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純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。

　

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。　

　

　

　

　

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成25年11月13日

株式会社　光陽社

取締役会　御中

 

太陽ＡＳＧ有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

　公認会計士 森　内　　茂　之　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

　公認会計士 野　村　　利　宏　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社光陽社の

平成25年4月1日から平成26年3月31日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間（平成25年7月1日から平成25年9月30

日まで）及び第2四半期連結累計期間（平成25年4月1日から平成25年9月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわ

ち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書

及び注記について四半期レビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社光陽社及び連結子会社の平成25年9月30日現在の財政状態並

びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと

信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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