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会社概要
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・ 商 号 株式会社サンエー

・ 創 業 昭和25年1月5日

・ 会 社 設 立 昭和45年5月28日

・ 資 本 金 37億円

・ 代 表 者 代表取締役会長 折田 譲治

代表取締役社長 上地 哲誠

・ 本社所在地 〒901-2733 沖縄県宜野湾市大山7丁目2番10号

・ 事 業 内 容 食料品と衣料品ならびに家電・日用雑貨等の住居関連用品の小売業

・ 従 業 員 数 1,494人（6,579人）
※当社から当社グループへの出向者を含む
※（ ）内は臨時従業員数（1人8時間換算）

・ 連結子会社 ㈱ローソン沖縄、㈱サンエー浦添西海岸開発、㈱サンエーパルコ



沿革
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昭和45年５月 沖縄県那覇市安里に株式会社サンエーを設立（資本金50千ドル）
昭和45年７月 沖縄県那覇市安里に1号店「那覇店」を開店
昭和47年５月 本土復帰に伴う通貨の切換えにより、資本金は24,400千円となる
昭和52年６月 食品部門を開設
昭和57年９月 サンエー運輸株式会社（非連結子会社）を設立
昭和59年11月 大山流通センターを開設、DCを稼動
昭和60年５月 沖縄県宜野湾市大山に本社を移転
昭和60年６月 生鮮加工センター（現・食品加工センター）を開設
昭和60年11月 沖縄県浦添市に郊外型ＳＣ 「マチナトショッピングセンター」（現「マチナトシティ」）を開店
平成元年９月 ニチリウ（日本流通産業株式会社）グループに加盟
平成４年９月 食品加工センター内に食品工場を稼動
平成７年４月 株式会社ダイイチ（現「株式会社エディオン」）とFC契約を締結し、家電販売を開始
平成10年10月 「サンエーカード」（ポイントカード）を導入
平成12年９月 日本証券業協会に店頭登録
平成14年１月 株式会社ジョイフルとＦＣ契約を締結し、レストラン「ジョイフル」1号店（FC）を開店
平成14年10月 「那覇メインプレイス」（売場面積32,312㎡）を開店
平成17年２月 東京証券取引所市場第二部に上場
平成17年７月 沖縄県宜野湾市にＮＳＣ１号店「大山シティ」を開店
平成18年２月 東京証券取引所市場第一部に上場 
平成18年７月 ＩＳＯ２２０００認証取得（食品加工センター）
平成18年10月 ドラッグストア「マツモトキヨシ」１号店（FC）を開店
平成21年12月 株式会社ローソンとの合弁会社「株式会社ローソン沖縄」（連結子会社）が運営を開始
平成24年７月 「東急ハンズ」１号店（FC）を開店
平成25年８月 株式会社良品計画と「無印良品」ライセンスト・ストア基本契約を締結し、同年10月に１号店を開店
平成26年10月 株式会社フェニックスとサブライセンス契約を締結し、「ピザハット Express（エクスプレス）」１号店を開店
平成27年11月 「株式会社サンエー浦添西海岸開発」（連結子会社）を設立
平成28年12月 株式会社パルコとの合弁会社「株式会社サンエーパルコ」（連結子会社）を設立

　　当社の前身は、創業者故折田喜作が昭和25年１月、沖縄県宮古島市（旧平良市）に
　創業した個人経営の雑貨店「オリタ商店」であります。
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		　　当社の前身は、創業者故折田喜作が昭和25年１月、沖縄県宮古島市（旧平良市）に
　創業した個人経営の雑貨店「オリタ商店」であります。

		昭和45年５月		沖縄県那覇市安里に株式会社サンエーを設立（資本金50千ドル）

		昭和45年７月		沖縄県那覇市安里に1号店「那覇店」を開店 オキナワケンナハシアサトゴウテン

		昭和47年５月		本土復帰に伴う通貨の切換えにより、資本金は24,400千円となる

		昭和52年６月		食品部門を開設 カイセツ

		昭和57年９月		サンエー運輸株式会社（非連結子会社）を設立

		昭和59年11月		大山流通センターを開設、DCを稼動 カイセツ

		昭和60年５月		沖縄県宜野湾市大山に本社を移転

		昭和60年６月		生鮮加工センター（現・食品加工センター）を開設

		昭和60年11月		沖縄県浦添市に郊外型ＳＣ 「マチナトショッピングセンター」（現「マチナトシティ」）を開店 ゲン

		平成元年９月		ニチリウ（日本流通産業株式会社）グループに加盟

		平成４年９月		食品加工センター内に食品工場を稼動

		平成６年５月		外食ロードサイドレストラン１号店「和風亭小禄店」を開店

		平成７年４月		株式会社ダイイチ（現「株式会社エディオン」）とFC契約を締結し、家電販売を開始

		平成10年10月		「サンエーカード」（ポイントカード）を導入

		平成12年９月		日本証券業協会に店頭登録

		平成14年１月		株式会社ジョイフルとＦＣ契約を締結し、レストラン「ジョイフル」1号店（FC）を開店 カブシキガイシャケイヤクテイケツゴウテン

		平成14年10月		「那覇メインプレイス」（売場面積32,312㎡）を開店

		平成17年２月		東京証券取引所市場第二部に上場

		平成17年７月		沖縄県宜野湾市にＮＳＣ１号店「大山シティ」を開店

		平成18年２月		東京証券取引所市場第一部に上場 

		平成18年７月		ＩＳＯ２２０００認証取得（食品加工センター）

		平成18年10月		ドラッグストア「マツモトキヨシ」１号店（FC）を開店

		平成21年12月　		株式会社ローソンとの合弁会社「株式会社ローソン沖縄」（連結子会社）が運営を開始 カブシキガイシャレンケツコガイシャ

		平成24年７月　		「東急ハンズ」１号店（FC）を開店 トウキュウゴウテンカイテン

		平成25年４月　		「タリーズコーヒー」１号店（FC）を開店 ゴウテンカイテン

		平成25年８月　		株式会社良品計画と「無印良品」ライセンスト・ストア基本契約を締結し、同年10月に１号店を開店

		平成26年10月 ヘイセイネンガツ		株式会社フェニックスとサブライセンス契約を締結し、「ピザハット Express（エクスプレス）」１号店を開店

		平成27年11月 ヘイセイネンガツ		「株式会社サンエー浦添西海岸開発」（連結子会社）を設立 カブシキガイシャウラソエニシカイガンカイハツレンケツコガイシャセツリツ

		平成28年12月 ヘイセイネンガツ		株式会社パルコとの合弁会社「株式会社サンエーパルコ」（連結子会社）を設立 カブシキガイシャゴウベンガイシャカブシキガイシャレンケツコガイシャセツリツ







店舗の状況（平成30年２月末現在）
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沖縄本島

総合店舗 ： 20

衣料・住関店舗 ： 1

食品店舗 ： 41

外食店舗 ： 11

ドラッグストア ： 2

ホテル ： 1

宮古島

総合店舗 ： 1

食品店舗 ： 2

外食店舗 ： 2

石垣島

総合店舗 ： 1

外食店舗 ： 1

沖縄本島
コンビニエンスストア
（ＣＶＳ）

直営店 ： 3

ＦＣ店 ： 221

店舗数 合計 83店舗（単体）
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人口推移

平成30年1月現在
人口 1,446千人
前年同月比 0.29％増

（出所：沖縄県企画部統計課 「沖縄県推計人口」）

昭和47年
人口 959千人

沖縄県の経済環境

合計特殊出生率（昭和50年～平成27年）
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人口構成（平成27年）
（出所：厚生労働省 「人口動態調査」）

平成27年
全国：1.45
沖縄：1.96

合計特殊出生率：一人の女性が一生に産む子供の数の平均

（出所：総務省「平成27年国勢調査」）

人口は継続増加、2030年まで増加予想（※国立社会保障・人口問題研究所による推計）
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				人口 ジンコウ		観光客数 カンコウキャクスウ

		1/1/72		959,615		443,692

		1/1/73		992,756		742,644

		1/1/74		1,019,942		805,255

		1/1/75		1,042,572		1,558,059

		1/1/76		1,060,374		836,108

		1/1/77		1,072,578		1,201,156

		1/1/78		1,083,245		1,502,410

		1/1/79		1,095,065		1,807,941

		1/1/80		1,106,559		1,808,036

		1/1/81		1,117,510		1,930,023

		1/1/82		1,130,195		1,898,216

		1/1/83		1,145,311		1,851,994

		1/1/84		1,161,503		2,053,500

		1/1/85		1,179,097		2,081,900

		1/1/86		1,191,547		2,028,800

		1/1/87		1,202,209		2,250,700

		1/1/88		1,210,346		2,395,400

		1/1/89		1,217,458		2,671,100

		1/1/90		1,222,398		2,958,200

		1/1/91		1,229,296		3,014,500

		1/1/92		1,238,754		3,151,900

		1/1/93		1,249,314		3,186,800

		1/1/94		1,261,856		3,178,900

		1/1/95		1,273,440		3,278,900

		1/1/96		1,281,205		3,459,500

		1/1/97		1,289,251		3,867,200

		1/1/98		1,298,139		4,126,500

		1/1/99		1,308,010		4,558,700

		1/1/00		1,318,220		4,521,200

		1/1/01		1,326,518		4,433,400

		1/1/02		1,335,871		4,834,500

		1/1/03		1,344,148		5,084,700

		1/1/04		1,353,010		5,153,200

		1/1/05		1,361,594		5,500,100

		1/1/06		1,368,137		5,637,800

		1/1/07		1,373,754

		1/1/08		1,377,708

		1/1/09		1,389,030

		1/1/10		1,391,743

		1/1/11		1,396,122

		1/1/12		1,404,878

		1/1/13		1,412,756				147.2%

		1/1/14		1,419,385				147.9%

		1/1/15		1,425,085		100.4%		148.5%

		1/1/16		1,432,386		100.5%		149.3%

		1/1/17		1,442,228		100.7%		150.3%

		1/1/18		1,446,469		100.3%		150.7%
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				0～14歳 サイ		15～64歳 サイ		65歳～ サイ

		沖縄 オキナワ		17.4		62.9		19.6

		全国 ゼンコク		12.6		60.7		26.6
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																																																																						平成21年		人口動態調査

																																																																						１Ｂ　上巻　出生　　第４．５表		都道府県別にみた年次別合計特殊出生率

																																																																						注：１）全国値は母の年齢１５～４９歳の各歳における出生率の合計である。

														1975		1980		1985		1990		1995		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015												　　　　都道府県の値は年齢５歳階級における出生率５倍の合計である。

												2		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29												　　　　国勢調査年次は国勢調査確定数の日本人人口、他の年次は１０月１日現在推計人口(５歳階級)の総人口を用いた。

												都道府県別にみた年次別合計特殊出生率																																										（人） ニン				（人） ニン												資料：　国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集」、厚生労働省「人口動態統計」。

														昭50		昭55		昭60		平02		平07		平10		平11		平12		平13		平14		平15		平16		平17		平18		平19		平20		平21		平22		平23		平24		平25		平26		平27														1960		1965		1970		1975		1980		1985		1990		1995		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009

												全　　　国		1.91		1.75		1.76		1.54		1.42		1.38		1.34		1.36		1.33		1.32		1.29		1.29		1.26		1.32		1.34		1.37		1.37		1.39		1.39		1.41		1.43		1.42		1.43												全　　　国		2		2.14		2.13		1.91		1.75		1.76		1.54		1.42		1.38		1.34		1.36		1.33		1.32		1.29		1.29		1.26		1.32		1.34		1.37		1.37

								1		47		1．沖　縄		2.88		2.38		2.31		1.95		1.87		1.83		1.79		1.82		1.83		1.76		1.72		1.72		1.72		1.74		1.75		1.78		1.79		1.87		1.86		1.90		1.94		1.86		1.96		46		4601		46		1		46．北海道		０１北海道		2.17		2.13		1.93		1.82		1.64		1.61		1.43		1.31		1.26		1.2		1.23		1.21		1.22		1.2		1.19		1.15		1.18		1.19		1.2		1.19

								2		45		2．宮　崎		2.11		1.93		1.90		1.68		1.70		1.62		1.56		1.62		1.60		1.56		1.49		1.52		1.48		1.55		1.59		1.60		1.61														42		4202		42		2		42．青　森		０２青　森		2.48		2.45		2.25		2		1.85		1.8		1.56		1.56		1.5		1.46		1.47		1.47		1.44		1.35		1.35		1.29		1.31		1.28		1.3		1.26

								3		43		3．熊　本		1.94		1.83		1.85		1.65		1.61		1.55		1.52		1.56		1.52		1.50		1.48		1.47		1.46		1.50		1.54		1.58		1.58														26		2603		26		3		26．岩　手		０３岩　手		2.3		2.22		2.11		2.14		1.95		1.88		1.72		1.62		1.57		1.52		1.56		1.52		1.5		1.45		1.43		1.41		1.39		1.39		1.39		1.37

								4		46		4．鹿児島		2.11		1.95		1.93		1.73		1.62		1.56		1.50		1.58		1.53		1.52		1.49		1.46		1.49		1.51		1.54		1.59		1.56														43		4304		43		4		43．宮　城		０４宮　城		2.13		2.08		2.06		1.96		1.86		1.8		1.57		1.46		1.39		1.35		1.39		1.33		1.31		1.27		1.24		1.24		1.25		1.27		1.29		1.25

								5		18		5．福　井		2.06		1.93		1.93		1.75		1.67		1.60		1.57		1.60		1.52		1.51		1.47		1.45		1.50		1.50		1.52		1.54		1.55														37		3705		37		5		37．秋　田		０５秋　田		2.09		2.03		1.88		1.86		1.79		1.69		1.57		1.56		1.48		1.45		1.45		1.4		1.37		1.31		1.3		1.34		1.34		1.31		1.32		1.29

								47		13		47．東　京		1.63		1.44		1.44		1.23		1.11		1.05		1.03		1.07		1.00		1.02		1.00		1.01		1.00		1.02		1.05		1.09		1.12		1.12		1.06		1.09		1.13		1.15		1.24		23		2306		23		6		23．山　形		０６山　形		2.04		2.04		1.98		1.96		1.93		1.87		1.75		1.69		1.61		1.59		1.62		1.58		1.54		1.49		1.47		1.45		1.45		1.42		1.44		1.39

																																																												9		907		9		7		9．福　島		０７福　島		2.43		2.31		2.16		2.13		1.99		1.98		1.79		1.72		1.65		1.63		1.65		1.6		1.57		1.54		1.51		1.49		1.49		1.49		1.52		1.49

																																																												27		2608		26		8		26．茨　城		０８茨　城		2.31		2.35		2.3		2.09		1.87		1.86		1.64		1.53		1.44		1.42		1.47		1.4		1.38		1.34		1.33		1.32		1.35		1.35		1.37		1.37

																																																												15		1509		15		9		15．栃　木		０９栃　木		2.22		2.27		2.21		2.06		1.86		1.9		1.67		1.52		1.44		1.41		1.48		1.43		1.4		1.38		1.37		1.4		1.4		1.39		1.42		1.43

																																																												25		2510		25		10		25．群　馬		１０群　馬		2.03		2.21		2.16		1.99		1.81		1.85		1.63		1.56		1.45		1.41		1.51		1.42		1.41		1.38		1.35		1.39		1.36		1.36		1.4		1.38

																																																												39		3911		39		11		39．埼　玉		１１埼　玉		2.16		2.4		2.35		2.06		1.73		1.72		1.5		1.41		1.28		1.23		1.3		1.24		1.23		1.21		1.2		1.22		1.24		1.26		1.28		1.28

																																																												35		3512		35		12		35．千　葉		１２千　葉		2.13		2.31		2.28		2.03		1.74		1.75		1.47		1.36		1.26		1.22		1.3		1.24		1.24		1.2		1.22		1.22		1.23		1.25		1.29		1.31

																																																												47		4713		47		13		47．東　京		１３東　京		1.7		2		1.96		1.63		1.44		1.44		1.23		1.11		1.05		1.03		1.07		1		1.02		1		1.01		1		1.02		1.05		1.09		1.12

																																																												40		3914		39		14		39．神奈川		１４神奈川		1.89		2.22		2.23		1.95		1.7		1.68		1.45		1.34		1.28		1.24		1.28		1.22		1.22		1.21		1.2		1.19		1.23		1.25		1.27		1.28

																																																												28		2615		26		15		26．新　潟		１５新　潟		2.13		2.24		2.1		2.03		1.88		1.88		1.69		1.59		1.54		1.48		1.51		1.45		1.38		1.34		1.34		1.34		1.37		1.37		1.37		1.37

																																																												29		2616		26		16		26．富　山		１６富　山		1.91		1.94		1.94		1.94		1.77		1.79		1.56		1.49		1.44		1.43		1.45		1.4		1.41		1.35		1.37		1.37		1.34		1.34		1.38		1.37

																																																												21		2117		21		17		21．石　川		１７石　川		2.05		2.11		2.07		2.08		1.87		1.79		1.6		1.46		1.45		1.38		1.45		1.4		1.37		1.38		1.35		1.35		1.36		1.4		1.41		1.4

																																																												5		518		5		18		5．福　井		１８福　井		2.17		2.25		2.1		2.06		1.93		1.93		1.75		1.67		1.6		1.57		1.6		1.52		1.51		1.47		1.45		1.5		1.5		1.52		1.54		1.55

																																																												36		3519		35		19		35．山　梨		１９山　梨		2.16		2.3		2.2		1.98		1.76		1.85		1.62		1.6		1.48		1.44		1.51		1.42		1.39		1.37		1.36		1.38		1.34		1.35		1.35		1.31

																																																												16		1520		15		20		15．長　野		２０長　野		1.94		2.1		2.09		2.05		1.89		1.85		1.71		1.64		1.57		1.52		1.59		1.5		1.47		1.44		1.42		1.46		1.44		1.47		1.45		1.43

																																																												30		2621		26		21		26．岐　阜		２１岐　阜		2.04		2.22		2.12		2		1.8		1.81		1.57		1.49		1.43		1.4		1.47		1.37		1.38		1.36		1.31		1.37		1.35		1.34		1.35		1.37

																																																												17		1522		15		22		15．静　岡		２２静　岡		2.11		2.21		2.12		2.02		1.8		1.85		1.6		1.48		1.42		1.39		1.47		1.4		1.41		1.37		1.37		1.39		1.39		1.44		1.44		1.43

																																																												18		1523		15		23		15．愛　知		２３愛　知		1.9		2.23		2.19		2.02		1.81		1.82		1.57		1.47		1.42		1.38		1.44		1.36		1.34		1.32		1.34		1.34		1.36		1.38		1.43		1.43

																																																												22		2124		21		24		21．三　重		２４三　重		1.95		2.19		2.04		1.99		1.82		1.8		1.61		1.5		1.43		1.38		1.48		1.38		1.4		1.35		1.34		1.36		1.35		1.37		1.38		1.4

																																																												14		1425		14		25		14．滋　賀		２５滋　賀		2.02		2.19		2.19		2.13		1.96		1.97		1.75		1.58		1.51		1.49		1.53		1.46		1.44		1.41		1.41		1.39		1.41		1.42		1.45		1.44

																																																												45		4526		45		26		45．京　都		２６京　都		1.72		2.02		2.02		1.81		1.67		1.68		1.48		1.33		1.26		1.22		1.28		1.2		1.17		1.15		1.14		1.18		1.19		1.18		1.22		1.2

																																																												41		3927		39		27		39．大　阪		２７大　阪		1.81		2.2		2.17		1.9		1.67		1.69		1.46		1.33		1.31		1.28		1.31		1.24		1.22		1.2		1.2		1.21		1.22		1.24		1.28		1.28

																																																												34		3428		34		28		34．兵　庫		２８兵　庫		1.9		2.15		2.12		1.96		1.76		1.75		1.53		1.41		1.38		1.35		1.38		1.29		1.29		1.25		1.24		1.25		1.28		1.3		1.34		1.33

																																																												44		4429		44		29		44．奈　良		２９奈　良		1.87		2.09		2.08		1.85		1.7		1.69		1.49		1.36		1.3		1.23		1.3		1.22		1.21		1.18		1.16		1.19		1.22		1.22		1.22		1.23

																																																												32		3230		32		30		32．和歌山		３０和歌山		1.95		2.21		2.1		1.95		1.8		1.79		1.55		1.48		1.44		1.4		1.45		1.41		1.35		1.32		1.28		1.32		1.34		1.34		1.41		1.36

																																																												13		1331		13		31		13．鳥　取		３１鳥　取		2.05		2.08		1.96		2.02		1.93		1.93		1.82		1.69		1.62		1.52		1.62		1.58		1.51		1.53		1.5		1.47		1.51		1.47		1.43		1.46

																																																												6		532		5		32		5．島　根		３２島　根		2.13		2.1		2.02		2.1		2.01		2.01		1.85		1.73		1.67		1.61		1.65		1.6		1.52		1.48		1.48		1.5		1.53		1.53		1.51		1.55

																																																												24		2333		23		33		23．岡　山		３３岡　山		1.89		1.99		2.03		2.05		1.86		1.89		1.66		1.55		1.49		1.45		1.51		1.46		1.44		1.38		1.38		1.37		1.4		1.41		1.43		1.39

																																																												12		1234		12		34		12．広　島		３４広　島		1.92		2.07		2.07		2.05		1.84		1.83		1.63		1.48		1.42		1.37		1.41		1.37		1.34		1.34		1.33		1.34		1.37		1.43		1.45		1.47

																																																												19		1535		15		35		15．山　口		３５山　口		1.92		2		1.98		1.92		1.79		1.82		1.56		1.5		1.46		1.42		1.47		1.43		1.41		1.36		1.36		1.38		1.4		1.42		1.43		1.43

																																																												33		3336		33		36		33．徳　島		３６徳　島		2.02		2.12		1.97		1.89		1.76		1.8		1.61		1.52		1.42		1.39		1.45		1.39		1.36		1.32		1.31		1.26		1.31		1.3		1.3		1.35

																																																												11		1137		11		37		11．香　川		３７香　川		1.84		1.99		1.97		1.96		1.82		1.81		1.6		1.51		1.47		1.45		1.53		1.43		1.46		1.42		1.43		1.43		1.42		1.48		1.47		1.48

																																																												20		2038		20		38		20．愛　媛		３８愛　媛		2.1		2.2		2.02		1.97		1.79		1.78		1.6		1.53		1.46		1.4		1.45		1.4		1.35		1.36		1.33		1.35		1.37		1.4		1.4		1.41

																																																												38		3739		37		39		37．高　知		３９高　知		1.94		2.02		1.97		1.91		1.64		1.81		1.54		1.51		1.44		1.43		1.45		1.42		1.38		1.34		1.3		1.32		1.33		1.31		1.36		1.29

																																																												31		2640		26		40		26．福　岡		４０福　岡		1.92		2		1.95		1.83		1.74		1.75		1.52		1.42		1.37		1.31		1.36		1.31		1.29		1.25		1.25		1.26		1.3		1.34		1.37		1.37

																																																												10		941		9		41		9．佐　賀		４１佐　賀		2.35		2.28		2.13		2.03		1.93		1.95		1.75		1.64		1.62		1.59		1.67		1.62		1.56		1.51		1.49		1.48		1.5		1.51		1.55		1.49

																																																												7		742		7		42		7．長　崎		４２長　崎		2.72		2.54		2.33		2.13		1.87		1.87		1.7		1.6		1.58		1.52		1.57		1.52		1.48		1.45		1.46		1.45		1.49		1.48		1.5		1.5

																																																												3		343		3		43		3．熊　本		４３熊　本		2.25		2.19		1.98		1.94		1.83		1.85		1.65		1.61		1.55		1.52		1.56		1.52		1.5		1.48		1.47		1.46		1.5		1.54		1.58		1.58

																																																												8		744		7		44		7．大　分		４４大　分		2.05		2.08		1.97		1.93		1.82		1.78		1.58		1.55		1.52		1.46		1.51		1.48		1.42		1.41		1.4		1.4		1.45		1.47		1.53		1.5

																																																												2		245		2		45		2．宮　崎		４５宮　崎		2.43		2.3		2.15		2.11		1.93		1.9		1.68		1.7		1.62		1.56		1.62		1.6		1.56		1.49		1.52		1.48		1.55		1.59		1.6		1.61

																																																												4		446		4		46		4．鹿児島		４６鹿児島		2.66		2.39		2.21		2.11		1.95		1.93		1.73		1.62		1.56		1.5		1.58		1.53		1.52		1.49		1.46		1.49		1.51		1.54		1.59		1.56

																																																												1		147		1		47		1．沖　縄		４７沖　縄		　　 　…		　　 　…		　　 　…		2.88		2.38		2.31		1.95		1.87		1.83		1.79		1.82		1.83		1.76		1.72		1.72		1.72		1.74		1.75		1.78		1.79
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沖縄県の経済環境

入域観光客数の年別推移（平成25年2月期～平成30年2月期）
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Sheet1

														（単位：万人、％） タンイマンニン						h23.3～h24.2		h24.3～h25.2		h25.3～h26.2		h26.3～h27.2		h27.3～h28.2		h28.3～h29.2		h28.3～h29.2

								8月累計		年間（暦年）		期		前年比						42期		43期		44期		45期		46期		47期		48期

						2011年						549						合計		549		588		653		714		789		870		952

				平成25年2月期		2012年		386		583		588		107.1				3月		44		53		57		63		67		71		78

				平成26年2月期		2013年		423		641		653		111.1				4月		37		47		52		57		64		68		76

				平成27年2月期		2014年		469		705		714		109.3				5月		38		43		48		56		61		70		74

				平成28年2月期		2015年		510		776		789		110.4				6月		40		43		49		56		61		71		80

				平成29年2月期		2016年		574		861		870		110.3				7月		51		55		58		65		71		81		91

				平成30年2月期		2017年 ネン						952		109.4				8月		60		61		71		73		80		93		100

																		9月		52		51		61		66		72		79		84

																		10月		52		52		54		59		70		77		80

																		11月		45		48		51		56		62		65		76

																		12月		45		46		52		55		61		66		72

																		1月		41		43		50		53		58		65		70

																		2月		44		46		50		55		62		64		71
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入域外国人観光客数の推移（平成25年2月期～平成30年２月期）
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外国人観光客が引き続き大幅に増加

（出所：沖縄県文化観光スポーツ部）

沖縄県の経済環境
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Sheet3

																										（単位：千人） セン

				1月		2月		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		計

		平成23年		14.2		14.9		8.4		16.3		24		31.3		36.3		33.6		32.1		40.8		13.9		14.2		280.0								2.29		22.9

		平成24年		19.9		16.1		22.9		34.3		40.3		34.8		67.9		45.1		32.5		31.5		14.3		17.1		376.7

		平成25年		15.6		24.5		24.6		37.6		59.4		62.5		65.2		60.4		61.2		57.8		33.5		36.2		550.8								3.43		34.3

		平成26年		48.1		44.3		48.7		73.9		91.7		95.5		92.3		84.2		99.9		93.8		56.4		64.7		893.5								4.03		40.3

		平成27年		67.9		86.7		79.0		130.6		133.7		149.2		163.0		154.7		149.6		145.1		113.4		128.3		1,501.2								3.48		34.8

		平成28年		114.9		149.9		137.9		162.2		206.5		215.9		217.3		232.0		203.4		194.7		110.2		137.2		2,082.1								6.79		67.9

		平成29年		147.2		144.1		158.4		217.6		216.8		261.5		292.7		275.7		233.5		229.2		182.4		183.1		2,542.2								4.51		45.1

		平成30年		194.4		194.8																						389.2								3.25		32.5

																																				3.25		32.5

		沖縄県の入域観光客数資料（エクセルファイル）のシート「グラフ（外国客年度・暦年）」より貼付け。（下に追加していく） オキナワケンニュウイキカンコウキャクスウシリョウハリツシタツイカ																																		3.15		31.5

																																				1.43		14.3

				3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月				累計 ルイケイ		前年比 ゼンネンヒ				1.71		17.1

		平成23年		0.84		1.63		2.40		3.13		3.63		3.36		3.21		4.08		1.39		1.42		1.99		1.61		平成24年2月期		29						1.56		15.6

		平成24年		2.29		3.43		4.03		3.48		6.79		4.51		3.25		3.15		1.43		1.71		1.56		2.45		平成25年2月期		38		131.0				1.56		15.6

		平成25年		2.46		3.76		5.94		6.25		6.52		6.04		6.12		5.78		3.35		3.62		4.81		4.43		平成26年2月期		59		155.3				2.45		24.5

		平成26年		4.87		7.39		9.17		9.55		9.23		8.42		9.99		9.38		5.64		6.47		6.79		8.67		平成27年2月期		96		162.7

		平成27年		7.90		13.06		13.37		14.92		16.30		15.47		14.96		14.51		11.34		12.83		11.49		14.99		平成28年2月期		161		167.7

		平成28年		13.79		16.22		20.65		21.59		21.73		23.20		20.34		19.47		11.02		13.72		14.72		14.41		平成29年2月期		211		131.1

		平成29年		15.84		21.76		21.68		26.15		29.27		27.57		23.35		22.92		18.24		18.31		19.44		19.48		平成30年2月期		264		125.1
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Sheet2

		

				期 キ		月 ツキ		台湾		香港		中国		韓国		その他		合計						平成25年2月期		平成26年2月期		平成27年2月期		平成28年2月期		平成29年2月期		平成30年2月期

				平成25年2月期 ヘイセイネンツキキ		合計		14.44		5.59		6.40		4.20		7.45		38.08				台湾		14		25		36		49		64		81

						平成24年3月		0.36		0.50		0.60		0.24		0.59		2.29				香港		6		9		13		20		22		26

						4月		1.42		0.44		0.57		0.21		0.79		3.43				中国		6		6		13		34		44		54

						5月		1.78		0.47		0.64		0.16		0.98		4.03				韓国		4		9		18		32		44		54

						6月		1.45		0.67		0.58		0.22		0.56		3.48				その他		7		11		16		26		37		50

						7月		2.32		0.82		1.87		0.25		1.53		6.79						38		60		96		161		211		264

						8月		1.73		0.73		1.10		0.24		0.71		4.51

						9月		1.55		0.54		0.42		0.19		0.55		3.25

						10月		1.58		0.34		0.29		0.23		0.71		3.15

						11月		0.51		0.20		0.07		0.26		0.39		1.43

						12月		0.51		0.30		0.08		0.55		0.27		1.71

						平成25年1月		0.41		0.18		0.05		0.79		0.13		1.56

						2月		0.82		0.40		0.13		0.86		0.24		2.45

				平成26年2月期 ヘイセイネンツキキ		合計		24.74		8.96		6.10		9.38		11.13		60.31

						平成25年3月		0.86		0.53		0.09		0.55		0.43		2.46

						4月		2.21		0.73		0.40		0.42		1.23		4.99

						5月		2.70		0.91		0.40		0.57		1.36		5.94

						6月		2.89		0.91		0.44		0.64		1.37		6.25

						7月		3.28		0.96		0.54		0.78		0.96		6.52

						8月		2.93		0.94		0.51		0.72		0.94		6.04

						9月		3.20		0.79		0.57		0.52		1.04		6.12

						10月		2.56		0.74		0.51		0.49		1.48		5.78

						11月		0.96		0.70		0.51		0.68		0.50		3.35

						12月		0.74		0.64		0.63		0.98		0.63		3.62

						平成26年1月		1.12		0.52		1.15		1.50		0.52		4.81

						2月		1.29		0.59		0.35		1.53		0.67		4.43

				平成27年2月期 ヘイセイネンツキキ		合計		35.51		13.13		12.79		18.27		15.87		95.57

						平成26年3月		1.53		0.81		0.86		1.01		0.66		4.87

						4月		3.07		1.07		0.56		0.98		1.71		7.39

						5月		4.18		1.22		0.79		1.02		1.96		9.17

						6月		4.12		1.39		1.18		1.14		1.72		9.55

						7月		3.92		1.28		1.52		1.02		1.49		9.23

						8月		3.87		1.10		0.96		1.00		1.49		8.42

						9月		4.30		1.30		1.26		1.10		2.03		9.99

						10月		3.62		1.10		1.24		1.31		2.11		9.38

						11月		1.72		0.91		0.73		1.51		0.77		5.64

						12月		1.67		1.01		0.74		2.39		0.66		6.47

						平成27年1月		1.51		0.90		0.85		3.18		0.35		6.79

						2月		2.00		1.04		2.10		2.61		0.92		8.67

				平成28年2月期 ヘイセイネンツキキ		合計		49.42		19.59		33.94		32.24		25.95		161.14

						平成27年3月		2.24		1.43		1.03		1.91		1.29		7.90

						4月		4.56		1.47		2.22		2.06		2.75		13.06

						5月		5.53		1.66		1.73		2.18		2.27		13.37

						6月		6.18		1.88		2.59		1.91		2.36		14.92

						7月		5.18		2.30		4.07		2.13		2.62		16.30

						8月		4.89		1.91		3.89		2.54		2.24		15.47

						9月		5.12		1.88		3.36		2.37		2.23		14.96

						10月		4.84		1.62		2.61		2.70		2.74		14.51

						11月		3.04		1.28		2.22		2.69		2.11		11.34

						12月		2.40		1.60		2.98		3.51		2.34		12.83

						平成28年1月		2.26		1.16		2.88		4.32		0.87		11.49

						2月		3.18		1.40		4.36		3.92		2.13		14.99

				平成29年2月期 ヘイセイネンツキキ		合計		63.58		22.16		43.58		44.34		37.20		210.86

						平成28年3月		3.36		2.03		2.57		2.95		2.88		13.79

						4月		5.03		1.53		3.66		2.79		3.21		16.22

						5月		7.60		1.95		3.79		2.77		4.54		20.65

						6月		6.69		2.44		4.95		3.38		4.13		21.59

						7月		6.22		2.57		5.53		3.78		3.63		21.73

						8月		6.65		2.30		5.70		4.01		4.54		23.20

						9月		7.14		2.12		3.55		3.82		3.71		20.34

						10月		6.13		1.70		3.80		3.74		4.10		19.47

						11月		3.26		1.42		1.64		3.29		1.41		11.02

						12月		3.21		1.48		2.49		4.36		2.18		13.72

						平成29年1月		3.93		1.51		2.97		4.95		1.36		14.72

						2月		4.36		1.11		2.93		4.50		1.51		14.41

				平成30年2月期 ヘイセイネンツキキ		合計		80.72		25.80		53.55		53.57		50.37		264.01

						平成29年3月		4.99		1.68		2.53		3.81		2.83		15.84

						4月												0.00

						5月												0.00

						6月												0.00

						7月												0.00

						8月												0.00

						9月												0.00

						10月												0.00

						11月												0.00

						12月												0.00

						平成30年1月												0.00

						2月		75.73		24.12		51.02		49.76		47.54		248.17
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観光収入の推移（平成24年度～平成28年度）
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（出所：沖縄県文化観光スポーツ部）

沖縄県の経済環境

国土交通省及び沖縄総合事務局資料等により作成
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沖縄県の就業者数および完全失業率（原数値）の推移（平成29年３月～平成30年２月）
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（千人）（％）

雇用環境も引き続き良好
• 完全失業率 ：4.2％（前年同月：3.9％）
• 有効求人倍率：1.14倍（前年同月：1.02倍）
• 就業者数 ：703千人（前年同月：693千人） ※平成30年２月現在

（出所： 沖縄県企画部統計課「労働力調査」、沖縄労働局）

沖縄県の経済環境
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		3 月
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		5 月

		6 月

				2003		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月

		完全失業率 カンゼンシツギョウリツ		7.8		4.1		3.8		3.5		4.5		3.9		3.4		3.4		3.8		4.0		3.0		3.2		4.2

		新規求人前年比 シンキキュウジンゼンネンヒ				12.3		28.5		7.0		9.7		14.6		5.5		-1.6		23.7		6.3		7.0		10.6		22.8
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沖縄県内企業の売上高増減率推移（平成29年３月～平成30年２月）

（出所： ㈱りゅうぎん総合研究所 「企業景気動向」ヒアリング調査、日本銀行那覇支店 「県内金融経済概況」ヒアリング調査）

△10%

△5%

0%

5%

10%

15%

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

百貨店

県内スーパー

サンエー

沖縄県の経済環境

県内企業の売上高も好調に推移
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				食費		ガソリン代		宿泊費

		1 月		12		17		10

		2 月		17		11		21

		3 月		22		29		14
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				3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月

		百貨店 ヒャッカテン		1.8%		0.0%		△0.1%		4.5%		△4.9%		11.5%		4.2%		2.7%		13.2%		△1.2%		△0.8%		△1.9%

		県内スーパー ケンナイ		2.4%		2.4%		0.4%		0.1%		1.5%		△3.8%		11.5%		1.9%		1.4%		2.1%		0.7%		1.6%

		サンエー		1.3%		1.7%		△0.7%		△1.0%		1.2%		△3.0%		10.4%		2.2%		2.5%		2.4%		1.2%		1.1%
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（単位：百万円・％）

部門の名称 金額 構成比 総合
前年比

既存店
前年比

小売部門

衣料品 14,837 8.5 99.8 99.1
住居関連用品 50,808 29.1 103.1 101.7
食料品 100,170 57.4 103.5 101.9
外食 8,285 4.8 102.6 101.2
小計 174,101 99.8 103.0 101.5

CVS 424 0.2 94.4 87.4
売上高合計 174,526 100.0 103.0 101.5

部門別売上高

90%

100%

110%

120%

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

衣料品

住居関連

食料品

外食

※CVSは直営３店舗の売上

部門別売上高前年比の推移（既存店）
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				食費		ガソリン代		宿泊費

		1 月		12		17		10

		2 月		17		11		21

		3 月		22		29		14

		4 月		14		10		17

		5 月		12		17		10

		6 月		19		15		20

				3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月

		全社 ゼンシャ		102.1		106.2		107.5		103.5		106.6		101.8		103.0		103.3		102.4		101.5		101.9		97.2

		衣料品		99.7		96.8		95.7		95.2		101.2		100.4		99.6		99.8		102.4		102.4		98.7		97.7

		住居関連 ジュウキョカンレン		102.7		100.7		98.6		96.5		102.3		105.3		107.8		101.1		103.2		102.0		102.3		99.3

		食料品 ショクリョウヒン		100.7		103.2		100.3		101.1		100.6		92.3		114.2		103.2		102.5		102.9		101.2		102.5

		外食 ガイショク		101.9		101.5		99.4		99.4		102.1		104.2		100.3		100.8		100.9		100.3		101.5		101.6







新規出店（２店舗）
平成30年２月期決算
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Ｖ21食品館嶺井店
所在地 南城市大里字嶺井

オープン 平成29年6月24日

業態 食品、住居関連用品

店舗面積 917㎡

駐車台数 69台

店舗形態 土地、建物共に賃借

大湾シティ
所在地 読谷村字大湾343番地

オープン 平成29年8月9日

業態 衣料品、住居関連用品、
食料品、外食、
テナント（15店舗）

店舗面積 7,248㎡

駐車台数 490台

店舗形態 土地：賃借、一部自社所有
建物：自社所有
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営業利益：15,050百万円（前期比43百万円増、100.3％）
売上総利益：売上高103.0％、粗利率31.3％（前期31.1％）
人件費：今後の出店に向けた人員強化
水道光熱費：電気・ガス料金の増加
その他：出店費用等

15,006 15,050+2,094 +563

△1,258 △93 △425 △837
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（百万円）

営業総利益
＋2,658

販管費
△2,614

営業利益増減


Sheet1

						期首期末 キシュキマツ		プラス要因 ヨウイン		マイナス要因 ヨウイン

		前期営業利益 ゼンキ エイギョウ リエキ				15,006

		売上総利益 ウリアゲソウリエキ		15,006				+2,094

		営業収入 エイギョウシュウニュウ		17,100				+563

		人件費 ジンケンヒ		16,405						△1,258

		減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		16,312						△93

		水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		15,887						△425

		その他 タ		15,050						△837

		今期営業利益 コンキ エイギョウ リエキ				15,050

		経費増減　合計 ケイヒ ゾウゲン ゴウケイ				2,613





前期営業利益	売上総利益	営業収入	人件費	減価償却費	水道光熱費	その他	今期営業利益	15006	17100	16405	16312	15887	15050	期首期末	



前期営業利益	売上総利益	営業収入	人件費	減価償却費	水道光熱費	その他	今期営業利益	15006	15050	プラス要因	

前期営業利益	売上総利益	営業収入	人件費	減価償却費	水道光熱費	その他	今期営業利益	2094	563	マイナス要因	

前期営業利益	売上総利益	営業収入	人件費	減価償却費	水道光熱費	その他	今期営業利益	1258	93	425	837	
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前期・予算比較（連結）

平成30年2月期 平成29年2月期

実績 予算 実績

金額 売上比 前年比 達成率 金額 売上比 金額 売上比

営業収益 185,906 - 103.1 100.3 185,432 - 180,243 -

売上高 174,526 - 103.0 100.4 173,868 - 169,427 -

売上総利益 54,708 31.3 104.0 100.8 54,280 31.2 52,613 31.1

営業収入 11,379 6.5 105.2 98.4 11,563 6.7 10,816 6.4

販管費 51,038 29.2 105.4 100.5 50,761 29.2 48,423 28.6

営業利益 15,050 8.6 100.3 99.8 15,083 8.7 15,006 8.9

経常利益 15,438 8.8 100.2 100.0 15,435 8.9 15,411 9.1

当期純利益 ※ 10,382 5.9 106.1 103.9 9,994 5.7 9,785 5.8

連結子会社：㈱ローソン沖縄（ＣＶＳ）
売上高 424百万円（直営３店舗）
営業収入 6,665百万円
のれん償却額 163百万円

※親会社株主に帰属する当期純利益

（単位：百万円、％）



平成31年２月期計画
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H26.2 H27.2 H28.2 H29.2 H30.2 H31.2 計画

既存店売上高前年比

上期 下期 通期
計画 102.4％ 99.6％ 101.0％

・沖縄県の経済環境は継続拡大の見込み
・今後の出店計画対応（新入社員、浦添西海岸計画のパートナー社員）
※県内新規学卒者の就職希望ランキング6年連続１位（㈱ラジカル沖縄調べ）

・水道光熱費等の増加
・ＳＭの閉店時間変更（24時→23時:平成30年2月21日より）
・新規出店２店舗（ＮＳＣ：平成30年５月オープン予定）
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				H23.2		H24.2		H25.2		H26.2		H27.2		H28.2		H29.2		H30.2		H31.2 計画 ケイカク

		既存店 キゾンテン		102.8		100.1		97.9		103.4		103.5		104.6		103.1		101.5		101.0







沖縄本島中南部へＮＳＣ2店舗出店予定
出店計画（平成31年２月期）

SAN-A.CO.,LTD 16

サンエー板良敷店
所在地 与那原町字板良敷621番地

オープン予定 平成30年5月
業態 食料品、住居関連用品、

外食、テナント
店舗面積 2,009㎡
駐車台数 102台
店舗形態 土地：自社所有、一部賃借

建物：自社所有

サンエー喜友名店
所在地 宜野湾市喜友名1丁目2番

20号
オープン予定 平成30年5月
業態 食料品、住居関連用品、

外食、テナント
店舗面積 1,830㎡
駐車台数 149台
店舗形態 土地：自社所有、一部賃借

建物：自社所有
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（単位：百万円、％）

平成31年2月期 平成30年2月期

金額 売上比 前年比 金額 売上比

営業収益 192,198 - 103.4 185,906 -
売上高 180,289 - 103.3 174,526 -
売上総利益 56,748 31.5 103.7 54,708 31.3
営業収入 11,909 6.6 104.7 11,379 6.5
販管費 54,276 30.1 106.3 51,038 29.2
営業利益 14,380 8.0 95.6 15,050 8.6
経常利益 14,710 8.2 95.3 15,438 8.8
当期純利益 ※ 9,899 5.5 95.3 10,382 5.9

連結子会社：㈱ローソン沖縄（ＣＶＳ）
売上高 410百万円（直営３店舗）
営業収入 7,111百万円
のれん償却費 163百万円

連結予想

※親会社株主に帰属する当期純利益

平成31年２月期計画
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（単位：百万円、％）

平成31年2月期2Ｑ累計 平成30年2月期2Ｑ累計

金額 売上比 前年比 金額 売上比

営業収益 97,926 - 105.2 93,084 -
売上高 91,927 - 105.2 87,386 -
売上総利益 28,875 31.4 105.7 27,324 31.3
営業収入 5,999 6.5 105.3 5,698 6.5
販管費 27,009 29.4 107.2 25,200 28.8
営業利益 7,865 8.6 100.6 7,822 9.0
経常利益 8,052 8.8 100.4 8,023 9.2
四半期純利益 ※ 5,230 5.7 100.3 5,215 6.0

連結子会社：㈱ローソン沖縄（ＣＶＳ）
売上高 202百万円（直営３店舗）
営業収入 3,594百万円
のれん償却費 81百万円

連結予想（第２四半期累計）

※親会社株主に帰属する四半期純利益

平成31年２月期計画
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一致協力
浦添西海岸計画の準備が着々と進む。
サンエーの未来への布石だ。既存店が力の源だ。
サンエーの持つ人財力と総合力を最大限に活かす。
全社員が心を一つにし、力を合わせることが大切だ。
一致協力して準備万全整える。

1. 企業理念の浸透と七大基本の実行
2. 浦添西海岸計画の準備を万全に整える
3. 人財力・仕組み力の向上
4. 商品力・店舗力の向上
5. 永続性ある企業体質づくり



新規出店計画（平成32年２月期）
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浦添西海岸計画
浦添西海岸計画（新商業施設）の概要
建 物 延床面積224,122.06 ㎡、鉄骨造地上６階建
投 資 総 額 約40,000 百万円
資 金 計 画 自己資金及び借入金等により充当

現 況 平成29 年１月に取得した用地（取得価額約4,229 百万円）
に建設予定

平成31年夏オープン予定

店舗イメージパース（外観） 計画地現況



連結子会社（ローソン沖縄）
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平成30年2月期 平成29年2月期 前期比

売上高 424 450 94.4
営業収入 6,665 6,058 110.0
販管費 5,100 4,526 112.7
営業利益 1,658 1,636 101.3
経常利益 1,654 1,647 100.4
当期純利益 1,066 1,083 98.4
店舗数 224店舗 210店舗 +14
出店 16店舗 20店舗 -4
閉店 2店舗 1店舗 +1

（単位：百万円、％）

店舗数推移

H24.2 H25.2 H26.2 H27.2 H28.2 H29.2 H30.2

店舗数 147 154 165 174 191 210 224
出店 7 8 13 11 20 20 16
閉店 1 1 2 2 3 1 2



連結子会社（ローソン沖縄）
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サンエー・ローソン沖縄 協業取組

両社の強みを最大限に活かしお客様満足度の向上に努める。

•地域食材を使った独自性の高い商品開発
•原材料の共同調達・活用
•ローソンセレクトのさらなる強化

商品力強化

• 共通の販促キャンペーン・イベント
• 売れ筋商品の情報交換による品揃え強化販促強化

• サンエーの力を最大限に活かした人材力強化
• ローソン沖縄の主体性を持った人材育成人材力強化



添付資料
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上場 会社名 売上高 業種 前年比

◯ ㈱サンエー 173,739 スーパー 3.3

◯ 沖縄電力㈱ 172,340 電気 △1.1

医療法人沖縄徳洲会 116,796 病院 3.8

イオン琉球㈱ 80,766 スーパー 4.8

㈱沖縄ファミリーマート 71,163 コンビニエンスストア 19.8

金秀商事㈱ 65,011 スーパー △0.7

◯ 沖縄セルラー電話㈱ 60,565 携帯電話サービス 0.8

㈱サンシャイン 56,246 遊技場 △5.7

㈱りゅうせき 52,187 石油類卸売 4.2

日本トランスオーシャン航空㈱ 40,347 航空輸送 △2.7
（出所：東京商工リサーチ沖縄支店調べ［銀行等金融機関、損保は除く］）

沖縄県企業売上ランキング（平成28年度）
（単位：百万円、％）
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本資料は、平成30年2月期の業績に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を
勧誘することを目的としたものではありません。
また、本資料は一部を除き平成30年2月末現在のデータに基づいて作成しております。
本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点の当社の判断であり、その情報の正確性、安全性を保証し又は

約束するものではなく、また今後、予告なしに変更させていただくことがあります。

<お問い合わせ先>
株式会社サンエー 経営企画部

TEL：098(898)2237
FAX：098(897)2533

ホームページ
http://www.san-a.co.jp/

IRサイト
http://www.san-a.co.jp/ir/
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