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　株主の皆様におかれましては、ますま
すご清栄のこととお慶び申し上げます。
　第30期第2四半期連結累計期間の事
業の概況をご報告申し上げるにあたり、
日頃の皆様のご支援に厚く御礼申し上げ
ます。

　当第2四半期連結累計期間におけるわ
が国経済は、米国に端を発した金融危機
の影響により企業収益の悪化や失業率の
上昇が生じるなど、引き続き景気は停滞
いたしました。
　また、新型インフルエンザの企業経営
への影響も引き続き懸念されております。

　こうした厳しい環境の下、当社は、人
気キャラクターとのコラボレーション企
画などのオリジナル企画を実施するとと
もに、時勢に合わせた料金体系の見直し
を行い、優良客の囲い込みや集客率の向
上に努めました。
　今後は、一部店舗での営業時間延長な
ど、引き続き業績向上に向けた取り組み
を進めてまいります。

　当第2四半期連結累計期間の売上高は
408億円、営業利益は60億円、経常利
益は39億円、四半期純利益は20億円と
なりました。

　今後も業績の向上を図り、企業価値の
向上に努めてまいります。
　株主の皆様におかれましては、変わら
ぬご支援を賜りますよう、よろしくお願
い申し上げます。

　平成21年12月

代表取締役社長
杉 野 公 彦

	株主の皆様へ

To Our Shareholders
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ボウリング

「ムーンライトストライクゲーム」での記
念撮影や「ネット対戦ボウリング」で他
店舗のプレーヤーとの対戦など、当社独
自の趣向を凝らしたサービスを提供して
います。

アミューズメント

最新の大型ゲーム機やUFOキャッチャー
など、圧倒的多数のアミューズ機器を取
り揃えています。
気軽に楽しめる納得のコーナーです。

カラオケ

スタンダード店舗のイメージ 10月10日オープンの静岡・駿河店

「ミニステージ」・「マッサージチェア」の
あるお部屋も提供しています。
また、小さなお子さんやお孫さんも楽し
める「キッズルーム」も導入を始めてい
ます。

他にもいろいろ

他にも「ビリヤード」・「ダーツ」・「ピン
ポン」など、様々なサービスを提供して
います。
また一部の店舗には飲食テナントも入っ
ています。
遊び過ぎてお腹が空いても安心です。

	事業概要

『ボウリングだけじゃない、　　　　　』
体験してみてください！

いろんなシチュエーションで気軽にお楽しみいただけます。

Review of Operations
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ボ ウ リ ン グ 事 業
当社のコア事業であり、独自の様々な企画を実
施して、集客およびリピート率の向上に努めて
います。

アミューズメント事業
ボウリング事業に並ぶ収益事業です。
最新の大型ゲーム機やプライズマシンを導入し
ています。
他のアイテム待ちの時間にも気軽にお楽しみい
ただけます。

「ムーンライト
ストライクゲーム」

普段のプレイではあり
得ない「一斉投球」で
慎重かつ大胆にストラ
イクを狙ってくださ
い！

「くつろげる空間」
ゲームだけではなく、
プレイするスペース
（空間）も大切にして
います。

「スクリーンレーン」
スクリーンで迫力のプロモーション映像と音楽
が楽しめます。

「フロア外観」
大規模でアミューズメントパークを思わせるレイ
アウト。

「ルーレットゲーム」
一部の店舗ではルーレットを設置し、海外のカ
ジノの雰囲気をお楽しみいただけます。

ネット対戦ボウリング
「がんばれ！ぼうりんぐ番長！」
新たな試みとして『番長大会』機能を各店舗で
順次スタートする予定です。

	事業内容
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カ ラ オ ケ 事 業
アーティスト感覚を味わえる「ミニステージ」
やスモーク設備、「キッズルーム」などのお部屋
をご用意しています。
さらに音質向上やリラクゼーション機器も導入
するなど、競合他社との差別化を図り、サービ
ス向上に努めています。

そ の 他 事 業
前記以外にも、お客様の多様な趣向に対応すべく「ビリヤード」・「ダーツ」・「ピンポン」などもご用
意しています。
また店舗によっては、飲食テナントを誘致し、長時間滞在いただける環境作りをしています。

ス ポ ッ チ ャ 事 業
友達や親子で遊ぶことのできる公園や空き地が
少なくなってきた昨今、いろんなスポーツで爽
快に汗を流し、親子でサッカーなどを楽しむ、
そんなスペースを提供しています。

※�スポッチャ施設は一部店舗にはありません。
　�設置店舗につきましては11〜13ページの
マークの付いた店舗をご確認ください。

「ミニステージルーム」
スモーク設備とスタン
ドマイクで熱唱、スタ
ジオライブを演出しま
す。

「キッズルーム」
小さなお子さんやお孫
さんがいても大丈夫！
トイグッズを設置し、
お子様連れのファミ
リーに配慮したお部屋
です。

「3�on�3
バスケットボール」

「ローラースケート」

「ビリヤード」 「ダーツ」

Review of Operations
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新キャラクターのご紹介

『CHANGE』
企業イメージをもっと親しみやすいものとするため、ドラマやバラエティなど、多方面
でご活躍の俳優やタレントを起用しました。
新しいお客様層の開拓にも効果が期待できます。
イメージチェンジしたラウンドワンをご覧ください。

新垣結衣さん

マリエさん

中尾明慶さん

今井りかさん
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創業来培ってきた「ノウハウ」と、他を寄せ付けない『ブランド力』

複合化（TPOに合わせ楽しみたいレジャーを選択）
当社の施設は、ボウリング・アミューズメント・カラオケ・スポッチャ・�
その他多くのアイテムで営業する大型複合レジャー施設です。
その時々の気分や状況に応じて、楽しみたいシーン（レジャー）を選択でき
ることにより、お客様の幅広いニーズにお応えすることができます。
競合他社は、小規模店舗やアイテム数の少ない施設が多く、差別化に成功し
ています。

企画・運営（独自のノウハウによる多くの集客と高いリピート率）
独自のノウハウを用いたイベントや企画の実施により、4事業（ボウリ
ング・アミューズメント・カラオケ・スポッチャ）すべてにおいて、国内
でトップクラスの稼働率・集客力を維持しています。

安定的な業績（安定力を増す4本の収益の柱）
ボウリング・アミューズメント・カラオケ・スポッチャの 4本の
柱を確立することで、事業毎の好不調の変動幅を吸収し、収益の安
定化を図ることができます。

最新設備（快適な空間）
高いクオリティ（設備・内装・備品類）の提供を目指し、毎期に計画
的なリニューアルを実施しています。
お客様にリアルタイムで最新設備の醍醐味を楽しんでいただけるよう、
空間創造に努めています。

堅実な財務基盤（優れた資金調達力）
業界トップクラスの収益力や優良な財務面に裏付けられた高い資金調達力
を有しています。

	ラウンドワンの強み

Review of Operations
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【市場における将来性（優位性）】
　　国内市場における当社シェアは わずか6％
　　実質市場規模からも、まだ成長の余地があります。
　　当社の強みである『ブランド力』をベースに、一層の業績拡大を目指します。

市
場
規
模

シェア

6%

約1兆3千億円

アミューズメント
5,950億円

『レジャー白書2009より』
コミックカフェ・時間制レジャーは、当社予測による。

ボウリング
910億円

カラオケ
4,210億円

コミックカフェ
時間制レジャー
1,700億円

実質市場規模：約1兆3千億円

ラウンドワン

	市場における成長の余地

07



初年度より 3年目までの平均経常利益目標は1.1億円
とし、リース料の低減が見込まれる4年目以降の経常
利益目標は1.9億円（利益率24.4％）としています。

	新規出店計画
【出店済店舗】（平成21年7月〜11月）

店舗名 所在地 店舗タイプ
さいたま・上里 埼玉県児玉郡上里町内 スタンダード

習 志 野 千葉県習志野市内 スタンダード

山 梨 ・ 石 和 山梨県笛吹市内 スタンダード

ららぽーと新三郷 埼玉県三郷市内 スタジアム

高 知 高知県高知市内 スタンダード

静 岡 ・ 駿 河 静岡県静岡市内 スタンダード

【新規出店計画】（平成21年12月〜平成22年3月）
店舗名 所在地 店舗タイプ

市 川 鬼 高 千葉県市川市内 スタンダード

さいたま・鴻巣 埼玉県鴻巣市内 スタンダード

【スタンダード型タイプの収支モデル】
（単位：億円）

項目 金額
ボウリング 3.6�
アミューズメント 3.2
カラオケ 0.6�
その他（ビリヤード・ダーツ等） 0.4�
総売上 7.8
リース料 1.7
賃借料 1.4�
人件費 1.4�
その他費用 2.2
総費用 6.7
経常利益 1.1
純利益 0.6
経常利益率 14.1%
キャッシュ・フロー 1.1�
初期投資額 12.0
ROIC（キャッシュ・フロー÷設備投資） 9.5%

【スタンダード型タイプの施設モデル】
敷地面積 1800坪
ボウリング 36レーン
アミューズメント 260台
カラオケ 24ルーム
ビリヤード
ダーツ 15台
卓球

10月9日オープンの高知店

Review of Operations
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	平成22年3月期第2四半期実績（連結ベース）

	平成22年3月期年間計画（連結ベース）
新規出店数

11 店

売上高

860 億円

経常利益

105 億円

当期純利益

49 億円

連結貸借対照表 （単位：億円）

科 目
当第2四半期
連結会計期間末
平成21年9月30日現在

科 目
当第2四半期
連結会計期間末
平成21年9月30日現在

（資産の部） （負債の部）
流動資産 383 流動負債 281
現金及び預金 145 1年以内償還予定の社債 24
現金及び預金（責任財産限定対象） 92 短期借入金 19
売掛金 2 1年以内返済予定長期借入金 38
商品 1 1年以内返済予定長期借入金（責任財産限定） 69
貯蔵品 11 リース債務 45
その他 122 その他 83
その他（責任財産限定対象） 7 固定負債 1,291
固定資産 2,003 社債 64
有形固定資産 1,896 長期借入金 529
建物及び構築物 655 長期借入金（責任財産限定） 586
建物及び構築物（責任財産限定対象） 429 リース債務 95
土地 339 その他 14
土地（責任財産限定対象） 299 負債合計 1,573
リース資産 135 （純資産の部）
その他 36 株主資本
無形固定資産 1 資本金 191
投資その他の資産 105 資本剰余金 195

利益剰余金 435
自己株式 △3
評価・換算差額等
土地再評価差額金 △5
純資産合計 814

資産合計 2,387 負債・純資産合計 2,387
（注）記載金額は、億円未満を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書 （単位：億円）

科 目
当第2四半期
連結累計期間
平成21年4月 1 日から
平成21年9月30日まで

売上高 408
売上原価 339
売上総利益 69
販売費及び一般管理費 8
営業利益 60
営業外収益 1
営業外費用 22
経常利益 39
特別利益 0
特別損失 3
税金等調整前四半期純利益 36
法人税、住民税及び事業税 14
法人税等調整額 1
四半期純利益 20

連結キャッシュ・フロー計算書� （単位：億円）

科 目
当第2四半期
連結累計期間
平成21年4月 1 日から
平成21年9月30日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー 101

投資活動によるキャッシュ・フロー △307

財務活動によるキャッシュ・フロー 239

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0

現金及び現金同等物の増加額 32

現金及び現金同等物の期首残高 112

現金及び現金同等物の四半期末残高 145

連結子会社の資産と負債について
・現金及び預金（責任財産限定対象） ⇒連結子会社にて保有する現預金（金銭信託等を含む）です。
・建物及び構築物（責任財産限定対象）⇒連結子会社にて保有する建物・構築物（ラウンドワン店舗）です。
・土地（責任財産限定対象） ⇒連結子会社にて保有する土地（ラウンドワン店舗）です。
・短期借入金 ⇒�概ねラウンドワンが債務保証している当社建設期間中の店舗等の借入残

高です。
また、一部ラウンドワン単体の借入金も含んでいます。
（大部分はそれぞれ店舗のオープンと同時に返済され消滅します）

・1年以内返済予定長期借入金 ⇒連結子会社にて調達した非遡及型借入金（ノンリコースローン）で1年以内
に返済されるものです。（責任財産限定）

・長期借入金（責任財産限定） ⇒�連結子会社にて調達した非遡及型借入金（ノンリコースローン）で1年以内
に返済されないものです。

（注）緑字のものは、連結子会社（特別目的会社に係る匿名組合等）の資産・負債です。
また、連結財務諸表作成にあたって匿名組合等への出資金等が内部消去されておりますので、左記の緑字で
示された金額を単純に合計しても、貸借はバランスいたしません。
左記の連結貸借対照表は、科目を要約しております。
詳細は、平成22年3月期第2四半期決算短信等（弊社ホームページに掲載）を参照願います。

（注）記載金額は、億円未満を切り捨てて表示しております。

（注）記載金額は、億円未満を切り捨てて表示しております。
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【北海道・東北地区】 （平成21年11月現在）

SP店 店舗名 電話番号 住所
旭川 0166-49-5071 北海道旭川市永山3条1-4-7
函館 0138-49-8401 北海道函館市西桔梗町848-11
札幌北21条 011-733-8801 北海道札幌市東区北21条東1-1-21
札幌白石本通 011-865-8051 北海道札幌市白石区本通16-北1-50
青森 017-762-3591 青森県青森市浜田3-1-1
盛岡 019-654-9011 岩手県盛岡市盛岡駅西通2-10-35
仙台苦竹 022-788-2581 宮城県仙台市宮城野区苦竹1-7-10
秋田 018-896-6711 秋田県秋田市卸町1-1-2
郡山 024-941-3191 福島県郡山市向河原町4-55
福島 024-525-4731 福島県福島市太田町14-18

【関東地区】
SP店 店舗名 電話番号 住所

宇都宮 028-614-8171 栃木県宇都宮市江曽島町2072-1
足利 0284-70-3001 栃木県足利市堀込町字宮前196-1
栃木・樋ノ口 0282-20-2301 栃木県栃木市樋ノ口町55-1
前橋 027-287-1501 群馬県前橋市天川大島町1101-1
上尾 048-778-3411 埼玉県上尾市大字平塚917-1
大宮 048-658-5666 埼玉県さいたま市大宮区宮町4-90-7
朝霞 048-450-1822 埼玉県朝霞市膝折町2-16-10
入間 04-2960-1521 埼玉県入間市小谷田3-7-25
さいたま・栗橋 0480-55-0831 埼玉県北葛飾郡栗橋町大字小右衛門192-1
草加 048-920-3701 埼玉県草加市谷塚上町204-1
わらび 048-447-8080 埼玉県蕨市北町5-1-6
さいたま・上里 0495-35-2201 埼玉県児玉郡上里町大字金久保宇周川394-1
ららぽーと新三郷 048-950-7501 埼玉県三郷市新三郷ららシティ3-1-1�ららぽーと新三郷�2階�20000番
市原 0436-44-8801 千葉県市原市八幡北町3-5-1
柏 047-160-4060 千葉県柏市弥生町8-53
八千代村上 047-481-6181 千葉県八千代市村上南1-5-54
習志野 047-408-1901 千葉県習志野市芝園1-4-5
南砂 03-5617-6911 東京都江東区南砂6-7-15　トピレックプラザ
瑞穂 042-539-0805 東京都西多摩郡瑞穂町むさし野3-11-3
足立江北 03-5837-3271 東京都足立区江北7-6-4
町田 042-710-0091 東京都町田市森野1-13-14
八王子 042-623-6177 東京都八王子市万町53
板橋 03-5922-3521 東京都板橋区相生町16-13
武蔵村山 042-520-3211 東京都武蔵村山市伊奈平3-1-1
横浜戸塚 045-858-1201 神奈川県横浜市戸塚区影取町1759-5
横浜綱島 045-533-6151 神奈川県横浜市港北区樽町2-6-40　T-PLATZ
横浜駅西口 045-412-0880 神奈川県横浜市西区南幸2-8-16
高津 044-813-3711 神奈川県川崎市高津区二子4-8-1
川崎大師 044-270-1541 神奈川県川崎市川崎区殿町1-5-1

	店舗のご案内（全国103店舗）
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【東海・北陸・甲信越地区】
SP店 店舗名 電話番号 住所

新潟 025-280-1322 新潟県新潟市中央区美咲町2-1-38
長野 026-254-5801 長野県長野市大字東和田827-6
山梨・石和 055-261-9501 山梨県笛吹市石和町広瀬737-1
金沢 076-245-1850 石川県金沢市横川6-120-1
富士 0545-51-3636 静岡県富士市八代町4-15
浜松 053-461-1101 静岡県浜松市東区天王町諏訪1981-17
静岡・駿河 054-201-1601 静岡県静岡市駿河区手越75
千種 052-238-1615 愛知県名古屋市千種区新栄3-20-17　タイホウ千種駅南ビル
鳴海 052-899-0700 愛知県名古屋市緑区鳴海町杜若28
名駅南 052-350-4511 愛知県名古屋市中川区松重町4-35　Taiho名駅南ビル
中川1号線 052-665-5353 愛知県名古屋市中川区法蔵町2-23
刈谷境川 0566-26-6811 愛知県刈谷市今川町阿野前12-1　京楽ASKビル
名古屋西春 0568-26-4001 愛知県北名古屋市宇福寺神明15
半田 0569-25-7351 愛知県半田市瑞穂町6-7-8
豊橋 0532-65-2212 愛知県豊橋市大岩町字岩田27-2
みえ川越ＩC 059-361-2130 三重県三重郡川越町南福崎851-1
津・高茶屋 059-238-0011 三重県津市高茶屋小森町277-8

【関西地区①】
SP店 店舗名 電話番号 住所

京都河原町 075-213-8400 京都府京都市中京区河原町通三条下ル山崎町250
京都伏見 075-622-9911 京都府京都市伏見区下鳥羽平塚町131
伊丹 072-775-4150 兵庫県伊丹市昆陽7-29
加古川 079-429-2513 兵庫県加古川市尾上町安田325-6
三宮駅前 078-252-7200 兵庫県神戸市中央区小野柄通6-1-17
新開地 078-579-8282 兵庫県神戸市兵庫区新開地2-3-4　大京聚楽館ビル
川西 072-740-1048 兵庫県川西市栄町16-6
尼崎 06-6483-3031 兵庫県尼崎市西難波町4-5-25
JR尼崎駅前 06-6495-4177 兵庫県尼崎市潮江1-4-5　プラストいきいき館
姫路飾磨 079-243-1830 兵庫県姫路市飾磨区中島1-254
宝塚 0797-86-4001 兵庫県宝塚市栄町1-14-3
守口 06-6907-9270 大阪府守口市佐太東町2-6-14　ジャガーグリーン
茨木 072-640-3500 大阪府茨木市南清水町3-5
高槻 072-672-9933 大阪府高槻市辻子3-6-4
堺駅前 072-222-0120 大阪府堺市堺区戎島町4-44-3
堺中央環状 072-253-9559 大阪府堺市東区石原町2-241
泉北 072-298-8282 大阪府堺市南区原山台1-14-2
新御堂緑地 06-6378-5811 大阪府吹田市春日1-7-33
城東放出 06-6936-0100 大阪府大阪市城東区今福南3-4-38
北心斎橋 06-4704-2210 大阪府大阪市中央区南船場3-6-18
東淀川 06-6160-2221 大阪府大阪市東淀川区菅原7-14-29
平野 06-6795-2467 大阪府大阪市平野区平野馬場1-4-4
大東 072-806-0222 大阪府大東市南新田2-3-22
東大阪 06-6224-1700 大阪府東大阪市若江南町1-2-12

（関西地区次頁へ続く）
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株 主 優 待 制 度
100株以上500株未満の株主様
500円割引券　 4枚
クラブカード引換券　 2枚

500株以上の株主様
500円割引券　 8枚
クラブカード引換券　 2枚9月30日および3月31日を割当

基準日とし、その時点における株
主名簿に基づき、株主用割引券お
よび引換券をお配りいたします。
なお、有効期限を設けております
ので、あらかじめご了承ください。

【関西地区②】
SP店 店舗名 電話番号 住所

豊中 06-6865-2200 大阪府豊中市名神口1-1-1
岸和田 072-429-1100 大阪府岸和田市八阪町2-11-1
枚方 072-864-0800 大阪府枚方市高野道1-20-20
奈良 0742-30-4575 奈良県奈良市大宮町7-1-43
和歌山 073-421-8210 和歌山県和歌山市小雑賀739-3

【中国・四国地区】
SP店 店舗名 電話番号 住所

広島 082-545-8910 広島県広島市中区立町3-11
福山 084-973-9891 広島県福山市明神町1-9-28
岡山妹尾 086-282-8851 岡山県岡山市南区妹尾3413-1
徳島・万代 088-612-0025 徳島県徳島市万代町4-19-1
高知 088-804-3070 高知県高知市南宝永町4-12
高松 087-812-6115 香川県高松市松島町2-7-43
下関 083-261-2280 山口県下関市東大和町1-3-15

【九州地区】
SP店 店舗名 電話番号 住所

福岡天神 092-720-8101 福岡県福岡市中央区天神2-6-12
博多半道橋 092-475-6611 福岡県福岡市博多区半道橋2-2-8
小倉 093-562-8805 福岡県北九州市小倉北区西港町15-65
大野城 092-504-7411 福岡県大野城市御笠川1-18-16
佐賀 0952-36-7070 佐賀県佐賀市兵庫町大字藤木1110
大分 097-573-2800 大分県大分市萩原2-13-17
熊本 096-325-7200 熊本県熊本市春日7-25-15
宮崎 0985-63-1210 宮崎県宮崎市中村東3-4-60
鹿児島宇宿 099-284-0655 鹿児島県鹿児島市宇宿2-2-2
沖縄・宜野湾 098-870-2110 沖縄県宜野湾市真志喜3-28-8
沖縄・南風原 098-940-6670 沖縄県島尻郡南風原町字兼城下茂原552

	株主優待の
	 お知らせ

SAMPLE SAMPLE
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所有者別株式分布

役員
代表取締役社長 杉 野 公 彦

常務取締役 西 村 孝 之

常務取締役 吉　田　健三郎

取 締 役 田 川 由 登

取 締 役 西 村 直 人

取 締 役 坂 本 民 也

取 締 役 稲 垣 隆 弘

取 締 役 寺 本 俊 孝

常勤監査役 三 輪 和 三

監 査 役 岩 川 　 浩

監 査 役 奥 田 純 司

証券会社　3.21％

外国法人等　10.89％

金融機関
27.89％

個人その他
57.38％

その他の法人　0.41％

自己名義株式　0.22％

	会社情報・株式情報

会社概要
社 名 株式会社ラウンドワン

（英文名　ROUND�ONE�Corporation）
設 立 昭和55年12月25日
本 社 大阪府堺市堺区戎島町4丁45番地1

堺駅前ポルタスセンタービル
電話（072）224−5115（代表）

資 本 金 19,124,591,490円
事業内容 ボウリング＆アミューズメントを核とし

た複合型レジャー施設の経営を主な事業
内容としております。

従業員数 1,231名
（注）�上記従業員数には、嘱託社員及び

パートタイマーは含まれておりま
せん。

当社ホームページ
（http://www.round1.co.jp/）に
「会社情報」、「店舗案内」など様々な
情報を掲載しております。

株式の状況
発行可能株式総数 249,700,000株
発行済株式の総数 72,933,719株
株主数 22,007名

平成21年9月30日現在

※�監査役�岩川浩氏および監査役�奥田純司氏は、
社外監査役であります。
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http://www.round1.co.jp/

株　主　メ　モ

【株式に関する住所変更等のお届出およびご照会について】
　証券会社に口座を開設されている株主様は、住所変更等のお届出およびご照会は、口座のある証券会
社宛にお願いいたします。
　証券会社に口座を開設されていない株主様は、上記の電話照会先にご連絡ください。

【特別口座について】
　株券電子化前に「ほふり」（株式会社証券保管振替機構）を利用されていなかった株主様には、株主名
簿管理人である上記の住友信託銀行株式会社に口座（特別口座といいます）を開設いたしました。
　特別口座についてのご照会および住所変更等のお届出は、上記の電話照会先にお願いいたします。

事 業 年 度 毎年4月1日から翌年3月31日まで
定 時 株 主 総 会 毎年6月開催
基 準 日 「定時株主総会」毎年3月31日

「期末配当金」毎年3月31日
「中間配当金」毎年9月30日
（その他、必要があるときは、あらかじめ公告いたします）

公 告 方 法 電子公告
URL：http://www.round1.co. jp/company/ir/denshi.html
（ただし、電子公告による公告ができない事故、その他のやむを得ない事由が
生じたときは、日本経済新聞に掲載いたします）

上 場 証 券 取 引 所 東京証券取引所（市場第一部）
大阪証券取引所（市場第一部）

株主名簿管理人および 大阪市中央区北浜四丁目5番33号
特別口座の口座管理機関 住友信託銀行株式会社

株 主 名 簿 管 理 人 大阪市中央区北浜四丁目5番33号
事 務 取 扱 場 所 住友信託銀行株式会社　証券代行部

（ 郵 便 物 送 付 先 ） 〒183-8701
東京都府中市日鋼町1番10
住友信託銀行株式会社　証券代行部

（ 電 話 照 会 先 ） 0120-176-417

（インターネット
ホームページU R L ）

http://www.sumitomotrust.co.jp/STA/retail/service/daiko/index.
html
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