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第44期 事業のご報告 

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで
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平素は、格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
ここに当社第44期（平成24年4月1日から平成25年3月31日
まで）の営業の概況ならびに当社の状況につきまして報告書をお
届けいたしますので、ご高覧賜りますようお願い申しあげます。

代表取締役社長

お客様の企業価値を高め、
お客様から評価され、
選ばれる ITパートナーへ。

リーマン・ショック以降、国内の全産業において、システム投資の抑制
が続いていましたが、第44期より、ようやくIT投資への意欲が回復し始
めてきました。特にグローバルに事業を展開している企業では、ITの活用
なしに世界では戦っていけないとの認識のもと、動きが活発化してきたよ
うに感じます。

業績の総括としては、利益を大幅に回復でき、また、重要施策に掲げた
各テーマの取り組みでも手応えを感じられるなど、中期経営計画初年度と
して順調なスタートを切ることができた1年になったと認識しています。

連結決算ハイライト

シンボルマーク・企業スローガン
には、「人」を最大の財産と考え、
お客様から信頼され愛される人
創りをめざすNSDの企業姿勢を込
めています。

マークのモチーフ

「人」の文字、躍動する人の姿をモ
チーフとして、社名「NSD」の「N」
を表現しています。右上への跳ね
上げは、“人の腕”を、球体は“頭

（顔）”を表現しています。

コーポレートカラー

若葉の色をイメージしたグラデー
ショングリーンは「成長・発展」を
表し、オレンジは新しいものへ挑
戦する「熱意」を表現しています。

「受託開発の一層の競争力強化」については、営業部が機能し、産業分野の
受注が拡大するなど成果が数値となって現れてきました。一方、「サービス利
用型ソリューションのニッチトップ志向」は、ビジネス開発本部を中心に新商
品・新サービスの開発を進めていますが、よりスピード感をもって創出してい
く必要があるとの思いを強くし、様々な業界の方と協業しながら取り組みを強
化しています。

第44期は、タブレットなどのモバイル端末の利用シーンの拡大、セキュ
リティ強化につながるソリューションサービスを拡充したほか、リスク細

売上高 ▶ 36,632百万円
前年同期比

6.5％増

売上総利益 ▶ 7,564百万円
前年同期比
23.5％増

営業利益 ▶ 4,483百万円
前年同期比
32.4％増

経常利益 ▶ 4,530百万円
前年同期比
23.5％増

当期純利益 ▶ 2,454百万円
前年同期比
31.4％増

トップインタビュー

中期経営計画初年度の事業環境と業績の総括を
お聞かせください。Q 「受託開発の一層の競争力強化」「サービス利用型ソリュー

ション*1のニッチトップ志向」についてお聞かせください。Q

売上高 営業利益／売上高営業利益率
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分化型 ITサポートサービス「IT Pro-Support Service*2」の提供も開始しました。ま
た、平成24年12月に福岡県で「スマートフォンを活用した観光者の誘導促進に関す
る情報配信サービス」を実証実験しました。非常に高い関心が寄せられていることか
ら、活用領域の拡大を視野に入れた早期実用化を目指します。

もうひとつ、「サービス利用型ソリューションのニッチトップ」への実現に向け、株
式会社NSDビジネスイノベーションを平成25年4月1日に設立し、販売体制を強化し
ました。当社が開発した自社商品・サービスの販売に特化した専門子会社を作ることで、
一段と機動性のある事業運営や他社とのアライアンスを積極的に進めていく考えです。
*1 サーバーなどの資産を所有せずに、 インターネット経由でサービスとして利用可能にしたソフトウェアや仕組み。

*2   NSD独自の故障率分析ノウハウに基づくリスク細分化査定方式を採用したIT機器の利用全般に関するサ
ポートを行うサービス。

まず、米国において、平成24年5月に現地法人NSD International, Inc.を設立し、
日系企業のグローバル展開に伴うシステム開発やシステムサポート及び、現地企業に
対するビジネス展開の体制を整えました。続いて、平成25年4月には、同社の子会
社を通してバイエルグループのBayer HealthCare LLCから遠隔医療事業を継承し
ました。同事業は、独自開発された医療測定機器を在宅患者の自宅に設置し、データ
管理を行うことで、より効率的な健康管理の仕組みを提供するものです。この事業の
継承により、米国市場でビジネスを展開するための基盤ができたと認識しています。
今後は、遠隔医療事業をグローバル展開の柱の一つとして位置付け、同事業のサービ
ス拡充・シェア拡大を目指します。

また、平成24年10月には北京に現地法人を設立し、中国展開を開始しました。中
国では日系企業支援はもちろん、現地のシステム関連ニーズに応えるため、現地企業
との提携も視野に入れ、幅広い分野でサービスを提供していく方針です。平成25年
3月には上海に支店を開設し、現地日系企業ニーズにお応えする体制を整えました。

また、日系企業のニーズに応えるオフショア開発*3の展開に備え、ブリッジ機能*4を
果たす孫会社の日本RXテクノロジー株式会社を平成25年7月に設立する予定です。

さらに、急速な変化とともにグローバル ICT市場が拡大する中で、世界市場向けグ
ローバルビジネスでの協力関係の構築を目的として、平成25年1月、韓国のロッテ
情報通信株式会社と「グローバルビジネスにおける戦略的パートナーシップ」を締結し
ました。電子決済・スマートシティ・電子政府関連に強みを持ち、すでに中国、ベト
ナム、インドネシアなどでビジネス展開している同社と様々なテーマで協議しながら、
アジア向け事業の拡大を進めていく予定です。
*3 システム開発・運用管理等を海外の事業者や子会社に委託すること。

*4 日系企業のオフショア開発を、人材面をはじめとして、多角的にバックアップすること。

第45期は、中計初年度で整備した下地を活かし、各取り組みをスピードアップさせ、
売上拡大のみならず、品質管理を継続し、しっかりと利益を確保していきたいと考え
ています。

中長期的な展望としては、受託開発型ビジネスを強化するだけでなく、一歩踏み出
し、新たなるソリューション創出によるサービス利用型ビジネスへと転換すべき時代
に突入したと認識しています。農業や医療、教育といった分野でのIT化ビジネス開発
の検討も含め、ソリューション製品の開発を一層強化するとともに、グローバル展開、
M&Aの能動的推進もより積極化することで、新たな事業発展とさらなる成長を目指
していきたいと考えています。

株主還元につきましては、第44期は当社グループの連結業績が業績予想を上回った
ことから、2円増配し年間27円とさせていただきました。なお、第45期は引き続き増
収増益を計画していることから、1円増配と自己株取得を発表させていただいています。

今後も、企業価値向上を通じて、株主の皆様の期待に応えてまいりますので、より
一層のご支援を賜りますようお願い申しあげます。

「グローバル展開」「M&Aの能動的推進」については、
いかがでしょうか。Q 今後の取り組みと合わせ、株主様へのメッセージをお願いします。Q

ROE経常利益／売上高経常利益率 1株当たり配当金／配当性向当期純利益／売上高当期純利益率
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事業の内訳（連結）

事業紹介

経営理念

経営の基本方針

NSDグループは、社員・お客様・
株主の皆様との共存共栄を企業
活動の原点として、常に最先端の
IT技術を探求し、人や社会に役立
つソリューションの創造･提供を
通じて、社会の健全な発展に
積極的に貢献します。

社員とともに

社員が最大の財産であることを
認識し、社員一人ひとりの持つ
無限の可能性を信じ、夢と誇りを
持てる働きがいのある会社にして
いきます。

お客様とともに

お客様の発展に寄与し、お客様
の期待に応え、お客様から常に
信頼される企業をめざします。

株主の皆様へ

公正で透明性の高い経営を推進
し、効率的な事業活動を通じて、
企業価値の向上をめざします。

95.1%

情報サービス事業

91.6%
ソフトウエアプロダクト事業

3.5%

● 情報サービス事業

システムソリューションサービス事業

● ソフトウエアプロダクト事業

情報サービス事業（ソフトウエア開発と
コンピュータ室運営管理）につきましては、
産業界におけるシステム投資の回復を受
け、売上高は33,542百万円（前年同期比
8.9％増）となりました。

ソフトウエアプロダクト事業につきまし
ては、売上高は1,279百万円（前年同期比
18.6％減）となりました。

人材派遣事業 不動産賃貸事業

人材派遣事業につきまし
ては、企業の人材派遣に対
するニーズの減少や法改正
の 影 響 に よ り、売 上 高 は
1,387百万円（前年同期比
13.3％減）となりました。

不動産賃貸事業につきま
しては、売上高は微減の422
百万円（前年同期比4.4 ％
減）となりました。

3.8%

次代に明るい未来を引き継いでゆくために──
私たちNSDは、社会のさまざまなフィールドで、ITを通じて
人々の暮らしや産業をささえながら、豊かで快適な社会づくりに寄与しています。

いつもあなたの近くで“未来をささえるIT”を

投資の分野でもITでバックアップ 現代に欠かせないモバイルサービス 自社開発アプリによる新サービス展開

①スマートフォンに情報配信して
　お客様を誘導
②スマートフォンを検知して
　お客様の動線を把握

利用例

活況を呈す株式市場。NSDでは創業以来の金融機関での
幅広い業務ノウハウを生かし、金融市場をITでささえてい
ます。投資信託の分野においても開発・保守を長年にわ
たり手掛けており、皆様の身近なところで活躍していま
す。

スマートフォンやタブレット端末は、有効なインフラとして
多くの企業で活用されています。NSDでは、業種を問わ
ず多くのお客様に対し、既存システムとの連携やモバイル
システムの開発を支援するとともに、通信会社向けにも
新しいサービスを提供しています。

センサーを用いたピンポイントプッシュ配信サービス
「FIND」や画像・文字認識による付加情報配信サービス
「スカウター」など、スマートデバイス向け自社開発アプ
リをはじめ、NSDでは時代のニーズに即したサービスの開
発に取り組んでいます。

1.1%

3
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中期経営計画『Change as your No.1 IT Partner』

専門子会社の設立

海外現地法人の設立や業務提携

長期ビジョン

高品質なサービスを提供し、お客様の企業価値向上に貢献します 中期経営計画初年度としては、概ね順調に進捗しました
●あらゆる金融業務に精通し、特に本邦金融機関からの絶大な信頼を獲得します。
●金融業以外では、分野（業種または業務）別で、トッププレーヤーの地位を確保します。
●受託開発以外の分野でも存在感を獲得します。

複数のバランスのとれた収益の柱を構築します

❶ 受託開発のより一層の競争力強化
❷ サービス利用型ソリューションのニッチトップ志向
❸ グローバル展開の推進
❹ M&A の能動的推進

売上高は前年同期比6 . 5％増の3 6 , 6 3 2百万円、営業利益は前年同期比3 2 . 4％増の
4,483百万円、営業利益率は12.2％、ROEは6.0％と、中期経営計画初年度としては、
概ね順調に進捗しました。

平成25年4月1日付で100％子会社の株式会社NSDビジネ
スイノベーションを設立しました。ソリューションサービスや、
システムインテグレーション、クラウドサービスなどのビジネ
スに特化した専門子会社であり、機動性ある事業運営や他社
アライアンス強化を今後も積極的に推進します。

TOPICS 1

TOPICS 2

TOPICS 1

北米及び中国では拠点展開やM＆Aを、韓国では有力IT企業と業務提携を行いました。

TOPICS 2

主な計数目標と進捗

重点施策

北米 ● 平成24年5月 ： NSD International,lnc.設立
● 平成25年4月 ： バイエルグループから遠隔医療事業を継承

中国
● 平成24年10月 ： 北京仁本新動科技有限公司設立
● 平成25年 3月 ： 同上海支店設立
● 平成25年 7月 ： 日本RXテクノロジー株式会社　設立予定

韓国 ● 平成25年1月 ： ロッテ情報通信株式会社との戦略的パートナーシップ締結

ＮＳＤビジネスイノベーション

平成24年3月期
実績

平成25年3月期
1期目（計画）

平成25年3月期
実績

平成26年3月期
2期目（計画）

平成27年3月期
最終年度（計画）

34,412 37,000 36,632 40,000 44,000

3,386 4,000 4,483 4,700 5,300

9.8 10.8 12.2 11.8 12.0

1,867

4.7

2,100 2,454 2,700 3,200

6.0 8.0

売上高

営業利益

営業利益率

当期純利益

ROE

(百万円)

(百万円)

(％)

(百万円)

(％)

*1 日系企業のオフショア開発のブリッジ機能を果たす孫会社 

*1

安定的配当の継続及び自己株式取得の機動的検討
平成25年5月9日に取締役会決議により、増配及び自己株式の取得に係わる開示を行いま
した。

（注）上記の自己株式の取得につきましては、平成25年6月3日付で、5月10日から5月31日までの取得状況
（548千株（未行使割合：45.2％）、604百万円（未行使割合：39.6％））を開示いたしております。

1株当たり配当金

配当性向

DOE

平成25年3月期
実績

27円

46.3％

2.8％

平成26年3月期
中計2期目

28円

43.8％

株主の皆様への利益還元策

❶ 配当性向30％以上を目処に安定的な配当を継続

❷ 自己株式の取得も機動的に検討

平成27年3月期  DOE　目標3％

1円増配2円増配

平成25年5月9日　自己株式の取得のお知らせ 1,000千株（上限）または10億円（上限）

*2 純資産配当率

*2

4
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連結財務諸表の主なポイント

連結貸借対照表（要旨） （単位：百万円）

第43期 第44期
平成24年3月31日現在 平成25年3月31日現在

資産の部
流動資産 26,383 30,176
固定資産 18,974 17,140

有形固定資産 9,277 9,164
無形固定資産 225 249
投資その他の資産 9,471 7,726

資産合計 45,358 47,317
負債の部
流動負債 3,875 4,454
固定負債 1,620 631
負債合計 5,495 5,086
純資産の部
株主資本 42,476 44,223

資本金 7,205 7,205
資本剰余金 6,892 6,892
利益剰余金 34,938 36,323
自己株式 △6,560 △6,197

その他の包括利益累計額 △2,869 △2,282
その他有価証券評価差額金 △367 △27
土地再評価差額金 △2,329 △2,329
為替換算調整勘定 △171 74

新株予約権 2 5
少数株主持分 252 285
純資産合計 39,862 42,231
負債純資産合計 45,358 47,317

連結損益計算書（要旨） （単位：百万円）

第43期
平成23年4月  1日から
平成24年3月31日まで

第44期
平成24年4月 1日から
平成25年3月31日まで

売上高 34,412 36,632
売上原価 28,286 29,068
売上総利益 6,125 7,564
販売費及び一般管理費 2,739 3,080
営業利益 3,386 4,483
営業外収益 300 189
営業外費用 18 142
経常利益 3,668 4,530
特別利益 102 134
特別損失 351 731
税金等調整前当期純利益 3,419 3,933
法人税、住民税及び事業税 1,436 1,479
法人税等調整額 77 △47
少数株主損益調整前当期純利益 1,904 2,501
少数株主利益 37 47
当期純利益 1,867 2,454

連結キャッシュ・フロー計算書（要旨） （単位：百万円）

第43期
平成23年4月  1日から
平成24年3月31日まで

第44期
平成24年4月  1日から
平成25年3月31日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,329 3,323
投資活動によるキャッシュ・フロー 1,051 741
財務活動によるキャッシュ・フロー △3,012 △1,054
現金及び現金同等物に係る換算差額 △4 86
現金及び現金同等物の増減額 1,364 3,096
現金及び現金同等物の期首残高 15,253 16,617
現金及び現金同等物の期末残高 16,617 19,714

項目
株主資本 その他の包括利益累計額

新株予約権 少数株主
持分

純資産
合計資本金 資本

剰余金
利益
剰余金

自己
株式

株主資本
合計

その他有価証券
評価差額金

土地再評
価差額金

為替換算
調整勘定

その他の包括利
益累計額合計

平成24年4月1日期首残高 7,205 6,892 34,938 △6,560 42,476 △367 △2,329 △171 △2,869 2 252 39,862
当期変動額

剰余金の配当 △1,062 △1,062 △1,062
当期純利益 2,454 2,454 2,454
自己株式の取得 △0 △0 △0
自己株式の処分 △7 362 355 355

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 340 246 586 3 32 621

当期変動額合計 — — 1,384 362 1,747 340 — 246 586 3 32 2,368
当期末残高 7,205 6,892 36,323 △6,197 44,223 △27 △2,329 74 △2,282 5 285 42,231

連結株主資本等変動計算書（要旨） 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで （単位：百万円）

1

2

資産合計
流動資産は、受取手形及び売掛
金が604百万円、有価証券が
1,001百万円減少したものの、
現金及び預金が5,396百万円増
加したことなどにより、3,792
百万円増加しました。固定資産
は、投資その他の資産のその他
が543百万円増加したものの、
有形固定資産が113百万円、投
資有価証券が2,106百万円減少
したことなどにより、1,833百
万円減少となりました。

1

負債合計
流動負債は、賞与引当金が136
百万円減少したものの、買掛金
が92百万円、未払法人税等が
132百万円、流動負債その他が
460百万円増加したことなどに
より、579百万円増加しました。
固定負債は、長期借入金（従業
員持株ESOP信託分）が332百万
円、退職給付引当金が657百万
円減少したことなどにより、
989百万円減少となりました。

2

純資産合計
利益剰余金が配当金支払いによ
り1,062百万円減少したものの、
当期純利益により2,454百万円増
加し、その他有価証券評価差額
金が上場株式の時価回復などに
より340百万円、自己株式の処
分（従業員持株ESOP信託分）など
により362百万円、為替換算調
整勘定により246百万円増加し
たことなどにより、2,368百万円
増加となりました。

3

3

（注）百万円未満は切り捨てて表示しております。

連結財務諸表
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株式の状況
発行可能株式総数……………………………………… 200,000,000株
発行済株式総数  ……………………………………… 48,172,160株
単　元　株　式　数 ………………………………………………… 100株
株　　　主　　　数 ……………………………………………… 12,033名

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
基準日 定時株主総会関係 3月31日

期末配当 3月31日
中間配当 9月30日

（ただし、現在中間配当は行っておりません。）
公告方法 電子公告の方法で行います。

（公告掲載URL　http://www.nsd.co.jp/）
ただし、事故その他やむを得ない事由によっ
て電子公告による公告をすることができな
い場合は、日本経済新聞に掲載します。

株主名簿管理人
特別口座管理機関

東京都千代田区丸の内1丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社

同事務取扱場所 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部

（同送付先） 〒137-8081
東京都江東区東砂7丁目10番11号
三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
電話　0120-232-711（受付時間：土・日・祝
祭日を除く平日9：00～17：00）（通話料無料）

主要な事業所及び関係会社 （平成25年4月1日現在）

〔事業所〕 〔関係会社〕
本社 NSDビジネスサービス株式会社
大阪支社 株式会社シェアホルダーズ・リレーションサービス
名古屋支社 株式会社NSDリアルエステートサービス
福岡事業所 株式会社FSK

株式会社ディ・アクセス
エヌ・アイ・コンサルティング株式会社
NSD International, Inc.
北京仁本新動科技有限公司
Viterion Corporation
株式会社NSDビジネスイノベーション

（注）役職ごとの五十音順に記載しております。

代表取締役社長 今城　義和
常務取締役 戸村　敦雄
取締役 近藤　　潔
取締役 新野　章生
取締役 前川　秀志
取締役 松井　　孝
取締役（社外・非常勤） 鴇田　和彦
常勤監査役 増田　宏韶
常勤監査役 宮田　浩史
常勤監査役（社外） 佐々木　仁
監査役（社外・非常勤） 森内　康浩

上席執行役員 山本　　徹
執行役員 穴井　明彦
執行役員 井辻　　豊
執行役員 川内　達夫
執行役員 操﨑　　淳
執行役員 小松　昭隆
執行役員 佐々木基好
執行役員 品川　　肇
執行役員 矢本　　理

取締役・監査役及び執行役員（平成25年6月26日現在）

商号 株式会社NSD
創業 昭和44年4月8日
本社 〒163-0777
 東京都新宿区西新宿2丁目7番1号
 03（3342）2981（代）
資本金 7,205百万円
従業員 3,765名（連結）
ホームページURL　http://www.nsd.co.jp/

会社概要

本社移転のお知らせ
平成25年上期に、将来の成長戦略に合わせたオフィス
環境の整備と業務の効率化を目的として、本社を以下
のとおり移転いたします。

移転先　東京都千代田区神田淡路町2丁目101番地
　　　　ワテラスタワー

所有者別株式分布状況
●株式数　48,172千株

●株主数　12,033名

5,666 千株
11.76%

自社
金融機関
11,194 千株
23.24%

外国法人 等
12,453 千株
25.85%

個人その他
12,414 千株
25.77%

個人その他　11,711 名　97.33%

金融商品取引業者
727 千株 1.51%

その他の法人 5,716 千株 11.87%

自社 1 名 0.01%
金融機関 33 名 0.27%

金融商品取引業者 30 名 0.25%

その他の法人 106 名 0.88%
外国法人 等 152 名 1.26%

（注1）株式数は千株未満は切り捨てて表示しております。
（注2）持株比率は小数点以下３桁目を四捨五入して表示しております。

会社概要／株式状況／株主メモ（平成25年3月31日現在）

淡路町駅

新御茶ノ水駅

小川町駅

御茶ノ水駅

東
京
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ロ
銀
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日本大病院

神田川
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JR 総武本線
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田
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都営新宿線
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持株数・株式保有期間に応じて
発 行 い た し ま す ポ イ ン ト で、
Webサイト、カタログより約100
種類のグルメ商品、日用雑貨な
どから株主様のお好きな商品を
お選びいただく「株主優待ポイン
トシステム」を採用しています。

NSD株主優待サイト
URL：http://nsd.sr-s.co.jp/

株主優待ポイントシステム
「株主優待ポイントシステム」は、持株数・株式保有期間に応じ
たポイントを株主様に発行し、株主様が Webサイト上で商品を
選択することができるサービスです。

サービス対象者
9月末日現在の株主名簿に記載された、100株以上保有の株主様

優待ポイント
  1年未満 1年以上 3年以上

100株以上
200株未満 1,000 1,500 2,000

200株以上
500株未満 2,000 3,000 4,000

500株以上
 1,000株未満 3,000 4,500 6,000

1,000株以上 
2,000株未満 4,000 6,000 8,000

2,000株以上 5,000 7,500 10,000

実施時期
毎年9月末日の株主名簿に記録され、100株以上保有されている
株主の皆様に、11月中旬にご案内をお送りいたします。

株主優待お問合せ（フリーダイヤル）
NSD株主優待事務局
電話：0120-22-9759

（受付時間　10:00～17:00　土日祝日・年末年始を除く）

〒163-0777　東京都新宿区西新宿2丁目7番1号
http://www.nsd.co.jp/

この言葉には、NSD グループ（Ｉ）が持つ Technology をもとに、 
お客様（You）と新たな Technology を創造し、将来にわたって
お客様のビジネスとすべてのステークホルダー（You）の発展に
貢献したいという私たちの思いが込められております。

株主優待の平成25年3月末時点の「寄付」のご報告
株主優待の平成25年3月末時点の「寄付」の状況は、株主の皆様のご支援により合計額は353,000円（詳細
は以下のとおり）となりました。この寄付につきましては、平成25年4月中旬に各団体への手続きが完了
しておりますのでご報告いたします。これからも株主の皆様のご支援をよろしくお願いいたします。

国際人道支援機関ジャパン・プラットフォームを通じて東日本大震災の被災
地へ寄付を行いました。集められた寄付金で、漁業の再建、地域の人々が
集う場や機会を提供にすることにより生活再建を補助するなど、200を超え
るさまざまな支援が行われました。

寄付 申込口数　520口　　 金額　260,000円

東日本大震災の被災地への寄付

不衛生な川の水を生活用水として利用するた
め、伝染病で多くの子どもが亡くなるカンボジ
アの農村地域に、井戸やトイレの建設、衛生習
慣の学べる冊子の配布により、衛生環境を改善
するプロジェクトへの寄付を、プランジャパン
を通じて行いました。

寄付 申込口数　134口
金額　67,000円

カンボジア／衛生環境改善プロジェクトへの寄付

ざぶん賞は小中学生を対象に、水や海をテーマ
にした作文を公募しています。作文を通じて

「命」や「自然」の大切さについて考えてもらうと
いう趣旨に賛同し、寄付を行いました。

「ざぶん賞」に寄付

株主優待トピックスNSDの株主優待について

寄付 申込口数　52口
金額　26,000円
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