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経営理念

企業理念
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事業紹介

車用品 23.7億円 （100.6％）

介護関連事業

13.6億円(115.0%)

ケミカル類19.7億円（93.5％）

平成２８年３月期 第２四半期 売上83.3億円

電子電気機器

8.2億円 (76.6%)

アウトドア・レジャー・スポーツ

関連事業8.4億円 (113.8%)

運搬架台・滑り止め

9.4億円（111.2％）

（ ）前年同期比

車関連事業

61.1億円 （95.6%）

[28.4%]

[11.3%]

[9.9%]

[23.8%]

[10.2%]

[16.4%]

[ ]売上構成比
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平成２８年３月期第２四半期

連結業績概況

6

消費者の節約志向と消費低迷

売 上 高 ８，３３４百万円 （前年同期比 ±0.0%)

平成２８年３月期第２四半期 連結業績概況

リコール対応による低迷

営業利益 △ ４７４百万円 （前年同期△113百万円）

6①６月チャイルドシート製品交換 ②９月「平成２７年関東・東北豪雨」による 工場・物流センターの冠水被害

チャイルドシート、キャリア等及び介護関連事業の増収に対し、芳香剤、ライティング製品、アクセサリー類の停滞

期初計画値（▲491百万円）

期初計画値（8,684百万円：▲4.0％）
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（百万円）

Ｈ２８/３ ２Ｑ Ｈ２７/３ ２Ｑ 増減率

金 額 構成比 金 額 構成比 前年比 予想比

売 上 高 8,334 100.0% 8,333 100.0% 0.0% △4.0%

営 業 利 益 △474 △5.7% △113 △1.4% - -

経 常 利 益 △495 △5.9% △104 △1.3% - -

特 別 損 益 △441 △5.2% △14 △0.2% - -

当期純利益 △620 △7.4% △83 △1.0% - -

1株当り当期純利益
△82円 - △11円 -

1株当り 純 資 産 1,432円 - 1,440円 -

１株当り配当金
8円 - 8円 -

平成２８年３月期第２四半期 連結業績概況

NOTESNOTESNOTESNOTES

売 上 高 ：介護関連事業は前年度開業の施設により増収であったが、車関連事業は消費低迷の

影響により減収。

営業利益：円安対策の進捗遅れ等により、減益。介護関連事業は経費先行。

7
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平成２８年３月期第２四半期 連結業績概況

NOTESNOTESNOTESNOTES

車用品部門 ：チャイルドシートは売上が回復傾向。芳香剤、ライティング製品等が低迷。

介護関連事業：新施設効果により増収。

売上増減要因分析

1

▲▲▲▲ 280
13

94

▲▲▲▲ 136

▲▲▲▲ 252

103

178
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売上増減額 （前年同期比）

電子電気部門

介 護 関 連 事 業

⾞ 関 連 事 業
ケミカル類部門

架台・滑⽌部門

連 結 合 計

⾞ ⽤ 品 部 門

アウトドア・レジャー・
スポーツ関連事業

⾞
関
連
事
業

内
訳

(百万円)
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営業利益分析

平成２８年３月期第２四半期 連結業績概況

NOTESNOTESNOTESNOTES

車関連事業で２８０百万円の売上減。

アウトドア・レジャー・スポーツ関連事業で１０３百万円売上増加。

介護関連事業は１７８百万円の増収。５棟目６棟目の進捗遅れにより介護原価率悪化。

-500

-400

-300

-200

-100

0

100
(百万円)

要因③

△361百万円

Ｈ２８/３ ２Ｑ

前期

▲63

▲113

▲67

▲474

当期

•車関連・アウトドア △７６

•介護関連 ＋１３

要因① 売上高増減による

粗利の増減

要因① 売上高増減による

粗利の増減

•車関連・アウトドア △２０３

•介護関連 △２８

要因② 原価率悪化による

粗利の減少

要因② 原価率悪化による

粗利の減少

•車関連・アウトドア △１３０

•介護関連 △２

•全社費用 ＋６５

要因③ 販売管理費増加に

よる営業利益の減少

要因③ 販売管理費増加に

よる営業利益の減少

要因① 要因②

9

Ｈ２７/３ ２Ｑ

▲231

△は費用増加

(百万円)
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（百万円）

Ｈ２８/３

２Ｑ

Ｈ２７/３

２Ｑ

増減額 主な増減理由

資 産 合 計 20,351 19,802 549

（現金及び預金） 5,337 5,386 △49

（売 上 債 権） 2,716 2,755 △38

（有 価 証 券） 1,063 1,062 0

（棚 卸 資 産） 3,476 3,855 △378
一部被災による廃棄

（有形固定資産） 1,888 2,030 △142

負 債 合 計 9,468 8,853 614
借入金、仕入れ債務の増加

（有 利 子 負 債） 2,541 2,165 376
介護事業の資金調達

純資産合計 10,882 10,948 △65

（自己資本比率） 53.5% 55.3% △1.8P
純損失の計上により悪化

貸借対照表（連結）

平成２８年３月期第２四半期 連結業績概況
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平成２８年３月期第２四半期 連結業績概況

（百万円）

Ｈ２８/３

２Ｑ

Ｈ２７/３

２Ｑ

増 減 主な増減要因

営業活動 Ｃ/Ｆ △1,767 △1,218 △549

税金等調整前当期純利益 △937 △118 △818

減 価 償 却 費 235 274 △39

仕入債務の増減 234 104 129

棚卸資産の増減 △702 △1,055 353

そ の 他 △597 △423 △174

投資活動 Ｃ/Ｆ △1,438 △1,508 70
建設協力金等支出

フリーキャッシュフロー △3,205 △2,726 △478

財務活動 Ｃ/Ｆ △57 103 △160
社債償還等

キャッシュの増減 △3,264 △2,697 △556

キャッシュ 残 高 5,016 5,398 △382

キャッシュ・フロー

11

12

セグメント別 業績概況等

12



セグメント別業績概況

（百万円）

Ｈ２８Ｈ２８Ｈ２８Ｈ２８////３３３３ ２Ｑ２Ｑ２Ｑ２Ｑ Ｈ２７Ｈ２７Ｈ２７Ｈ２７////３３３３ ２Ｑ２Ｑ２Ｑ２Ｑ 増減率

売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益

車 関 連 事 業 6,118 146 6,398 546 △4.4% △73.2%

アウトドア・レジャー・

スポーツ 関連事業

849 28 746 37 13.8% △24.7%

介 護 関 連 事 業 1,366 △87 1,188 △70 15.0% -

全 社 費 用 - △562 - △627 - -

連 結 合 計 8,334 △474 8,333 △113 0.0% -

1313

14

（百万円） Ｈ２８/３ ２Ｑ Ｈ２７/３ ２Ｑ 増 減 増減率

売 上 高 6,118 6,398 △280 △4.4%

営 業 利 益 146 546 △400 △73.2%

<車関連事業> 業績概況等

NOTESNOTESNOTESNOTES

売 上 高 チャイルドシートは、回復傾向となり運搬架台、

消臭・ケミカル用品も堅調に推移。

他ジャンルは芳香剤を中心に厳しい状況が継続。

営業利益 売上の減少、原価率の悪化。

売上高推移

消臭剤：Ｄｒ．Ｄｅｏプレミアム

1,287 1,292 1,048 1,078 826 

1,953 1,995 2,123 2,116 1,979 

659 641 852 846 940 

2,731 2,897 2,916 2,357 2,371 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

H23/9 H24/9 H25/9 H26/9 H27/9

⾞⽤品部門 運搬架台・タイヤ滑⽌部門

ケミカル類部門 電子電気機器部門
(百万円)

6,1186,631 6,826 6,941 6,398

特許構造シェードレスハロゲンバルブ
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（百万円） Ｈ２８/３ ２Ｑ Ｈ２７/３ ２Ｑ 増 減 増減率

売 上 高 849 746 103 13.8%

営 業 利 益 28 37 △9 △24.7%

<アウトドア・レジャー・スポーツ関連事業> 業績概況等

NOTESNOTESNOTESNOTES

売 上 高 自転車関連は増収。

スノーボード関連上期出荷は順調。

営業利益 自転車関連は原価率悪化。

売上高推移

自転車用高機能ウェア

285 300 228 279 349

305 360 483 467
500

0

100
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1,000

H23/9 H24/9 H25/9 H26/9 H27/9

(百万円)

590 660 711 746 849

スノーボードビンディング
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（百万円） Ｈ２７/３ ２Ｑ Ｈ２７/３ ２Ｑ 増 減 増減率

売 上 高 1,366 1,188 178 15.0%

営 業 利 益 △87 △70 △16 ー

<介護関連事業> 業績概況等

NOTESNOTESNOTESNOTES

売 上 高 新施設分の増収。

営業利益 入居計画の遅れによる先行経費と

固定費の負担増。

売上高推移

947 964 907

1,188

1,366
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H23/9 H24/9 H25/9 H26/9 H27/9

介護関連部門(百万円)

16

平成26年月10月開業

グレースメイト鷺ノ宮参番館

（６棟目）
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平成２８年３月期

連結業績見通し
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平成２８年３月期 連結業績見通し

-50

50

150

250

(百万円)

要因① 要因② 要因③

△103百万円

Ｈ２７/３
Ｈ２８/３

+74

＋186

▲316

+138 ＋83

当期予想

予想営業利益分析

18

前期実績

•車関連・アウトドア ＋５７

•介護関連 ＋１７

要因① 売上高増加による

粗利の増加

要因① 売上高増加による

粗利の増加

•車関連等 △４５０

•介護関連 ＋１３３

要因② 原価率改善・悪化

による粗利の増減

要因② 原価率改善・悪化

による粗利の増減

•車関連・アウトドア等＋１３３

要因③ 販売管理費減少に

よる営業利益の増加

要因③ 販売管理費減少に

よる営業利益の増加

＋は費用減少

0

(百万円)
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連結損益見通し

平成２８年３月期 連結業績見通し

（百万円）

Ｈ２８/３見通し Ｈ２７/３実績 増減率

金 額 構成比 金 額 構成比 前年比

期初

予想比

売 上 高 19,844 100.0% 19,222 100.0% 3.2% △1.1%

営 業 利 益 83 0.4% 186 1.0% △55.0% △80.9%

経 常 利 益 60 0.3% 268 1.4% △77.6% △81.9%

当期純利益 △289 △1.5% 65 0.3% ー ー

1株当り当期純利益
△38 ー 8円 ー

1株当り純資産 1,467円 ー 1,516円 ー

１株当り配当金 20円 ー 20円 ー

19
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「営業利益」 「経常利益」の推移

平成２８年３月期 連結業績見通し

（百万円） Ｈ２４/３ Ｈ２５/３ Ｈ２６/３ Ｈ２７/３ Ｈ２８/３（予）

営業利益 1,847 1,726 1,323 186 83

経常利益 1,603 1,655 1,371 268 60

NOTESNOTESNOTESNOTES

車関連事業は原価率改善が必要。

介護関連事業は売上回復傾向。

20

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

22,000

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

H24/3 H25/3 H26/3 H27/3 H28/3(予)

営業利益 経常利益 売上 (百万円)

(百万円)
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セグメント別

業績見通し等

21
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セグメント別業績概況 見通し <連結>

（百万円）

Ｈ２８Ｈ２８Ｈ２８Ｈ２８////３見通し３見通し３見通し３見通し Ｈ２７Ｈ２７Ｈ２７Ｈ２７////３実績３実績３実績３実績 増減率

売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益

車 関 連 事 業 15,108 1,130 15,042 1,381 0.4% △18.2%

アウトドア・レジャー・

スポーツ 関連事業

1,846 180 1,752 186 5.4% △3.4%

介 護 関 連 事 業 2,888 △65 2,427 △192 19.0% ー

全 社 費 用 ー △1,162 ー △1,189 ー

連 結 合 計 19,844 83 19,222 186 3.2% △55.0%

22
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<車関連事業> 業績概況 見通し <連結>

売上高推移
NOTESNOTESNOTESNOTES

売 上 高 売上高は若干の増収。

営業利益 原価率悪化で減益。

（百万円） Ｈ２８/３見通し Ｈ２７/３ 増 減 増減率

売 上 高 15,108 15,042 66 0.4%

営 業 利 益 1,130 1,381 △250 △18.2%

3,232 3,229 3,087 2,919 2,709 

3,647 3,738 3,933 3,904 3,961 

2,376 2,598 3,268 3,108 3,067 

5,610 5,700 5,932 5,109 5,369 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

H24/3 H25/3 H26/3 H27/3 H28/3(予)

⾞⽤品部門 運搬架台・タイヤ滑⽌部門
ケミカル類部門 電子電気機器部門

14,867 15,266 16,220

(百万円)

15,042 15,108

23
芳香剤 フチにゃんエールベベ・クルット3i プレミアム

NOTESNOTESNOTESNOTES

売 上 高 ビンディング、自転車用品で売上確保。

営業利益 前年度並みを見込む。

24

866 860 825 858 910

634 731 959 894 936
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2,000

H24/3 H25/3 H26/3 H27/3 H28/3(予）

(百万円)

1,752 1,846

<アウトドア・レジャー・スポーツ関連事業> 業績概況見通し <連結>

1,501 1,591

売上高推移

（百万円） Ｈ２８/３見通し Ｈ２７/３ 増 減 増減率

売 上 高 1,846 1,752 93 5.4%

営 業 利 益 180 186 △6 △3.4%

1,784

新製品：ヘルメットアンダーキャップ

ストレッチ スリム パンツ 24
限定モデル：DS LTD
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<介護関連事業> 業績概況見通し <連結>

売上高推移

（百万円） Ｈ２８/３見通し Ｈ２７/３ 増 減 増減率

売 上 高 2,888 2,427 460 19.0%

営 業 利 益 △65 △192 127 ー

NOTESNOTESNOTESNOTES

売 上 高 前年度開業の新施設により増収。

営業利益 入居率向上により赤字縮小。

1,873 1,900
2,094

2,427

2,888
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H24/3 H25/3 H26/3 H27/3 H28/3(予)

介護関連部門(百万円)

平成28年３月開業予定

グレースメイト練馬桜台

（７棟目）
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【今後の成長戦略】

平成２８年３月期 重点施策取り組み

１．保有技術を活かす新用品の開発

２．新しい販売チャネルの開拓

26
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当期の取り組み 【進捗状況】

平成２８年３月期 重点施策取り組み

平成２６年度計画

•高付加価値新用品の開発強化

保 有 技 術 を 活 か す

新 用 品 の 開 発

NOTESNOTESNOTESNOTES 総計は、前年９５％の実績。

下期投入新用品で

もう一段の改善効果見込む。

新製品前年⽐較 Ｈ２８/３ ２Ｑ Ｈ２７/３ ２Ｑ 前年⽐

セグメント 売上⾦額(百万円） ⾦額（百万円） ％
１. ⾞用品部門 ①チャイルドシート 226 16 210 1450%

⾞用品部門 ②⾞内用品類 207 178 29 116%
２.  ケミカル類部門 284 260 24 109%
３.  電子電気機器部門 259 642 -383 40%
４.  運搬架台・滑り⽌め部門 144 95 49 152%
５.  アウトドア・レジャー・スポーツ 355 356 -1 100%

総 計 1,502 1,582 -80 95%
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平成２８年３月期 重点施策取り組み 車関連事業

車関連事業 車用品部門

平成28年3⽉期⾒通し
車用品部門

高付加価値新用品の開発 百万円5,369
アップグレードした 「高くてもよいもの」を強化。

《アクセサリー》

ドリンクホルダー クワトロ レザー調

“コンビ二コーヒー” を最適にホールド

ソケット 2連ダイレクト 2USB 2.4A

カーボン調

新デザインパッケージ

「選びやすさ」 「質感」 を表現



平成２８年３月期 重点施策取り組み 車関連事業

車関連事業 車用品部門

車用品部門

乳幼児に安全を提供することが最も重要なポイント。

車種ごとの適合調査力も強み。

《チャイルドシート》

欧州とアジア圏への販売を強化。

高付加価値新用品の開発

29

クルット スリー
らくらく、ガッチリ取付けできる。

タ イ

赤ちゃん用品

専門店

←←←←
H28.3発売予定

好評発売中

フランス

ベビー用品

チェーン店

→→→→

ベルト固定式新製品

《芳香剤》

平成２８年３月期 重点施策取り組み 車関連事業

車関連事業 芳香・ケミカル類部門

平成28年3⽉期⾒通し

百万円洗練されたデザインと香り

質感と機能性をさらに向上させた商品を新発売。

洗練されたデザインに合った仏製香料もラインナップ。

3,961

好評消臭剤、「ドクターデオ」 消臭から、新たに

冬場の「ウイルス除去」に焦点、展開してまいります。

高機能ケミカル製品の開発

30
集中展開を実施してまいりますドクターデオ スチームスチームスチームスチーム 循環/浸透 ドクターデオ プレミアム

ドリンクホルダー置きで埋没しないデザイン。

エアコン風を利用して香りを車内に拡げる新構造。
ブラング ネロ エアスティック
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《キャリア》

平成２８年３月期 重点施策取り組み 車関連事業

車関連事業 運搬架台・タイヤ滑止部門

《タイヤチェーン》

平成28年3⽉期⾒通し

百万円

安全性と信頼性で３０年

機能＋フォルムを両立

3,067
次世代スタイルの新型ルーフボックスは、静音性を追求した

エアロベース※とともに受注が好調に推移。

※積載目的によりアタッチメントを自由に付け替える基本キャリア

31

新型 ルーフボックスWEDGE<ウエッジ>

+エアロベース

バイアスロン クイック イージー

進化し続けて、国内販売数量ＮＯ．１非金属チェーンとして

評価をいただいています。次期モデルの開発も進行中。

エンジン始動や車内温度も手元でわかるアンサーバック式や

スマホでエンジンスターターを制御する『ルーター』も好評発売中。

専用のアプリも自社開発。 電波法準拠品。

高効率、高耐久設計など高性能品を開発。

[ＨＩＤ・ハロゲンバルブは自社製造]

32

《ＨＩＤ・ハロゲン・ＬＥＤ》

平成２８年３月期 重点施策取り組み 車関連事業

車関連事業 電子・電気機器部門

《スターター・セキュリティ》

平成28年3⽉期⾒通し

百万円

高性能車検適合品を開発

離れていても安全確実に始動

2,709

※Bluetooth®は米国Bluetooth SIG,Inc.の商標です。

32

日本製

TouchStart Router  TE-BT２

特許出願中 シェードレス&スリムハロゲンバルブ11月発売 LEDヘッドライトバルブ

リモコンエンジンスターターW7300
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平成２８年３月期 重点施策取り組み

アウトドア・レジャー・スポーツ関連事業

平成28年3⽉期⾒通し

百万円

《自転車用品部品ＥＣ販売》

高機能品の自社開発と販売を強化

1,846
・自転車用高機能ウェア類

・高性能ＬＥＤライト

を自社開発し、ＥＣ販売をしています。

自転車用ウェア 2015  2015  2015  2015  ＦａｌｌＦａｌｌＦａｌｌＦａｌｌ & & & & ＷｉｎｔｅｒＷｉｎｔｅｒＷｉｎｔｅｒＷｉｎｔｅｒ

《スノーボード関連》

33

仕入れ品と自社開発品

New Honeycomb Strap
限定モデル：DS LTD

アウトドア・レジャー・

スポーツ関連事業

・新素材、新機構を盛り込んだ新型の開発

・アメリカ主体のプロモーションによるブランドイメージ

アップで日本を中心としたアジアで売上と利益を確保。

最先端モデル開発と

プロモーション活動を強化

34

【今後の成長戦略】

平成２８年３月期 重点施策取り組み

１．保有技術を活かす新用品の開発

２．新しい販売チャネルの開拓

34
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平成２８年３月期 重点施策取り組み

平成２６年度計画

• 国内販売の強化・拡充

（ＥＣルート・ペット）

• 海外販売の強化

新しい販売

チャネルの開拓

当期の取り組み 【進捗状況】

《《《《計画進捗計画進捗計画進捗計画進捗》》》》

◆◆◆◆売上前期比売上前期比売上前期比売上前期比18181818％増％増％増％増

◆モバイル対応強化推進◆モバイル対応強化推進◆モバイル対応強化推進◆モバイル対応強化推進（自社サイト）（自社サイト）（自社サイト）（自社サイト）

⇒スマホからの受注率31%→40%へ上昇

（楽天モール内平均 直近51%)

◆専用商品の開発◆専用商品の開発◆専用商品の開発◆専用商品の開発

⇒今期38アイテム発売、販売中270アイテム

《ＥＣルート》

売れるコンテンツの作成

モバイル対応の強化

専用商品の開発

36

平成２８年３月期 重点施策取り組み

平成２６年度計画

• 国内販売の強化・拡充

（ＥＣルート・ペット）

• 海外販売の強化

新しい販売

チャネルの開拓

当期の取り組み 【進捗状況】

《《《《計画計画計画計画進捗進捗進捗進捗》》》》

◆◆◆◆売上前期比売上前期比売上前期比売上前期比18181818％減％減％減％減

◆ドラッグ定番展開店舗◆ドラッグ定番展開店舗◆ドラッグ定番展開店舗◆ドラッグ定番展開店舗 88％％％％

◆ペット用品◆ペット用品◆ペット用品◆ペット用品 展開店舗展開店舗展開店舗展開店舗 140%

芳香剤・消臭剤を軸に注力

機能改良で、ペット用を開発

展開をスタート

《ドラッグルート》



欧州 ロシア 東

アジア

東南

アジア

米国

海外海外海外海外 外部売上（外部売上（外部売上（外部売上（H28.3 2Q/H27.3 2Q)

H27.3 2Q H28.3 2Q 37

平成２８年３月期 重点施策取り組み

平成２６年度計画

• 国内販売の強化・拡充

（ＥＣルート・ペット）

• 海外販売の強化

新しい販売

チャネルの開拓

当期の取り組み 【進捗状況】

《《《《計画進捗計画進捗計画進捗計画進捗》》》》

◆◆◆◆売上前期比１２％増売上前期比１２％増売上前期比１２％増売上前期比１２％増

国 ・ 地 域 現地法人 平成２７年度の取組みポイント 現在進捗

欧 州 フランス チャイルドシート導入でプラス

ロ シ ア 経済状況影響あり、進捗低調

東 ア ジ ア

☆
チャイルドシート、ケミカル進捗低調

東 南 ア ジ ア

☆

芳香剤、消臭剤、チャイルドシート強化

現地生産芳香剤 （インド） でプラス

北 米・南 米

☆

キャリア、オートスポーツ用品、

バインディングが好調

38

その他事業別取組みその他事業別取組み
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平成２８年３月期 重点施策取り組み 介護関連事業

グレースメイト松戸 グレースメイト鷺ノ宮 グレースメイト目白

平成１４年にスタートした有料老人ホーム

事業は、現在６棟を運営しています〈平成２７年１０月現在〉

グレースメイト鷺ノ宮弐番館

39

グレースメイト鷺ノ宮参番館
グレースメイト中村橋

一人ひとりにまごころをこめて・・・・

40

平成２８年３月期 重点施策取り組み 介護関連事業

グレースメイト松戸 グレースメイト鷺ノ宮 グレースメイト目白

平成１４年にスタートした有料老人ホーム

事業は、現在６棟を運営しています〈平成２７年１０月現在〉

グレースメイト鷺ノ宮弐番館

40

グレースメイト鷺ノ宮参番館
グレースメイト中村橋

一人ひとりにまごころをこめて・・・・

平成２８年３月期下期の重点施策は・・・・平成２８年３月期下期の重点施策は・・・・平成２８年３月期下期の重点施策は・・・・平成２８年３月期下期の重点施策は・・・・

•機能訓練（リハビリ）の強化

•「駅ちか」のグレースメイト（目白、中村橋）

★強みアピール

•昼食体験付見学会開催

•セミナー、リハビリ体験会の開催

•入居者様外部ランチお出かけ会・・・

★イベント開催

•幼稚園生交流

•中学生体験実習の実施・・・

★地域密着

地域に根ざした

『オンリー・

グレースメイト』

な

施設作りを

目指します。
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平成２８年３月期 重点施策取り組み 介護関連事業

グレースメイト松戸 グレースメイト鷺ノ宮 グレースメイト目白

７棟目有料老人ホーム

平成２８年３月新規開業予定 <平成２７年10月現在>

グレースメイト鷺ノ宮弐番館

グレースメイト鷺ノ宮参番館

グレースメイト中村橋

平成２８年３月

開業予定

42

平成２８年３月期 第２四半期 決算説明会

本資料における業績予想及び将来の予想等に関する記述は、現時点で

入手された情報に基づき判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実な

要素を含んでおります。従いまして、実際の業績等が様々な要因により異

なる可能性がありますことを御了承ください。
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