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Ⅴ 商業登記簿の読み方

登記事項証明書等の種類1
（1）現在事項証明書
尾 方 　現に効力を有する登記事項等が反映
された登記簿です。
（2）履歴事項証明書
　現在事項証明書の記載内容に加えて、証明
書の交付請求があった日の3年前の日の属する
1月1日（以下、「基準日」）から請求日までの
間に抹消された事項および基準日から請求日
までの間に登記された事項で現に効力を有し
ない事項が記載されます。調査目的であれば
最初から履歴事項証明書をお取りいただいた
方がよいと思います。
宮 島 　コンピューター化された後の情報が
全部載っているかと思いきや、そうではなく、
履歴といっても過去3年分ぐらいしか載ってい
ないという認識が必要です。
（3）閉鎖事項証明書
尾 方 　閉鎖事項証明書は、履歴事項証明書
から抜かれた、閉鎖された事項が載っていま
す。また、コンピューター移記に伴う閉鎖も
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現在、効力を有するものが記載されます。
（5）登記事項要約書
　あまり使うことはないかと思いますが、現
に効力を有する請求した登記記録の各区の情
報が記載されています。認証文や作成年月日
等は記載されていません。

設立時からの登記記録の検索方法2
尾 方 　設立時からの登記記録の検索方法で

あります。この閉鎖された登記記録というの
は閉鎖された日から20年間が保管期間となっ
ています。謄本を追うことができる期間は意
外と短いという状況です。
宮 島 　上記証明書については、いずれも、
役員区、株式・資本区、新株予約権区など登
記簿の一部のみを記載した、「一部事項証明
書」も取ることができます。
（4）代表者事項証明書
　会社の代表者の代表権に関する登記事項で、

設立の登記資料6

講演録：基礎一般研修「弁護士業務に役立つ『登記』の基礎知識」
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て、本店があります。昔は類似商号規制とい
うのがあったのですが、今は基本的に廃止さ
れていて、同一の商号で本店所在地も同一の
場合のみ規制されています。それ以外は、商
号が1文字でも、あるいは、本店所在地が1番
地でも違えば大丈夫です。
　その少し下に「会社成立の年月日」があり
ます。ここには法務局への設立登記の申請日
が設立の日として記載されます。
　そのもう少し下に「発行済株式の総数並び
に種類及び数」とあります。ここから現在発
行しているのは200株だと分かります。また、
「資本金の額」は300万円です。資本金の額は、
下請法の適用や、大会社かどうか等の基準に
なるので気を付けて見るといいと思います。
　それと、重要なのが「株式の譲渡制限に関
する規定」です。「当会社の株式を譲渡により
取得するには、当会社の承認を要する。」とあ
ります。会社法はこの規定の有無によって非
公開会社と公開会社を分けていますし、株を
譲渡するにはどういう手続が必要かが分かる

すが、まず履歴事項証明書を取ります。次に、
本店移転や商号変更している場合、それらの
閉鎖謄本を取ります。管轄外本店移転をする
と元の登記簿が閉鎖されますので、その場合
は移転前まで追って登記簿を検索することに
なります。
　それから、組織変更や株式会社への商号変
更等によって新しく登記簿が作成された場合
は、元の会社の閉鎖事項証明書を取ります。
さらに、コンピューター移記前の閉鎖謄本を
取り、設立から現在に至るまでの謄本を調査
します。

会社の登記簿の具体例3
（1）設立の登記
宮 島 　 資料6 は、株式会社の設立登記をし
た場合の例です。法務省が公表している記載
例を引用したので証明文等はありませんが、
十分参考になると思います。
　まず、第一電器株式会社という商号があっ

変更登記資料7
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ため重要です。
　また、この記載例では「当会社の承認を要
する」とあり、結局、承認機関が具体的にど
こか書かれていません。こうした場合通常、
定款に2項が設けられていて、前項の承認機関
は株主総会とするとか、取締役会とするとか、
代表取締役とするなどと規定されています。
これは登記簿を見ただけでは分からないので
注意が必要です。
　次に「株券を発行する旨の定め」として
「当会社の株式については、株券を発行する。」
とあります。この規定があれば株券発行会社
として株券の交付が株式譲渡の効力要件にな
りますので、この規定の有無は重要です。ま
た、この規定があり、かつ、実際に発行して

いる場合には株券提供公告が必要になる場合
があるので、注意が必要かなと思います。
　次に、「役員に関する事項」に「甲野太郎」
とありますが、設立登記の場合は就任年月日
が書かれません。当然設立日が就任日となり
ます。
　続いて「存続期間」が載っています。私は
実際に登記されている例を見たことがありま
せんが。
　それから「登記記録に関する事項」ですね。
会社の設立や登記記録の閉鎖など、登記簿の
編成にかかわる事項はここに記載されます。
資料の例では「平成19年10月1日登記」とあ
り、「設立」と書いてあります。
尾 方 　先ほどの「存続期間」に関して、会

会計参与設置会社の登記資料8

支店の登記資料9

講演録：基礎一般研修「弁護士業務に役立つ『登記』の基礎知識」
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社を解散する場合の登記先例があり、数か月
先の日に解散するという期限付解散決議をし
た場合、存続期間を定めたものと判断されま
すので、期限付の解散決議をする場合は注意
が必要です。法務局サイドでは一部例外を除
いて2週間ぐらい先の日付が限界だと考えてい
るようです。
宮 島 　先の日付けで解散したいという要望
は結構多くて、私は1か月ぐらい先の日を解散
日とする期限付解散決議をやったことがあり
ますが、大分前のことですし、今は避けるの

が無難ですね。
（2）変更登記
　次に、 資料7 で、変更登記の例です。上段
は既存の目的に4項、5項を追加しただけなの
ですが、既存の目的を全部一度抹消した上で、
新たに変更後の目的全部が記載されます。
（3）会計参与設置会社の登記
　続いて、 資料8 は会計参与を置いた場合で
す。税理士法人が会計参与になるケースもあ
りますが、書類等の備置場所が載るので、こ
こに会計帳簿の閲覧請求をすることができま

解散・清算人就任登記／清算結了の登記資料10
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す。また、会計参与設置会社である旨の記載
がされます。
（4）支店の登記
　 資料9 は支店所在地での登記の例です。本
店での登記と違い、「商号」、「本店」、「会社成
立の年月日」、「支店」、「登記記録に関する事
項」程度の情報しか載りません。支店の登記
の記載事項に変更があった場合、まず本店の
管轄法務局で変更登記を申請し、その登記が
完了した後、本店の登記簿を付けて、支店の
所在地の管轄法務局に変更登記を申請する必
要があります。本店の登記が支店に自動的に
反映されるのではない点がポイントです。
（5）解散や清算結了の登記
　次に 資料10 は解散や清算結了の登記です。
1は平成20年4月1日の株主総会決議により解散
した例です。このように解散事由も載ります。
2は存続期間の満了による解散の例です。
　解散登記に関して重要なのは、取締役会設
置会社である旨の登記、取締役や代表取締役
に関する登記等が自動的に抹消されることで
す。実体法上、地位がなくなるためです。他
方、監査役は解散しても地位を失わないため、
監査役の登記は自動的には抹消されません。3
は、清算人や代表清算人が就任した場合の例
です。
　一番下が清算結了の登記です。右側に平成
19年10月8日登記、平成19年10月8日閉鎖とあ

るとおり、登記簿は解散しても閉鎖されず、
清算結了した段階で閉鎖されます。
（6）本店移転の登記
　次は 資料11 です。同一の法務局の管轄内
である東京都中央区京橋から中央区日本橋に
本店を移転した場合です。管轄法務局が同じ
なので、現在の登記簿の本店の欄が抹消され、
その下に新しい本店が登記されます。
　次に 資料12 です。これは東京都中央区か
ら新宿区に本店を移転した例です。中央区は
東京法務局（本局）の管轄であり、新宿区は
東京法務局新宿出張所の管轄です。管轄が違
うので、登記簿の再編成が必要になります。
そこで、中央区の登記簿では、本店の登記が
抹消され、登記簿の一番末尾に「登記記録に
関する事項」として「平成19年10月1日東京都
新宿区北新宿一丁目8番23号に本店移転」、「平
成19年10月8日閉鎖」と登記されます。これ
は、新宿区に本店を移転したので中央区の登
記簿を閉鎖したという記載です。
　 資料12 の下の方は、新宿区で作られる新
しい登記簿の抜粋です。こちらの登記簿の
「登記記録に関する事項」には、閉鎖登記簿と
は逆に、「平成19年10月1日東京都中央区京橋
一丁目1番1号から本店移転」と登記されます。
この記載を見れば中央区から本店を移転して
きたことが分かり、中央区を管轄する本局に
閉鎖謄本があることが分かります。

本店移転の登記（同一登記所の管轄区域内での移転）資料11

講演録：基礎一般研修「弁護士業務に役立つ『登記』の基礎知識」
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　法務局の管轄をまたぐ本店移転について注
意をすべきことは、新本店の登記簿には、登
記を申請した時点で現に効力のある事項しか
載らない点です。既に抹消された事項は移転
先の新宿区の登記簿には載らないので、登記
の履歴を隠したい場合、例えば、会社のオー
ナーが変わって取締役を総入れ替えしたが、
そのことを知られたくない場合などに、管轄
外に本店移転して、再び旧本店に戻ってくる
という方法を取る会社もあります。
（7）取締役会廃止の登記
　次に 資料13 です。取締役会があり、取締
役が3人、甲野太郎という代表取締役が1人い
る会社で、取締役会を廃止した場合の登記簿
です。取締役会廃止については一番上の枠で
「取締役会設置会社」に下線が引かれ、その下
に「平成21年10月1日廃止」と載ります。
　「役員に関する事項」欄にはどのように載

るかというと、取締役会を廃止すると定款に
別段の定めがない限り自動的に全員代表権を
持つことになるので、代表取締役甲野太郎は
「平成21年6月30日就任」となっていますが、
乙野次郎と丙野三郎は「平成21年10月1日代表
権付与」となっています。これを先ほどの取
締役会廃止の記載と突き合わせて見ると、取
締役会の廃止によって、平取締役だった乙野
次郎と丙野三郎が代表取締役になったという
ことが分かります。
（8）取締役会設置会社の「役員に関する事項」欄
　次が 資料14 。この事例は、取締役会設置
会社で、取締役が最低3名必要という前提で
す。上から見ていくと、可羅士、博多、予加
という3人の取締役の登記が抹消されていま
す。3人とも平成21年9月30日に重任し、平成
23年10月31日に退任したと登記されています。
その下にこの3人がまた登記されています。こ

本店移転の登記（他の登記所の管轄区域内への移転）資料12
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こでは3人とも平成25年2月5日就任となってい
ます。そうすると平成23年10月31日から平成
25年2月5日までの間は取締役はいなかったよ
うにも見えますが、そうではありません。登
記日から、会社法346条の役員等に欠員を生じ
た場合の措置が適用されたことが分かります。
すなわち、平成23年10月31日の退任登記の登
記日と、平成25年2月5日の就任登記の登記日
は、いずれも平成25年2月19日になっているこ
とから、平成25年に就任登記をしたことによ
り、取締役の欠員が補充され、平成23年の退
任登記ができるようになったことが分かるわ
けです。
　また、役員には、就任、退任、重任および

辞任がありますが、任期満了と同時に再任す
る場合の登記ですので、「重任」とあったら同
じ日に退任・就任したと読むことになります。
（9）吸収合併の登記
　次に 資料15 です。これは吸収合併の例で、
存続会社が岡村物産、消滅会社が新田商事で
す。これは登記簿の抜粋ですが、（1）の存続
会社の登記簿の「吸収合併」の欄に「新田商
事株式会社を合併」とあることから、新田商
事が消滅会社だと分かります。
　逆に、（2）の消滅会社の登記簿を見ると、
「登記記録に関する事項」に「岡村物産株式会
社に合併し解散」と書いてあります。なお、
合併により消滅会社である新田商事の登記簿

取締役会設置会社等の定款の定めの廃止に関する登記資料13

講演録：基礎一般研修「弁護士業務に役立つ『登記』の基礎知識」
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は閉鎖されます。先ほど、解散登記のところ
で解散の時点では閉鎖されないと言いました
が、合併の場合は、これにより、消滅会社の
法人格がなくなりますので、合併した時点で
登記簿が閉鎖されます。
（10）会社分割に関する登記
　次に 資料16 です。新設合併は少ないです
が、新設分割は結構多いです。これは、台東

商事が会社分割をして千代田商事を設立した
という事例です。
　新設した（1）の千代田商事の登記簿には、
「登記記録に関する事項」に「台東商事株式会
社から分割により設立」と載ります。平成19
年10月1日が設立日ですので、この日に新設分
割の登記を申請したことが分かります。
　台東商事の方は、合併と違って存続します

取締役会設置会社の「役員に関する事項」欄資料14
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ので、（2）の登記簿に「会社分割」という欄
ができて、「年月日何番何号千代田商事株式会
社に分割」と記載されます。「に分割」とある
ので、千代田商事が新設会社だということが
分かります。その下は、会社分割と同時に資
本金を分けるような会計処理ができるので、
それをした場合の記載例です。
　次に 資料17 、吸収分割です。新たに会社
を設立するのではなく、ある事業を会社分割
により既存の会社に承継させる場合です。事
業譲渡に似ています。この例は、承継会社が
千代田商事、分割会社が台東商事です。この
（1）の登記簿の「会社分割」の欄に、平成19
年9月28日に台東商事から分割とあります。
（2）の登記簿の「会社分割」の欄と比べると
分かりますが、「に分割」、「から分割」と書き
分けています。

　その上の方で、「発行済株式の総数」と「資
本金の額」も増えていますが、9月28日変更と
しか書かれないので、「会社分割」の欄と突き
合わせをしないと何が原因で増えたのか分か
らないということになります。
　（2）は、分割会社である台東商事の登記簿で
す。こちらは、「会社分割」欄ができて、「千代
田商事株式会社に分割」と記載されます。
（11）新株予約権の行使による変更の登記
　次に 資料18 、新株予約権が一部行使され
た場合の変更登記です。「新株予約権の数」に
100個と書いてあって、これが20個減って80個
になっており、その下に「平成19年9月30日変
更」とあるので、第1回新株予約権が20個行使
されたことが分かります。また、「新株予約権
の目的たる株式の種類及び数又はその算定方
法」のところが5,000株から4,000株になってい

吸収合併の登記資料15

講演録：基礎一般研修「弁護士業務に役立つ『登記』の基礎知識」
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ることから、新株式が1,000株発行されて、新
株予約権の目的たる株式数が1,000株減ったこ
とが分かります。これを20個で割れば、新株
予約権1個当たりの株数が50株だと分かりま
す。
　その下の「新株予約権の行使に際して出資
される財産の価額又はその算定方法」に100万
円とあるのが、新株予約権1個当たりの行使時
の払込金額です。それを20個行使したわけで

すから、最大で2,000万円まで資本金を増やせ
るということで、「資本金の額」が5億円から5
億2,000万円になり、「発行済株式の総数」が50
万株から50万1,000株になっているわけです。
　「資本金の額」や「発行済株式の総数」は登
記簿の1枚目に載ることが多く、一方、「新株
予約権」はかなり後ろの方に載ることが多い
こともあり、「資本金の額」や「発行済株式の
総数」のところだけ見ていても何が原因で資

新設分割の登記資料16
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本金等が変更されたのか分からない場合が多
いです。新株発行や会社分割が原因で資本金
等が変更される場合もありますので、資本金
等の変動事由になりそうなほかの箇所を見て
いく必要があります。
　なお、資料の例では「新株予約権を行使す
ることができる期間」として「平成25年3月31
日まで」とあり、既に行使期間が過ぎていま
す。行使期間が過ぎれば、新株予約権は、実
体法上、消滅しますね。
尾 方 　そうですね。行使期間が過ぎている
のにほったらかしというケースがありまして、
後から気付いたときに登記すると過料の対象
になるので、注意が必要です。
宮 島 　行使期間の満了日の翌日から2週間以
内に登記申請をしなければいけません。また、
実体法上、新株予約権行使期間中は、新株予
約権の目的たる株式の数を発行可能株式の総

数に留保しておかなければいけないという規
定があり、行使期間中は、発行可能株式総数
いっぱいまで新株を発行することはできませ
んので、その点にもご注意ください。
（12）株式会社への商号変更を行う場合
　次に 資料19 、株式会社への商号変更です。
旧有限会社を株式会社にする場合です。旧有
限会社は、会社法施行によって株式会社とみ
なされていますが、商号が株式会社になるわ
けではなく、「有限会社」のままです。このよ
うな会社を特例有限会社と言います。これを、
名実ともに株式会社にするためには商号を変
える必要があるとされています。
　（1）の登記等は商号変更後の株式会社のも
のですが、有限会社の登記簿を閉鎖して、株
式会社の登記簿を新たに起こすという扱いに
なるので、手続上は、設立登記です。したが
って、商号変更の登記と言いながら、実際は

吸収分割の登記資料17

講演録：基礎一般研修「弁護士業務に役立つ『登記』の基礎知識」
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登記簿の一番下の「登記記録に関する事項」
欄に「商号変更し、移行したことにより設立」
と載ります。○○有限会社という商号を抹消
して、○○株式会社に変更するという変更登
記の手続ではない点が特徴です。
　また、（2）の元の特例有限会社の登記簿は
閉鎖される扱いになり、「登記記録に関する事
項」に、年月日、第一電器株式会社に商号変
更し、移行したことにより解散、平成19年10
月1日閉鎖と載ります。したがって、特例有限
会社の登記簿を見て、このような記載があっ

たら、株式会社の登記簿も取るべきこととな
ります。
　なお、商号変更をしたのは平成19年10月1日
ですが、（1）の登記簿の「会社成立の年月日」
欄に平成12年10月1日とあるとおり、もともと
旧有限会社は株式会社とみなされており、法
人格は継続しているので、旧有限会社の設立
年月日が記載されています。

新株予約権の行使による変更の登記資料18
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Ⅵ 最近の商業登記の動向

会社法人等番号の付番方法の変更1
　これまで、組織変更、ほかの法務局の管轄
区域内への本店の移転登記等をする場合、ま

たは管轄登記所が変更となる場合は、新たに
別の会社法人等番号が振り直されていました。
法務局ごとに番号をばらばらに振っていたた
め、番号を登記情報提供サービスに入力して
もうまくヒットしないことがありました。そ
こで、平成24年5月21日から会社法人等番号の
振り方が変更され、従前の登記記録に付され

株式会社への商号変更を行う場合資料19

講演録：基礎一般研修「弁護士業務に役立つ『登記』の基礎知識」
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ていた会社法人等番号がそのまま引き継がれ
ることとなり、使いやすくなりました。

本人確認の強化2
（1）取締役等の就任時の本人確認の強化
　次に商業登記規則の改正です。これまで、
取締役の住所が登記事項になっておらず、そ
のため、法務局も住所を証する書面を登記申
請時に要求していませんでした。そこで、例
えば消費者被害等で詐欺会社の取締役を訴え
ようと思って登記簿閲覧に行っても取締役の
住所が分からず、提訴できないという問題が
ありました。そこで、平の取締役でも就任登
記時に一定の書類を出させる取扱いへと変更
されました。平成27年2月27日施行予定です。
尾 方 　具体的には、平取締役または監査役
の就任の場面において、本人確認書類として、
住民票や運転免許証のコピー等の本人確認資
料を出さなければいけなくなりました。これ
は再任の場合には不要です。
（2）代表者辞任時の本人確認の強化
　また、代表権のある人が辞任をするときに
は、辞任届にその方の個人の実印を押しなさ
い、かつ、その印鑑証明書を出しなさいとい
うのが原則的な取扱いになります。ただし、
その方が法務局に会社の印鑑を届け出ている
方であれば、その印鑑を押したらそれでオー
ケーですという形になっています。
宮 島 　これは法務局に印鑑を提出している
代表者が辞任する場合の規制ですね。法務局
に印鑑を届け出ている代表取締役は、登記申
請権限があるので、そういう人の辞任登記を
誰かが勝手に三文判の辞任届で申請して、ほ
しいままに会社の登記を変えてしまうといっ
た事態を防止するための規制です。

婚姻前の氏の記録申出制度
（改正商登規８１条の２）3

尾 方 　設立の登記や役員等の就任による変

更の登記に際して申請人が申し出ることによ
って、婚姻により改めた氏（旧姓）を登記簿
に記録することができるようになります。
　原則的には役員の変更登記をするときに同
時に申出をする必要があり、これ単体の登記
申請は想定されていないようです。

代表者の住所規制に関する
登記先例（回答）の廃止4

尾 方 　内国会社の代表者のうち、少なくと
も1人は日本に住所を有していなければ、設立
登記は受理できないという登記先例を廃止す
るということが検討されています＊1。
宮 島 　今までも代表取締役が全員外国人で
もよかったのですが、そのうちの1人は日本に
住所が必要だとされていて、外国企業が日本
に進出する際の障壁になっていました。

会計限定監査役である旨の登記5
尾 方 　平成26年の会社法改正に伴う登記実
務の変更点ですが、会計限定監査役である旨
の登記をすべきということになりましたので、
該当する会社については登記申請が必要にな
ります。
　これについては経過措置がありますので、
現状、会計限定監査役を置いている会社につ
いては、最初に監査役が就任、または、退任
するまでの間は登記申請が猶予されるという
形になっています。
宮 島 　これは弁護士業務にもかかわりが深
くて、私は結構会社関係訴訟をやるのですが、
会計限定監査役がいる会社の場合、会社と取
締役間の訴えで会社を代表するのは、代表取
締役または株主総会・取締役会で定める者に
なります。他方、業務監査権もある監査役を
置いている会社では、会社の代表をするのは
監査役となり、訴状にも、例えば「被告代表
者監査役○○」等と書くことになります。そ
こで、監査役の権限が登記簿の記載から分か

＊1　 平成27年3月16日に当該登記先例の取扱いが廃止された。http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00086.html
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らないのはまずいということで、改正された
わけです。
尾 方 　特例有限会社で監査役を置いている
ケースはあまりないのですが、特例有限会社
の監査役の場合には会計限定監査役である旨
の登記がされません。したがって、特例有限
会社については法改正後も登記簿からでは監
査役の権限が分かりませんので、定款をご確
認いただくべきことになります。

社外取締役等の責任限定契約6
　これまでは責任限定契約を締結できる取締
役・監査役の要件は、社内か社外かで分かれ
ていましたが、改正法では業務執行取締役等
（会社法2条15号イ）であるかどうかによるこ
ととなりました。定款規定の変更が必要か不
要かというところも検討しないといけません
し、要件が変わったということをご確認いた
だきたいです。

社外の旨の喪失登記7
　ご案内の通り、社外取締役や社外監査役の
要件が厳格化されますので、これまで社外要
件を満たしていた方が改正法の施行によって
社外要件に該当しなくなるということが考え
られます。
　社外には該当しないけれども、引き続きそ
の会社の取締役や監査役として残るという方
がいれば、その経過措置の終了時点で社外で
ある旨を抹消しないといけませんので、忘れ
ないように注意する必要があります。

Ⅶ 登記制度の活用方法

会社の代表者の印鑑の履歴1
宮 島 　時々、「会社の代表者の印鑑の履歴っ
て取れないのか？」と質問を受けます。法務
局保管書類の保存期間について、商業登記規
則34条6号で現に有効な印鑑記録は永久保存と

規定されていますが、印鑑届出者の代表取締
役が退任や解任によって資格喪失した場合、
資格喪失前の印鑑記録は保存されません。
　また、古い印鑑の届出記録は利害関係人の
閲覧の対象にもならないので、基本的に、印
鑑証明書の履歴は追えません。ただ、今日、
尾方先生から東京法務局に確認してもらった
ところ、裁判所の要請があれば応じるかもし
れないと言っていたそうなので、トライして
みる価値はあるかと思います。

登記情報提供サービスについて2
（1）利用時間
　登記情報提供サービスの利用時間は、平日
は午前8時半から午後9時までです。
（2）取得できる情報
　不動産登記情報については、登記所で交付
される全部事項証明書と同じです。他方、商
業・法人登記については、現在事項ではなく、
履歴事項証明書と同じです。約3年前からの履
歴が載っています。ただし、認証文がないの
で資格証明書等には使えません。よい点は、
そのままPDF保存もできることです。
　もっとも、手書きのコンピューター化前の
登記簿は見ることができず、コンピューター
化後のものしか見られません。
（3）便利な利用法
　商号さえ分かれば、本店がどこにあるか分
からなくても、登記情報提供サービスの「全
国から検索」で検索して、会社の登記情報を
見つけることができます。この「全国から検
索」は、商号そのものでなく、読みがなやキ
ーワードでも検索でき、検索条件に合う全国
の会社の一覧を見ることができます。しかも、
一覧を見るだけであれば、無料です。「全国か
ら検索」は本当に便利なので、是非使ってみ
てください。
　この講義が少しでも、皆様の業務のお役に
立てれば幸いです。 
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