
株主メモ

■事業年度 4月1日から翌年3月31日まで

■定時株主総会 6月に開催いたします。

■基準日

定時株主総会の議決権 3月31日

期末配当金 3月31日

中間配当金 9月30日

■単元株式数 1,000株

■公告方法 電子公告により行ないます。（http://www.iuk.co.jp）

なお，事故その他やむを得ない事由によって電子公告をする

ことができない場合は，日本経済新聞に掲載いたします。
※決算公告に代えて，貸借対照表，損益計算書は，EDINET（証券取引
法に基づく有価証券報告書などの開示書類に関する電子開示システム）
にて開示しております。

■株主名簿管理人 東京都港区芝三丁目33番1号

中央三井信託銀行株式会社

■同事務取扱場所 東京都港区芝三丁目33番1号

中央三井信託銀行株式会社　本店

■同事務取扱所 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号

中央三井信託銀行株式会社　証券代行部

電話0120-78-2031（フリーダイヤル）

■同取次所 中央三井信託銀行株式会社　全国各支店

日本証券代行株式会社　本店および全国各支店

［お知らせ］
住所変更，単元未満株式買取請求，名義書換請求および配当金振込指定に必要な各用紙のご請求は，
以下の株主名簿管理人中央三井信託銀行株式会社のフリーダイヤルまたはホームページをご利用願います。

フリーダイヤル 0120-87-2031（24時間受付：自動音声案内）
ホームページ http://www.chuomitsui.co.jp/person/p_html

〒104-0044 東京都中央区明石町6番4号
TEL. 03-5550-5321 FAX. 03-5550-5364
http://www.iuk.co.jp

株主・投資家のみなさまへ

第34期 事業報告書
平成17年4月1日～平成18年3月31日
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株主・投資家のみなさまへ

Top
Message

代表取締役社長 小田原敬二

株主のみなさまには，ますますご清祥のこととお喜び申しあげます。平

素より格別のご理解とご支援を賜り厚くお礼申しあげます。ここに第34期

の事業報告書（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）をお届けする

にあたり，謹んでご挨拶申しあげます。

平成18年3月期の利益配当金につきましては1株当たり3円とし，中間配

当の3円と合わせて1株当たり合計6円の年間配当としましたことをご報告

いたします。以下，当期の営業の概況についてご説明いたします。

営業の経過および成果

当期におけるわが国経済は，企業の業

績回復を受け，民間設備投資の増加，雇

用情勢の改善，株価の回復などを背景に，

景気は回復傾向にあるといわれております

が，原油価格や鋼材の原材料価格は，高

騰したまま推移いたしました。

このような経営環境のなか，当社は，平

成17年10月1日付で石川島播磨重工業株

式会社から運搬機械および機械式駐車

装置の両事業を譲り受け，新たな時代へ

の第一歩としての事業統合を果たし，より

効率的な事業運営やその事業統合の効

果を最大限に生かした積極的な営業活

動を展開してまいりました。この結果,当期

の受注高は，44,515百万円（前期比21.8%

増）を確保することができました。

売上高は，事業統合による効果もあり

49,456百万円（前期比45.5%増）となりまし

た。この結果，当期末の受注残高は，37,609

百万円（前期比42.7%増）となりました。

損益面につきましては，引き続き販売価

格のデフレ化に対応するため選別受注の

徹底や，調達費や建設費などの削減を推

し進め，採算性の向上に全社を挙げて注

力してまいりました。また，メンテナンス事

業の推進を図ることにより，安定的な収益

性の確保にも努めてまいりました。しかし

ながら，事業統合にともなう販売費の増加

や，営業権償却費の計上などにより，経常

利益は609百万円（前期比8.4%減）となり

ました。さらに，固定資産の減損に係る会

計基準の適用および事業統合関連費用

を特別損失として952百万円を計上したこ

とにより，628百万円の当期純損失（前期

は250百万円の当期純利益）となりました。

事業別の状況は，次のとおりであります。

なお，当期より事業の区分を従来の「パー

キングシステム事業」，「クレーン事業」，「コ

ンベヤ事業」の3区分から「パーキングシス

テム事業」，「運搬・物流システム事業」の2

区分に変更いたしました。これは，事業統

合を契機に事業の再編を行なったことに

よるものであります。この変更により旧「ク

レーン事業」および「コンベヤ事業」につい

ては，「運搬・物流システム事業」に含める

ことといたしました。

受注高は，標準型駐車装置本体や改

修工事の増加などにより，25,543百万円

（前期比6.2%増）となりました。

売上高は，大規模地下駐車装置の売

上計上があり，26,586百万円（前期比

12.8%増）となりました。

受注高は,主力機種であるジブクレーン

本体や改修工事の増加などにより，18,972

百万円（前期比51.7%増）となりました。

売上高は，ジブクレーン本体，改修工事

運搬・物流システム事業

パーキングシステム事業

建築用ジブクライミングクレーン
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新生IUKとしての事業基盤の強化

当社は，平成17年10月付で石川島播磨

重工業株式会社から運搬機械および機

械式駐車装置の両事業を譲り受け，新生

IUKとして新たな飛躍への第一歩を踏み

出しました。

これにより同事業に携わる全ての人材

が当社に集結，取り扱い機種の増加，販

売地域の拡大，製販一貫体制を実現い

たしました。さらに，平成18年4月1日付で

ダイキン工業株式会社から油圧式立体駐

車装置メンテナンス事業を譲り受けた結

果，メンテナンス物件数の増加による今後

の収益の拡大に寄与するものと確信して

おります。

このように今後も事業統合の効果を最

大限に引き出し，お客様の満足度のさら

なる向上を図るため，事業基盤の強化に

邁進してまいります。

受注の確保

企業の生命線である受注の確保に向

け，多角的な取り組みを進めてまいります。

具体的には，好転の兆しを見せる受注環

境に対応し，近年の縮小均衡から「攻め

の体制」に転じていくため，受注体制の整

備と強化に取り組んでまいります。

さらに，商社，代理店，特約店の活用を

推進し，広いネットワークを展開させ営業

力の強化を図ってまいります。また，安定

した収益が期待できる改修工事について

は，サービスエンジニアと営業が一体とな

って，既納機の状態と客先のニーズを把

握し，今後も提案型営業を継続してまいり

ます。

収益の確保と拡大

収益の確保と拡大が事業のさらなる発

展につながる好循環を創出していくため

に，近年取り組んできたあらゆる局面で

のコストダウンをさらに推進してまいりま

す。特に，設計技術力の強化はコストや

品質に影響するため，3次元CADの導入

および更新を推進するとともに，ベテラン

から若手へ設計技術の伝承を加速させ

および物流機器が好調で22,870百万円

（前期比119.2%増）となりました。

当期における事業別の受注高・売上

高・受注残高は，次のとおりであります。

設備投資の状況

石川島播磨重工業株式会社からの営

業の一部譲り受けにともない，事業運営の

推進・発展を図るための基盤整備を実施

いたしました。

また，CADの推進による設計力強化や，

事務合理化を目的とした全社の情報関連

機器について計画的な更新・導入を実施

いたしました。

このほか，工場の生産合理化を目的とし

た機械装置の更新などを行ない，当期の

設備投資の総額は412百万円となりました。

会社が対処すべき課題

今後の見通しにつきましては，国内景気

の堅調な回復や好調な企業業績が続くな

か，民間設備投資も引き続き底堅い動き

で推移するものと見られております。一方，

原油高を背景とした原材料価格の高止ま

り感や日銀の量的緩和政策解除後の市

場金利動向の不透明感などのリスク要因

もあり，予断を許さない経営環境となって

おります。当社といたしましては，このような

リスクに対処しつつ景気回復の波に乗る

事業運営を行なっていくことで，さらなる事

業基盤の強化と収益拡大に取り組み，企

業価値の向上を目指してまいります。

パーキングシステム 25,543 6.2 26,586 12.8 20,811 25.0

運搬・物流システム 18,972 51.7 22,870 119.2 16,798 73.2

合　計 44,515 21.8 49,456 45.5 37,609 42.7

受 注高 売上高 受注残高

金額 前期比（％） 金額 前期比（％） 金額 前期比（％）
事　　業

（単位：百万円）

■事業別売上高／構成比�

パーキング�
システム事業�
26,586百万円�
53.8%

合計　49,456百万円�

運搬・物流�
システム事業�
22,870百万円�
46.2%

（注）1.当期より事業の区分を変更しております。「受注高」などの「前期
比」の記載については，前期の「受注高」などの「金額」を変更後
の事業の区分に組み替えて比較しております。
2.「受注残高」は，石川島播磨重工業株式会社からの営業の一
部譲り受けによるものが含まれております。内訳は，パーキング
システム，運搬・物流システムそれぞれ5,201百万円，10,999百
万円であります。

油圧式立体駐車装置（ニ・多段式）

Top Message
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ることについても，重点的に取り組んでま

いります。

一方，海外調達の拡大や工法改善・工

期短縮による建設工事費の削減など，従

来からの取り組みも強化いたします。さら

に，国内外の生産拠点と連携し，強化を

推進し，品質・納期の確保に取り組んでま

いります。

新機種・新分野への進出

当社が今後発展していくためには，新機

種・新事業の創出が必要不可欠であると

考えております。パーキングシステム事業に

ついては，駐車場運営管理事業の本格的

な展開を図り，駐車場の需要拡大に対応

する体制を整えてまいります。運搬・物流シ

ステム事業については，建築用ジブクレー

ンのマストのレンタル事業を拡大し，市場の

ニーズに応えてまいります。

また，更新時期を迎える設備の代替需

要に迅速かつ的確に対応し，新技術や

ITを応用した高付加価値化の提案を行

なってまいります。

海外市場への展開

事業統合にともない，積極的に海外案

件に取り組んでまいります。特に，海外生

産拠点との関連から韓国，中国，台湾の

ほか東南アジアにも重点を置いてまいりま

す。しかしながら，海外案件は不安定要

素が多く慎重な対応が必要なため，初期

段階でのリスク要因の検討を徹底的に行

なうことにより，収益重視の受注戦略を行

なってまいります。

当社といたしましては，このような取り組

みを行なうことで着実に成果をあげ，業

界のリーディングカンパニーとしての地位

を確保し続ける所存であります。株主の

皆様におかれましては，今後とも一層の

ご理解とご支援を賜りますようお願い申し

あげます。

News F lash
「秋葉原UDX」駐車場運営をスタート

自走式ジブクレーン　海上保安庁 袖ヶ浦浮標基地へ納入
千葉県袖ヶ浦市の海上保安庁第三管

区海上保安本部 袖ヶ浦浮標基地に20ト

ン吊りの自走式ジブクレーンを納入いたし

ました。

本クレーンは，東京湾の安全航行に不

可欠な浮標（ブイ）のメンテナンスに用いら

れます。浮標は機能維持のために定期的

に陸揚げし，整備することが必要です。近

年の浮標は大型化が進んでいることと，既

設のクレーンが老朽化していたため，更新

と能力アップ

が求められて

おりました。

なお，本ク

レーンは地震

対策のための

免震装置を四

隅の走行部

に内蔵してお

ります。

News F lash

平成18年2月，当社は複合型オフィスビ

ル「秋葉原UDX（Urban Development

X＜クロス＞）」に，二・多段式駐車装置

（260台分）を納入いたしました。あわせて，

同ビルに設置された自走式地下駐車場

（540台分）の管理も受注し，合計800台

分の駐車場の運営管理を開始しておりま

す。「秋葉原UDX」は，東京都のIT都市再

開発事業「秋葉原クロスフィールド」内の

中核施設で，この3月にグランドオープンさ

れました。

本駐車場は「次世代ETC」や「おさいふ

携帯」を使用してチケット

レスで駐車料金の支払

いができるなど，最新式

の決済システムを採用し

たITパーキングです。

なお，当社は平成17年5月より，隣接す

る「秋葉原ダイビル」の駐車場の運営管理

も手がけており，今回の「秋葉原UDX」と

あわせてJR秋葉原駅前で約1,000台分の

駐車場の運営管理をすることとなりました。

Top Message

水平引込式クレーン
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財務ハイライト
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事業別の動向・概況
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事業別の動向・概況

当社はわが国の機械式駐車装置のパイオニアとして，パーキングシステムの各種製品で高いシェ

アを有し，開発・設計から販売，製造，据付，メンテナンス，改修までを一貫して手掛けております。

事業概況

受注高は，堅調に推移し，25,543百万円（前期比6.2％増）となりました。

売上高は，大規模地下駐車装置の計上があり26,586百万円（前期比12.8％増）となりました。

主要製品
標準型駐車装置（タワーパーキング，エレベータパーキング，地下式パーキング）／二・多段式駐車装置／大規模地

下駐車装置

都市再開発の現場で活躍する大型ジブクレーンから，港湾荷役，工場向けなど，当社の各種運

搬・物流システム機器はさまざまな産業ニーズに応えております。

事業概況

受注高は，ジブクレーン本体や改修工事の増加などにより，18,972百万円（前期比51.7%増）となりました。

売上高は，ジブクレーン本体，改修工事および物流機器が好調で22,870百万円（前期比119.2%増）となりました。

主要製品
天井走行クレーン（天井走行クレーン，自動クレーン，門型クレーン，ホイスト，ヨット昇降装置）／ジブクレーン（建築用，

鉄塔用，埠頭用，造船用，一般用）／各種クレーン（コンテナクレーン，フローティングクレーン）／コンベヤ（ベルトコンベ

ヤ，空気浮上式ローラレスコンベヤ，垂直･急傾斜コンベヤ）／乗用運搬設備（オートレーン，オートリフト，オートウェイ）／

ローダ／アンローダ／スタッカ／リクレーマ／自動倉庫／機械式有軌道台車

パーキングシステム事業

運搬・物流システム事業

事業区分の変更について
平成18年3月期より，事業の区分を従来の「パーキングシステム事業」「クレーン事業」「コンベヤ事業」の3区分から，「パー

キングシステム事業」「運搬・物流システム事業」の2区分に変更しました。これにより旧「クレーン事業」および「コンベヤ事業」

については，「運搬・物流システム事業」に含めることといたしました。

エレベータパーキング

コンテナクレーン
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財務諸表の概要

貸借対照表
当　期 前　期

科　目 平成18年 平成17年
3月31日 3月31日

資産の部
流動資産 35,287 26,863

現金および預金 1,995 1,733

受取手形 4,777 962

売掛金 16,317 11,616

有価証券 － 999

半製品 3 2

原材料・貯蔵品 940 762

半成工事 5,920 4,139

繰延税金資産 1,159 715

短期貸付金 3,900 5,700

その他 361 296

貸倒引当金 △ 88 △ 65

固定資産 14,631 13,877

有形固定資産 6,785 6,892

建物 1,392 1,358

構築物 199 207

機械および装置 458 499

車両運搬具 2 3

工具・器具および備品 265 192

土地 4,357 4,600

建設仮勘定 110 30

無形固定資産 2,282 1,344

営業権 730 －

電話加入権 36 36

施設利用権 1 1

技術使用権 1,198 1,052

ソフトウェア 255 235

ソフトウェア仮勘定 61 18

投資その他の資産 5,563 5,640

投資有価証券 463 249

関係会社株式 65 65

長期前払費用 20 23

繰延税金資産 2,614 2,441

敷金・保証金 885 754

投資不動産 898 1,506

その他 701 693

貸倒引当金 △ 85 △ 94

資産合計 49,919 40,740

損益計算書
当　期 前　期

科 目 平成17年4月1日から 平成16年4月1日から
平成18年3月31日まで 平成17年3月31日まで

営業収益 49,456 33,995

売上高 49,456 33,995

営業費用 48,962 33,418

売上原価 43,171 28,654

販売費および一般管理費 5,791 4,764

営業利益 493 576

営業外収益 386 243

受取利息 15 25

受取配当金 97 37

土地建物等賃貸料 149 150

その他 123 30

営業外費用 270 154

支払利息 17 17

その他 252 136

経常利益 609 665

特別利益 － 14

貸倒引当金戻入額 － 14

特別損失 952 126

減損損失 842 －

事業統合関連費用 109 －

退職給付会計基準変更時差異償却 － 120

その他 － 5

税引前当期純損失（△）または税引前当期純利益 △ 342 553

法人税，住民税および事業税 902 385

法人税等調整額 △ 616 △ 83

当期純損失（△）または当期純利益 △ 628 250

前期繰越利益 2,706 2,626

中間配当額 85 85

当期未処分利益 1,993 2,791

（単位：百万円）

当　期 前　期
科　目 平成18年 平成17年

3月31日 3月31日

負債の部

流動負債 24,041 14,842

支払手形 10,143 4,600

買掛金 6,482 3,724

短期借入金 1,730 1,730

一年内返済予定長期借入金 － 600

未払金 570 1,363

未払法人税等 731 431

未払消費税等 91 657

前受金 1,676 79

賞与引当金 988 817

保証工事引当金 554 253

受注工事損失引当金 830 369

その他 241 214

固定負債 7,634 6,845

長期借入金 600 －

退職給付引当金 6,872 6,753

役員退職慰労引当金 79 66

その他 81 26

負債合計 31,675 21,688

資本の部

資本金 2,647 2,647

資本金 2,647 2,647

資本剰余金 1,396 1,396

資本準備金 1,396 1,396

利益剰余金 14,149 14,955

利益準備金 537 537

任意積立金 11,619 11,627

当期未処分利益 1,993 2,791

株式等評価差額金 55 55

自己株式 △ 5 △ 2

資本合計 18,244 19,052

負債・資本合計 49,919 40,740

（単位：百万円）
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財務諸表の概要

貸借対照表注記
１．固定資産の減価償却累計額

有形固定資産 5,727百万円
投資不動産 105百万円

２．関係会社に対する短期金銭債権
2,757百万円

３．関係会社に対する長期金銭債権
275百万円

４．関係会社に対する短期金銭債務
525百万円

５．保証債務等
従業員の金融機関借入金に対す
る保証 551百万円

６．貸借対照表に計上した固定資産のほ
か，事務処理用電算機器一式などに
ついてはリース契約により使用してお
ります。

７．旧商法施行規則第124条第３号に規
定する純資産の増加額 55百万円

損益計算書注記
１．関係会社との取引

営業取引高
売上高 10,516百万円
仕入高 1,342百万円
その他の営業取引高 678百万円
営業取引以外の取引高 1,364百万円※

※上記の営業取引以外の取引高には，石川島播磨
重工業株式会社からの営業の一部譲り受けにとも
なう支出額1,327百万円が含まれております。また，
譲り受けた資産および負債の取得価額はそれぞれ
2,820百万円，2,405百万円であります。
２．1株当たり当期純損失 22円45銭
３．研究開発費の総額 331百万円

（注）本貸借対照表および損益計算書の作成にあたり，記載金額は表示単位未満を切り捨てて表示しております。ただし，1株当たり当期純損
失は，銭未満を四捨五入しております。



A Resource for Investors 1312 A Resource for Investors

株式の状況（平成18年3月31日現在）

■発行可能株式総数
99,684,000株

■発行済株式の総数
28,459,991株

■株主数
2,593名

■所有者別株式分布

■商　　号 石川島運搬機械株式会社

■本　　社 〒104-0044 東京都中央区明石町6番4号

TEL. 03-5550-5321 FAX. 03-5550-5364

■設　　立 昭和48年4月2日

■資 本 金 2,647,499,500円

■従業員数 1,259名

■事業内容 当社は，運搬機械の総合メーカーとして，パーキングシステム，運搬・物流

システムの開発，設計，販売，製造，据付並びにメンテナンス，改修を事

業としています。

主要な事業所

役員

本社
北海道営業所／東北営業所
中部営業所／関西営業所
中四国営業所／九州営業所
沼津工場／安浦工場
サービスセンター全国57ヶ所

海外事務所
上海連絡員事務所

石川島運搬機械エンジニアリング株式会社

杭州西子石川島停車設備有限公司

関係会社

代表取締役社長 小田原　敬　二�
常 務 取 締 役  島　野　修　至�
常 務 取 締 役  丸　山　正　和�
取　　締　　役 荻　山　圀　守�
取　　締　　役 神　林　　　隆�
取　　締　　役 金　子　博　司�
取　　締　　役 小　倉　宏　二�
取　　締　　役 岡　野　弘　道�
取　　締　　役 伊　藤　光　男�
取　　締　　役 志　村　俊　和�
取　　締　　役 岡　野　　　茂�
取　　締　　役 本　郷　邦　明�
常 勤 監 査 役  平　沼　朋　一�
監　　査　　役 望　月　幹　夫�
監　　査　　役 岡　山　　　弘�
監　　査　　役 高　橋　宏　之�

■大株主の状況
株主名 持株数 出資比率

石川島播磨重工業株式会社 19,057 66.96

石川島運搬機械従業員持株会 1,429 5.02

ザチェースマンハッタンバンクエヌエイロンドン 309 1.08

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 255 0.89

ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー505019 205 0.72

シービーエヌワイデイエフエイインターナショナル
キャップバリューポートフォリオ

149 0.52

住友生命保険相互会社（特別勘定） 131 0.46

（単位：持株数＝千株／比率＝％）

●金融機関�
　892千株（3.13％）�
　16名�

●事業法人など�
　19,619千株（68.94％）�
　130名�

●個人・その他�
6,794千株（23.87％）�

2,412名�

●外国法人・個人�
1,076千株（3.78％）�

24名�

●証券会社�
79千株（0.28％）�

11名�

■所有株数別株式分布

●1千株未満�
33千株（0.12％）�

●100万株以上�
　20,486千株（71.98％）�

●1千株以上1万株未満�
4,329千株（15.21％）�

●1万株以上10万株未満�
2,223千株（7.81％）�

●10万株以上100万株未満�
1,389千株（4.88％）�

利益処分・会社概要・株式の状況

キャッシュ･フロー計算書（要旨）
当　期 前　期

科　目 平成17年4月1日から 平成16年4月1日から
平成18年3月31日まで 平成17年3月31日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー 858 △ 94
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 3,223 △ 513
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 172 △ 285
現金および現金同等物の期末残高 5,895 8,433

（単位：百万円）

当　期 前　期
科　目 平成18年6月28日 平成17年6月28日

当期未処分利益 1,993,267,941 2,791,175,893
任意積立金取崩額
固定資産圧縮積立金取崩額 7,694,352 8,053,820

合計 2,000,962,293 2,799,229,713
利益処分額

利益配当金 85,329,912 85,347,270
1株当たり 3円 3円

（普通配当　3円） （普通配当　3円）

役員賞与金 10,427,000 7,120,000
（うち監査役賞与金） （1,750,000） （1,770,000）

次期繰越利益 1,905,205,381 2,706,762,443

（単位：円）

利益処分

会社概要（平成18年3月31日現在）

（注）1.利益配当金は，自己株式16,687株分を除いております。
2.平成17年12月1日に85,341,270円（1株当たり3円）の中間配当を実施いたしました。ただし，自己株式12,901株分を除いております。



株主メモ

■事業年度 4月1日から翌年3月31日まで

■定時株主総会 6月に開催いたします。

■基準日

定時株主総会の議決権 3月31日

期末配当金 3月31日

中間配当金 9月30日

■単元株式数 1,000株

■公告方法 電子公告により行ないます。（http://www.iuk.co.jp）

なお，事故その他やむを得ない事由によって電子公告をする

ことができない場合は，日本経済新聞に掲載いたします。
※決算公告に代えて，貸借対照表，損益計算書は，EDINET（証券取引
法に基づく有価証券報告書などの開示書類に関する電子開示システム）
にて開示しております。

■株主名簿管理人 東京都港区芝三丁目33番1号

中央三井信託銀行株式会社

■同事務取扱場所 東京都港区芝三丁目33番1号

中央三井信託銀行株式会社　本店

■同事務取扱所 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号

中央三井信託銀行株式会社　証券代行部

電話0120-78-2031（フリーダイヤル）

■同取次所 中央三井信託銀行株式会社　全国各支店

日本証券代行株式会社　本店および全国各支店

［お知らせ］
住所変更，単元未満株式買取請求，名義書換請求および配当金振込指定に必要な各用紙のご請求は，
以下の株主名簿管理人中央三井信託銀行株式会社のフリーダイヤルまたはホームページをご利用願います。

フリーダイヤル 0120-87-2031（24時間受付：自動音声案内）
ホームページ http://www.chuomitsui.co.jp/person/p_html

〒104-0044 東京都中央区明石町6番4号
TEL. 03-5550-5321 FAX. 03-5550-5364
http://www.iuk.co.jp

株主・投資家のみなさまへ

第34期 事業報告書
平成17年4月1日～平成18年3月31日

証券コード：6321
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