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経営の基本理念 経営ビジョン ―  次の100年のために私たちが目指す姿

「人と社会の役に立つ」
三井松島グループは、1913年（大正2年）に
長崎県松島において炭鉱会社として産声を上げ、
これまで100年にわたり石炭事業を通じて、
日本のエネルギー供給安定化に貢献してまいりました。
これからも「人と社会の役に立つ」を経営の
基本理念として、より豊かな活気ある社会作りに向け
事業展開し、次の100年も更に成長し進化し続けます。

三井松島産業は、社会の要請を的確に捉えて社会から常に必要とされる企業を
目指してまいります。

皆様から必要とされる企業を目指します。
そのために、常に新しい事業分野の開拓や創造に積極果敢に挑戦し、
社会のニーズに応えてまいります。

皆様から信頼される公明正大な企業を目指します。
そのために、財務の健全性とリスクテイクとのバランスの取れた経営を図り、
全てのステークホルダーに対して誠実に向き合います。

あらゆる環境変化に対応し、しなやかに自己変革できる企業を目指します。
そのために、会社・社員一体となってアンテナを高くし、感性や創造性を磨きます。

真面目に頑張る社員が報われる企業を目指します。
そのために、フェアな企業風土を醸成いたします。

株主の皆様へ

　株主の皆様には、ますますご清栄のこととお喜
び申し上げます。
　平素は、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げ
ます。
　第158期中間期（平成25年4月1日から平成25
年9月30日まで）の中間事業報告書をお届けする
にあたり、ご挨拶申し上げます。

　当中間連結会計期間における世界経済は、先進
国については概ね昨年からの緩やかな回復基調を
継続しながら推移いたしましたが、これまで高い
経済成長率を維持してきた中国をはじめとする新
興国においては経済成長の鈍化が顕著になってま
いりました。

　石炭市況につきましては、世界最大の石炭消費
国である中国の石炭需要増加のペースが鈍化した
ことに加え、産炭国においても天候不良や労働争
議などによる大規模な生産不調も見られなかった
結果、供給過多の状況となり、価格は低調なまま
推移いたしました。

　このような状況下、主力の燃料事業において前
年同期比で石炭の販売数量が減少したこと、およ
び石炭価格が下落したことに伴い、売上高は395
億56百万円（前年同期比64億53百万円減収）と
なり、営業利益は、6億69百万円（前年同期比17
億99百万円減益）となりました。
　経常利益につきましては、為替差益2億91百万
円などの計上があったことにより11億49百万円
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安定化を図るために非石炭関連の新規事業の育成
にも取組んでおります。

　燃料事業においては、引続き豪州におけるドイ
ルス・クリーク炭鉱の開発および探査事業、イン
ドネシアにおけるGDM炭鉱の開発・操業に向けて
取組むとともに、新規事業におきましても施設運
営受託事業や、メガソーラー事業の拡充など更な
る展開を図ってまいります。
　株主の皆様におかれましては、今後ともなお一層
のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

平成25年11月
代表取締役社長　串間 新一郎

（前年同期比15億57百万円減益）となり、中間純
利益は、7億86百万円（前年同期比7億1百万円減
益）となりました。

　今後の経済見通しといたしましては、これまで
世界経済を牽引してきた新興国の成長鈍化や米国
の金融政策の動向などの懸念材料があるものの、
全体的には緩やかな成長を持続していくものと思
われます。
　石炭市況につきましても、長期的には新興国の
経済成長に伴って需要が確実に伸びることが予想
されており、堅調に推移すると認識しております。

　当社グループは、成長戦略として引続き主力で
ある燃料事業の拡充に注力するとともに、経営の

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

45,407

87,658

48,017

98,063

46,009

84,009

39,556

79,000
（予想）

■ 通期　■ 中間期（単位：百万円）

売上高
395億56百万円

1,198

3,102
2,874

6,290

2,469

3,820

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

669

1,500
（予想）

（単位：百万円） ■ 通期　■ 中間期

営業利益
6億69百万円

1,127

2,553
2,874

6,577

2,707

4,108

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

1,149

1,900
（予想）

（単位：百万円） ■ 通期　■ 中間期

経常利益
11億49百万円

1,585

4,480

3,383

4,880

1,487
1,699

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

786

1,300
（予想）

■ 通期　■ 中間期（単位：百万円）

中間（当期）純利益
7億86百万円
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営業の概況

燃料（石炭販売）事業

平成23年度
中間期

40,931

平成24年度
中間期

37,800

平成25年度
中間期

31,894

平成23年度
中間期

64

平成24年度
中間期

18

平成25年度
中間期

△27

売　　上　　高
318億94百万円

営　業　利　益
△27百万円

　石炭価格の下落に加え、鉄鋼用石炭の
販売数量が減少したことにより、当中間
連結会計期間における売上高は318億94
百万円（前年同期比59億5百万円減収）
となり、27百万円の営業損失（前年同期
は18百万円の営業利益）となりました。

石炭輸送バルクキャリアー

燃料（石炭生産）事業

9,118 8,577
7,464

3,162

2,585

787

平成23年度
中間期

平成24年度
中間期

平成25年度
中間期

平成23年度
中間期

平成24年度
中間期

平成25年度
中間期

売　　上　　高
74億64百万円

営　業　利　益
7億87百万円

　前年同期と比べ石炭代金決済レート（US
＄／A＄）の豪ドル安および決算為替レー
ト（円／A＄）の円安による増収要因が
あったものの、石炭価格の下落および販
売数量の減少により、当中間連結会計期
間における売上高は、74億64百万円（前
年同期比11億13百万円減収）となり、営
業利益は7億87百万円（前年同期比17億
98百万円減益）となりました。

リデル炭鉱操業風景

施設運営受託事業

1,746

3,092 125

△27

平成23年度
中間期

平成24年度
中間期

平成25年度
中間期

平成23年度
中間期

平成24年度
中間期

平成25年度
中間期

売　　上　　高
30億92百万円

営　業　利　益
△27百万円

　当中間連結会計期間における売上高は、
30億92百万円となり、のれんの償却費負
担などにより27百万円の営業損失となり
ました。なお、本事業は平成24年7月か
ら連結の範囲に含めているため、前中間
連結会計期間との比較情報の記載は行っ
ておりません。

京都・烟河
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建機材事業

平成23年度
中間期

1,693

平成24年度
中間期

1,452

平成25年度
中間期

1,173

平成23年度
中間期

△91

平成24年度
中間期

△40

平成25年度
中間期

△74

売　　上　　高
11億73百万円

営　業　利　益
△74百万円

　当中間連結会計期間における売上高は、
11億73百万円（前年同期比2億79百万円
減収）となり、74百万円の営業損失（前
年同期は40百万円の営業損失）となりま
した。

不動産事業

256
296 298 20
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平成23年度
中間期

平成24年度
中間期

平成25年度
中間期

平成23年度
中間期

平成24年度
中間期

平成25年度
中間期

△16

売　　上　　高
2億98百万円

営　業　利　益
△16百万円

　当中間連結会計期間における売上高は、
2億98百万円（前年同期比1百万円増収）
となり、16百万円の営業損失（前年同期
は8百万円の営業利益）となりました。

リサイクル・合金鉄事業

334

186
99 △259 △173

0

平成23年度
中間期

平成24年度
中間期

平成25年度
中間期

平成23年度
中間期

平成24年度
中間期

平成25年度
中間期

売　　上　　高
99百万円

営　業　利　益
0百万円

　前期に合金鉄製造事業を休止したこと
に伴い、当中間連結会計期間における売
上高は、99百万円（前年同期比86百万円
減収）となりましたが、営業利益は0百万
円（前年同期は1億73百万円の営業損失）
となりました。

その他（海外派遣研修事業、港湾事業及び太陽光発電事業等）

1,401
1,146

929

△33
△55

25

平成23年度
中間期

平成24年度
中間期

平成25年度
中間期

平成23年度
中間期

平成24年度
中間期

平成25年度
中間期

売　　上　　高
9億29百万円

営　業　利　益
25百万円

　平成25年7月においてスーパーマー
ケット事業を事業譲渡したことにより、
当中間連結会計期間における売上高は、9
億29百万円（前年同期比2億17百万円減
収）となり、営業利益は25百万円（前年
同期は55百万円の営業損失）となりました。

池島アーバンマイン　プラント

造船所向自動溶接装置

南浦和パインマンション

松島火力発電所での揚炭
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　当社は、2箇所目となる太陽光発電所「メガソーラーつやざきNo.2発電所」（福岡県福津市津屋崎）の稼動
を9月に開始いたしました。
　同発電所は、昨年8月に設立した当社の100％出資の子会社MMエナジー㈱が運営しており、同社は今年3
月から稼動している2MWの「メガソーラーつやざきNo.1
発電所」の運営も担っています。
　今回の建設地はNo.1発電所に隣接した当社社有地で、同
じく2MW規模のメガソーラーを建設し、2つの太陽光発
電所合計で4MWの発電能力を有することとなりました。
　年間の発電量は、2基合計で約400万KWhとなり、一般
家庭の約1,400世帯の年間消費電力相当となる見込です。
発電した電力は全て九州電力㈱へ売電しており、既にNo.1
発電所の発電量は3月の運転開始から8月までで160万
KWhを超えています。

トピックス

メガソーラーつやざきNo.1、No.2発電所概要

・所 在 地：福岡県福津市津屋崎字西竪川
・敷地面積：約7万㎡（当社社有地）
・最大出力：約4MW
 年間推定発電電力量　約4,000,000KWh／年
 （一般家庭1,400世帯の年間消費電力に相当）

・ソーラーパネル：㈱東芝　単結晶光起電モジュール
・パワーコンディショナー：東芝三菱電機産業システム㈱
・施工会社：東芝プラントシステム㈱

「メガソーラーつやざき」メガソーラーつやざきNo.2発電所が完成

メガソーラーつやざき全景

メガソーラーつやざきNo.2発電所
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　㈱エムアンドエムサービス（施設運営受託事業）では、一般にあまり公開されていない公共の宿や企業の
保養施設をより多くの方にご利用いただけるように集約したサイト「お宿ねっと」を運営しております。
　「お宿ねっと」がご提供する宿泊施設は、ゆっくりくつろいだ旅をしたいというお客様の声を大事に、宿の
雰囲気・おもてなし・料理にこだわり運営を行っております。
　宿泊施設・プラン・キャンペーン等につきましては、下記URLよりご確認下さい。

（平成25年9月末　会員数111,146名）

お宿ねっとホームページURL　http://www.oyadonet.com/

お問合せ 　0120-446-337　月～金　10～17時（祝日除く）

㈱ エ ム ア ン ド エ ム サ ー ビ ス の 宿 泊 施 設 の ご 案 内

ホテルレガロ福岡
　九州地区では初めての一般利用者向け施設となる「ホテル
レガロ福岡」の運営を平成25年10月1日より開始いたしました。
　立地は、九州の玄関口である福岡空港、JR博多駅から各15
分の距離にあり、ビジネスや観光、ショッピングなどの拠点
として幅広くご利用いただけます。
　客室数は、全56室。柔らかな色調とシンプルな設計によっ
てまとめられたゲストルームに、赤坂迎賓館・上高地帝国ホ
テルの料理長を歴任、帝国ホテルの洋食部シェフとして32年
間従事した経歴を持つ、総料理長‘JIN小林’の監修による
イタリアンレストラン「ラコンテ」など、都会にいることを
忘れてしまいそうな心地よさとやすらぎに満ちた空間が、旅
の疲れをそっと癒してくれます。

◆福岡県福岡市博多区千代1-20-31
　TEL 092-651-7611
　http://hotel-regalo.com/

ホテルレガロ福岡　エントランス

イタリアンレストラン　ラコンテ
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中間連結財務諸表

●中間連結貸借対照表 （単位：百万円）

科　目 前期末
平成25年3月31日現在

当中間期末
平成25年9月30日現在

増減

（資産の部）
流動資産 20,311 18,333 △1,977
固定資産 35,968 36,386 418

有形固定資産 27,864 28,034 169
無形固定資産 5,274 5,312 38
投資その他の資産 2,830 3,039 209

繰延資産 0 0 △0
資産合計 56,280 54,719 △1,560

（負債の部）
流動負債 12,746 9,011 △3,734
固定負債 12,404 14,346 1,941
負債合計 25,151 23,358 △1,792

（純資産の部）
株主資本 29,444 29,537 93

資本金 8,571 8,571 0
資本剰余金 6,219 6,219 0
利益剰余金 14,657 14,751 93
自己株式 △4 △4 △0

その他の包括利益累計額 1,683 1,820 136
純資産合計 31,129 31,361 232
負債・純資産合計 56,280 54,719 △1,560

（注）記載金額は、百万円未満を切捨てて表示しております。

CHECK POINT 
①資産
資産合計は547億19百万円となり、前期末
に比べ15億60百万円（2.8％）の減少となり
ました。主な要因は、有形固定資産および投
資有価証券の増加などによる固定資産の増
加4億18百万円（1.2％）があったものの、受
取手形および売掛金の減少などによる流動
資産の減少19億77百万円（9.7％）によるも
のであります。

②負債
負債合計は233億58百万円となり、前期末
に比べ17億92百万円（7.1％）の減少となり
ました。主な要因は、長期借入金の増加など
に よ る 固 定 負 債 の 増 加19億41百 万 円

（15.7％）があったものの、買掛金および短
期借入金などの減少による流動負債の減少
37億34百万円（29.3％）によるものであり
ます。

③純資産
純資産合計は313億61百万円となり、前期
末に比べ2億32百万円（0.7％）の増加となり
ました。主な要因は、配当金の支払があった
ものの、当中間純利益の計上による株主資本
の増加93百万円および為替換算調整勘定の
増加によるその他の包括利益累計額の増加
1億36百万円によるものであります。

平成22年度
期末

平成23年度
期末

平成24年度
期末

平成25年度
中間期末

49,022

24,251

46,178

26,853

56,280

31,129

54,719

31,361

平成22年度
中間期

平成23年度
中間期

平成24年度
中間期

平成25年度
中間期

139.17

189.73
203.57

226.17

49.5%

58.2%

55.3%
57.3%

11.43
24.40 10.73

5.67

●総資産　●純資産　●自己資本比率
（単位：百万円）

●1株あたり純資産　●1株あたり中間純利益
（単位：円）
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●中間連結損益計算書 （単位：百万円）

科　目
前中間期

平成24年4月 1 日から
平成24年9月30日まで

当中間期
平成25年4月 1 日から
平成25年9月30日まで

増減

売上高 46,009 39,556 △6,453
売上原価 41,937 37,262 △4,674
売上総利益 4,072 2,293 △1,778
販売費及び一般管理費 1,603 1,624 21
営業利益 2,469 669 △1,799
営業外収益 328 594 266
営業外費用 90 114 24
経常利益 2,707 1,149 △1,557
特別利益 144 268 124
特別損失 445 248 △196
税金等調整前中間純利益 2,406 1,169 △1,237
法人税、住民税及び事業税 845 331 △513
法人税等調整額 73 49 △24
少数株主損益調整前中間純利益 1,487 788 △699
少数株主利益 △0 1 1
中間純利益 1,487 786 △701

（注）記載金額は、百万円未満を切捨てて表示しております。

●中間連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円）

科　目
前中間期

平成24年4月 1 日から
平成24年9月30日まで

当中間期
平成25年4月 1 日から
平成25年9月30日まで

営業活動による
キャッシュ・フロー 1,186 1,160
投資活動による
キャッシュ・フロー △1,125 △1,505
財務活動による
キャッシュ・フロー △326 △379
現金及び現金同等物に係る
換算差額 193 457
現金及び現金同等物の
増減額 △72 △266
現金及び現金同等物の
期首残高 8,557 9,182
現金及び現金同等物の
中間期末残高 8,484 8,915

（注）記載金額は、百万円未満を切捨てて表示しております。

CHECK POINT 
現金及び現金同等物は、営業活動により11億60百万円増加した一方
で、投資活動により15億5百万円および財務活動により3億79百万円
減少し、現金及び現金同等物に係る換算差額4億57百万円を加算した
結果、89億15百万円となり、前年同期比4億31百万円（5.1％）の
増加となりました。

（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11億69百万円に仕入債務の減少19億86
百万円、法人税等の支払額9億41百万円などによる減少がありました
が、売上債権の減少20億5百万円、減価償却費の計上9億35百万円な
どにより11億60百万円の増加となりました。この結果、前年同期比
では25百万円の減少となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）
有形および無形固定資産の取得による支出15億27百万円などにより
15億5百万円の減少となりました。この結果、前年同期比では3億80
百万円の減少となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）
長期借入金の純額借入9億35百万円、セール・アンド・リースバック
による収入5億26百万円などによる増加がありましたが、短期借入金
の純額返済10億70百万円、配当金の支払額6億87百万円などにより
3億79百万円の減少となりました。この結果、前年同期比では52
百万円の減少となりました。

▶財務情報の詳細は、
　当社ホームページIRサイトを
　ご覧ください。

三井松島産業 検索検索

http://www.mitsui-matsushima.co.jp/

Click!
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会社の概況

● 会社概要（平成25年9月30日現在） ● 取締役・監査役および執行役員（平成25年11月26日現在）

商 号
設 立
資 本 金
従 業 員 数
主要な事業内容

（連結）

主要な事業所

三井松島産業株式会社
大正2年1月25日
85億7,179万5,866円
996名（連結）66名（単体）
石炭の輸入・販売
石炭の生産
宿泊施設・保養所・研修所等の運営受託
本　　社：
福岡市中央区大手門一丁目1番12号
東京支社：
東京都中央区日本橋室町二丁目2番1号
室町東三井ビルディング12F

● MITSUI MATSUSHIMA INTERNATIONAL PTY.LTD.
● MITSUI MATSUSHIMA AUSTRALIA PTY.LTD.
● MMIコールテック株式会社
● MMI Indonesia Investments PTY LTD.
● MMI Doyles Creek PTY.LTD.
● 株式会社エムアンドエムサービス
● 株式会社松島電機製作所
● 株式会社大島商事
● 松島港湾運輸株式会社
● 三井松島リソーシス株式会社
● 池島アーバンマイン株式会社
● 永田エンジニアリング株式会社
● MMエナジー株式会社
● 合同会社津屋崎太陽光発電所No.1
● 合同会社津屋崎太陽光発電所No.2

連 結 子 会 社

取 締 役

代表取締役社長 串　間　　新一郎

取 締 役 柴　崎　　則　之

取 締 役 天　野　　常　雄

取 締 役 小　栁　　慎　司

取 締 役 篠　原　　　　俊（公認会計士）
（注）取締役　篠原 俊氏は、社外取締役であります。

監 査 役

常 勤 監 査 役 髙　田　　義　雄

常 勤 監 査 役 荒　木　　隆　繁

監　 査　 役 野田部　　哲　也（弁護士）
（注）監査役　荒木隆繁氏、野田部哲也氏は、社外監査役であります。

執 行 役 員

社長執行役員※ 串　間　新一郎

専務執行役員※ 柴　崎　則　之 建機材事業部長、東京支社長

常務執行役員※ 天　野　常　雄 燃料・エネルギー事業部長
不動産事業部担当、海外業務部担当

常務執行役員※ 小　栁　慎　司
経営企画部担当、総務部担当
人事部担当、国内関連業務部担当
内部監査室担当

執 行 役 員 門　田　　　源 海外財務担当

執 行 役 員 萩野谷　陽　一 海外業務部長、東京管理部長

執 行 役 員 野　元　敏　博 経営企画部長、経理部担当、
情報システム部担当

（注）※は取締役
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所有数別
株式分布状況

所有者別
株式分布状況

所有数別
株式分布状況

所有者別
株式分布状況

所有者 株主数（名）
■金融機関
■証券会社
■事業法人他
■外国法人等
■個人・その他

所有株数
■100万株以上
■10万株以上
■1万株以上
■千株以上
■千株未満
　合　計

24.42
25.90
30.44
19.17
0.07

100.00

33,858,283
35,926,790
42,213,163
26,588,459

90,877
138,677,572

19
149
2,179
10,937
1,159
14,443

株式数（株） 比率（%）
34
53

125
14,118 75,362,565 54.34

　合　計

30,956,504 22.33
5,852,685 4.22
6,296,215 4.54113
20,209,603 14.57

14,443 138,677,572 100.00

株式数（株） 比率（%）株主数（名）

株式の概況

● 株式の状況（平成25年9月30日現在） ● 株式分布の状況（平成25年9月30日現在）

● 大株主（上位10名）（平成25年9月30日現在）

株　主　名 持株数（千株） 出資比率（%）

日本証券金融株式会社 3,878 2.80

株式会社三井住友銀行 3,318 2.39

株式会社親和銀行 3,268 2.36

日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社（信託口） 2,264 1.63

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口） 2,264 1.63

ザ チェース マンハッタン バンク
エヌエイ ロンドン エス エル
オムニバス アカウント

1,975 1.43

資産管理サービス信託銀行株式会社
（証券投資信託口） 1,825 1.32

株式会社西日本シティ銀行 1,600 1.15

三菱UFJ信託銀行株式会社 1,500 1.08

九州電力株式会社 1,500 1.08

（注）出資比率については、自己株式（28,289株）を控除して算出しております。

発 行 可 能 株 式 総 数　 …………………… 300,000,000株
発 行 済 株 式 の 総 数　 …………………… 138,677,572株

株　　　主　　　数　…………………………… 14,443名
（前期末比170名増）
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株主メモ

http://www.mitsui-matsushima.co.jp/

事 業 年 度 4月1日～翌年3月31日
期 末 配 当 金 受 領
株 主 確 定 日 3月31日

定 時 株 主 総 会 毎年6月
株 主 名 簿 管 理 人
特別口座の口座管理
機 関

三菱UFJ信託銀行株式会社

同 連 絡 先 三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
〒137-8081
東京都江東区東砂七丁目10番11号
℡ 0120-232-711（通話料無料）
URL　http://www.tr.mufg.jp/daikou/

上 場 証 券 取 引 所 東京証券取引所　福岡証券取引所
公 告 の 方 法 電子公告により行う

公告掲載URL
http://www.mitsui-matsushima.co.jp/

（ただし、電子公告によることができない
事故、その他のやむを得ない事由が生じた
ときは、日本経済新聞に公告いたします。）

（ご注意）
1．  株券電子化に伴い、株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続

きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関（証
券会社等）で承ることとなっております。口座を開設されている証
券会社等にお問合せください。株主名簿管理人（三菱UFJ信託銀行）
ではお取り扱いできませんのでご注意ください。

2．  特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、
三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、上記特別
口座の口座管理機関（三菱UFJ信託銀行）にお問合せください。

 　なお、三菱UFJ信託銀行全国各支店にてもお取次ぎいたします。
3．  未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払

いいたします。

〒810-8527
福岡市中央区大手門一丁目1番12号
TEL 092-771-2171　FAX 092-726-3267

当社では、株主の皆様の声をお聞かせいただくため、
アンケートを実施いたします。お手数ではございますが、
アンケートへのご協力をお願いいたします。

下記ＵＲＬにアクセスいただき、
アクセスコード入力後に表示される
アンケートサイトにてご回答ください。

所要時間は5分程度です。

株主の皆様の声を
お聞かせください

http : //ｗｗｗ.e-kabunushi .com
アクセスコード　1518

ご回答いただいた方の中から
抽選で薄謝（図書カード500円）
を進呈させていただきます

kabu@wjm.jpへ空メールを送信してください。（タイトル、本文は無記入）
アンケート回答用のURLが直ちに自動返信されます。

空メールによりURL自動返信

いいかぶ 検索検索

QRコード読み取り機能のついた携帯電話をお使い
の方は、右のQRコードからもアクセスできます。

携帯電話からもアクセスできます

●アンケートのお問い合わせ 
  「e -株主リサーチ事務局」

TEL： 03-5777-3900（平日 10：00～17：30）
MAIL：info@e-kabunushi.com

●アンケート実施期間は、本書がお手元に
到着してから約2ヶ月間です。

株主様向け
アンケート

※本アンケートは、株式会社 a2media（エー・ツー・メディア）の提供する
  「e-株主リサーチ」サービスにより実施いたします。
（株式会社 a2mediaについての詳細http://www.a2media.co.jp）
※ご回答内容は統計資料としてのみ使用させていただき、事前の承諾なしに
これ以外の目的に使用することはありません。


