
■所 在 地 東京都豊島区東池袋三丁目23番14号
■設 立 1977（昭和52）年5月6日
■株 式 の 状 況 発行可能株式総数 40,000,000株

発行済株式の総数 22,579,700株
株　 　主 　　数 5,607名

 大株主の状況（上位10名）

■従 業 員 730名
■資 本 金 6,388,671,700円

 重要な子会社の状況
会　　社　　名 資　本　金 出資比率 主要な事業内容

研精工業株式会社 81,800千円 100.0％ 電子天秤及び
医療機器の製造

リ ト ラ 株 式 会 社 200,000千円 100.0％ インジケータ、ロードセル、
電子式台秤及び選別・仕分け機器の製造

株式会社オリエンテック 268,640千円 100.0％ 計測機器の製造

株式会社サム電子機械 330,000千円 100.0％ 各種試験装置の製造、販売

株式会社ベスト測器 20,000千円 100.0％ 環境計測機器の開発、

株式会社ホロン 1,764,024千円 51.0％ 半導体電子ビーム測定検査装置
の開発、製造、販売

製造、販売

株 式 会 社 Ｍ Ｂ Ｓ 200,000千円 100.0％ 自動車計測に関するエンジニ
アリングサービスの提供

A&D ENGINEERING, INC. 200千米㌦ 100.0％ 当社製品の販売（米国）

愛安徳電子（深圳）有限公司 45,000千香港㌦ 100.0％ 電子血圧計及び
計量機器の製造

A&D RUS CO., LTD. 505,247千露㍔ 当社製品の販売（ロシア）

株　　　主　　　名 持 株 数 持株比率

日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託口） 1,371 
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MLI FOR CLIENT GENERAL OMNI NON COLLATERAL NON TREATY-PB

BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND 
(PRINCIPAL ALL SECTOR SUBPORTFOLIO)

STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT OMNIBUS 
ACCOUNT OMO2 505002
㈱日本カストディ銀行（信託口）

㈱足利銀行

㈱埼玉りそな銀行

エー・アンド・デイ従業員持株会

㈱日本カストディ銀行（信託口5）

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月下旬
株主確定基準日 3月31日

その他必要があるときは、予め公告いたします。
単 元 株 式 数 100株
公 告 方 法 電子公告により行います。ただし、電子公告による

ことができない事故その他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。
公告掲載URL　https://www.aandd.co.jp/

株主名簿管理人 東京都中央区八重洲一丁目2番1号
みずほ信託銀行株式会社

同事務取扱場所 東京都中央区八重洲一丁目2番1号
みずほ信託銀行株式会社
本店証券代行部

＜郵便物送付先・お問い合わせ先＞

証券会社に口座を
お持ちの場合 特別口座の場合

郵便物送付先
お取引の証券会社に
なります。

〒168-8507
東京都杉並区和泉2-8-4
みずほ信託銀行　証券代行部

電話お問い合わせ先 0120-288-324（フリーダイヤル）

お取扱店 みずほ信託銀行　全国本支店
みずほ証券　全国本支店

未払配当金のお支払 みずほ信託銀行及びみずほ銀行の全国本支店

ご注意

支払明細発行については、
右の「特別口座の場合」の
郵便物送付先・電話お問い
合わせ先・お取扱店をご利
用ください。

単元未満の買取・買増以外の
株式売買はできません。

株主メモ

株式会社エー・アンド・デイ
〒170-0013 東京都豊島区東池袋三丁目23番14号
https://www.aandd.co.jp/

100.0％

　   2．持株比率は発行済株式総数から自己株式を控除して計算しております。

（注）1．当社は、提出会社名義の自己株式を1,615,960株保有しておりますが、上記大株主から
は除外しております。なお、自己株式には株式給付信託（BBT）の導入に際して設定した
㈱日本カストディ銀行（旧 資産管理サービス信託銀行㈱）（信託Ｅ口）が所有する当社株式
335,400株を含んでおりません。

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

東京証券取引所市場第一部上場　証券コード：7745

 会社概要 （2020年9月30日現在）

インド子会社においてA&D社製検査機のバーチャルラボを開設

非接触体温計「でこピッと UT-701」がサンリオピューロランド様にご採用

A&D Topics A&Dトピックス

　当社のインド子会社「A&D Instruments India Private Limited」では、新型コロナウイル
ス感染症流行下における販売促進活動のため、ユーザー様に対するリモートサポート体制を
強化しています。
　その第一弾として、2020年7月20日よりインドのムンバイにあるオフィス内にて、ビデオ会
議形式のバーチャルラボを開設いたしました。当社が製造・販売する検査機のサンプルテスト
とデモンストレーションをリアルタイムでご覧いただくことができます。
　今後、その他の計測・計量機器についても同様の施設を開設する予定です。

　2015年7月1日に発売した非接触体温計「でこピッと」(販売名：皮膚赤外線体温計 UT-701)
が、サンリオピューロランド（株式会社サンリオエンターテイメント）様の救護センターにて採用
されています。
　「でこピッと」は、累計販売台数が50万台を超える人気商品です。新型コロナウイルス感染症
拡大の影響により急激に需要が増加し、対応が困難となったため一時販売を休止していました
が、現在は順次販売を再開しています。
　サンリオピューロランド様の救護センターには、医療スタッフが常駐されており、衛生面への
配慮から肌に触れずに約1秒で検温できる当商品をお選びいただきました。

2020年4月1日 ▶▶▶ 2020年9月30日

第44期 （2021年3月期）
中間ビジネスレポート

Ｘ線検査機 「AD-4991シリーズ」
金属検出機 「AD-4971シリーズ」
ウェイトチェッカ 「AD-4961シリーズ」

バーチャルラボに設置している当社製検査機

おでこで測る

エー・アンド・デイ情報マガジン 『WAY（ウェイ）』のご紹介

●ユーザー様にどのような目的で
●どのようにお使いいただき
●その結果どのようにお役に立てているか
について、インタビューを通じてお知らせする情報マガジンです。
医療・健康機器から計測・計量機器、試験機まで、A&Dの“はか
る”幅広いジャンルのユーザーインタビューをぜひご覧ください。

●最新号はこちらから

※バックナンバーもご覧いただくことができます。

https://www.aandd.co.jp/way/

エー・アンド・デイ情報マガジン『WAY』は、A&D製品が

〈World of A&D Yields 
HONMONO〉の頭文字を
とった造語です。
お客様とともに進む明るい
未来への「道」、そして現状
よりも一歩でも「上」に行く
ことをイメージして名づけ
ました。

『WAY』の言葉の由来

古川　哲

Topic 2

Topic 1

非接触体温計 でこピッと（UT-701）



コロナ禍需要減の影響から対前年同期未達も第2
四半期に入り需要が回復基調。9月単月は両事業合
計で対前年同月から微増。
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財務ハイライト（連結） Financial highlights

株主の皆様へ To our shareholders

　株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
　ここに「第44期中間ビジネスレポート」をお届けするにあたり、ご挨拶申し上げます。

　当第２四半期連結累計期間の当社グループを取り巻く経済環境は、日本においては新型コロナウ
イルス感染症(以下、COVID-19)拡大の影響で低迷していた経済活動が、緊急事態宣言の解除を
契機として回復に向かっております。しかしながら、その回復スピードは緩やかであり、先行きが見通
しにくい状況は継続しております。海外では、中国において回復は見られるものの、欧米は
COVID-19の収束には向かっておらず経済活動は引き続き限定的な状況が継続しております。
　このような状況のなか、当社グループは、お客様、取引先関係者及び従業員の健康と安全確保を
目的として、テレワークやWeb会議などを活用し、営業活動を推進してまいりました。また、減収が
見込まれるなか、製品のコストダウン活動を推進するとともに、固定費の抑制に努めてまいりました。
　この結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は22,019百万円(前年同期比3.5％減)、
営業利益は1,487百万円(同57.5％増)、経常利益は1,511百万円(同96.1％増)、親会社株主に帰
属する四半期純利益は1,146百万円(同526.6％増)となりました。
　なお、2021年３月期の連結業績予想につきまして、2020年11月6日付で上方修正のお知らせを公表いたしました。健康機器事業
ではCOVID-19の拡大に伴う健康意識の高まりを、半導体関連事業では半導体業界における設備投資増強を背景とし、それぞれ当初
予想を上回る売上となる見込みです。これに加え、COVID-19による各国活動制限及び経費削減活動の促進により予想以上の経費減
少が見込まれることから各段階利益においても当初予想を上回ると見込んでおります。
　そのため、通期の連結業績は、売上高46,400百万円（前年同期比5.7％減）、営業利益3,500百万円(同5.4減)、経常利益3,450百
万円(同0.5％増)、親会社株主に帰属する当期純利益は2,360百万円(同49.7％増)と予想しております。

　今後は、現在の社会的価値観と産業構造の変化を好機と捉え、アフターコロナの時代に向けた経営体質強化による継続的な収益の
確保と、新規分野・次世代領域への開発投資を重点課題として取り組んでまいります。

　株主の皆様には、当社グループに変わらぬご愛顧、ご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

代表取締役
執行役員社長 森島　泰信

Consolidated financial data連結財務データ

〈第44期〉第2四半期
2020年4月1日から2020年9月30日まで

現金及び
現金同等物の
期首残高

9,105
12,203

△1,271 △25

現金及び
現金同等物の
四半期末残高2,528

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

1,865

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び
現金同等物に係る

換算差額

資産合計 資産合計
49,302 51,655

流動資産
37,958

固定資産
13,696

負債純資産合計 負債純資産合計
49,302 51,655

流動負債
23,991

純資産
20,538

固定負債
6,857

■ 財務状況 単位：百万円 ■ キャッシュ・フローの状況 単位：百万円

〈第44期〉第2四半期末〈第43期〉期末
2020年3月31日現在 2020年9月30日現在

2020年3月31日現在 2020年9月30日現在
〈第43期〉期末 〈第44期〉第2四半期末

固定負債
7,124

〉〉〉健康機器 36.4 %

〉〉〉医療機器 6.9 %

〉〉〉DSP事業 9.7 %〉〉〉半導体関連 9.1 %

 

〉〉〉計測機器 5.1 %

〉〉〉計量機器 32.8 %

計測・計量機器事業 56.7％医療・健康機器事業 43.3％

売上高

22,019
百万円

営業の概況 Result of business

医療機関等の新型コロナウイル
ス感染症対応の影響から対前年
同期・計画とも未達も徐々にで
はあるが、未達幅は縮小傾向。

日本・米州・欧州で健康機器が
好調維持。日本では非接触体
温計が販売再開、即完売となり
増産。米州と欧州では通信機
能付き機器の需要増とeコ
マースルートの伸長継続。

対前年同期割れもほぼ計画どおり。
半導体メーカは好調も設備投資は
前年度で一巡の予想。

前期末受注残が延期・キャンセル等なく順調に売上計
上され対前年同期3.8%増で着地するも、受注は自動
車関連の設備投資抑制のなか苦戦を強いられる。

単位：百万円■ 売上高

■ １株当たり純資産 単位：円 ■ １株当たり四半期(当期)純利益 単位：円 ■ 自己資本比率 単位：%

■ 経常利益 単位：百万円 ■ 親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益 単位：百万円
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▶ 新しい日常から生じる需要の確実な取り込み
▶ グループ間シナジーの追求による総合力強化
▶ さらなる業務効率と生産性向上によるコスト改善の推進
▶ 健康経営への継続的取り組み
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確保と、新規分野・次世代領域への開発投資を重点課題として取り組んでまいります。

　株主の皆様には、当社グループに変わらぬご愛顧、ご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

代表取締役
執行役員社長 森島　泰信

Consolidated financial data連結財務データ

〈第44期〉第2四半期
2020年4月1日から2020年9月30日まで

現金及び
現金同等物の
期首残高

9,105
12,203

△1,271 △25

現金及び
現金同等物の
四半期末残高2,528

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

1,865

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び
現金同等物に係る

換算差額

資産合計 資産合計
49,302 51,655

流動資産
37,958

固定資産
13,696

負債純資産合計 負債純資産合計
49,302 51,655

流動負債
23,991

純資産
20,538

固定負債
6,857

■ 財務状況 単位：百万円 ■ キャッシュ・フローの状況 単位：百万円

〈第44期〉第2四半期末〈第43期〉期末
2020年3月31日現在 2020年9月30日現在

2020年3月31日現在 2020年9月30日現在
〈第43期〉期末 〈第44期〉第2四半期末

固定負債
7,124

〉〉〉健康機器 36.4 %

〉〉〉医療機器 6.9 %

〉〉〉DSP事業 9.7 %〉〉〉半導体関連 9.1 %

 

〉〉〉計測機器 5.1 %

〉〉〉計量機器 32.8 %

計測・計量機器事業 56.7％医療・健康機器事業 43.3％

売上高

22,019
百万円

営業の概況 Result of business

医療機関等の新型コロナウイル
ス感染症対応の影響から対前年
同期・計画とも未達も徐々にで
はあるが、未達幅は縮小傾向。

日本・米州・欧州で健康機器が
好調維持。日本では非接触体
温計が販売再開、即完売となり
増産。米州と欧州では通信機
能付き機器の需要増とeコ
マースルートの伸長継続。

対前年同期割れもほぼ計画どおり。
半導体メーカは好調も設備投資は
前年度で一巡の予想。

前期末受注残が延期・キャンセル等なく順調に売上計
上され対前年同期3.8%増で着地するも、受注は自動
車関連の設備投資抑制のなか苦戦を強いられる。

単位：百万円■ 売上高

■ １株当たり純資産 単位：円 ■ １株当たり四半期(当期)純利益 単位：円 ■ 自己資本比率 単位：%

■ 経常利益 単位：百万円 ■ 親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益 単位：百万円

通期
第2四半期累計

182

第42期

1,900

305

76.88

8.93

92.74

14.93

流動負債

流動資産
36,269

固定資産
13,033

23,869

純資産
18,576

売上高
1,247 1,124

単位：百万円

前期
（第2四半期累計）

当期
（第2四半期累計）

売上高

売上高 単位：百万円

単位：百万円

8,037 7,219

2,063 2,142

前期
（第2四半期累計）

当期
（第2四半期累計）

前期
（第2四半期累計）

当期
（第2四半期累計）

売上高

売上高 単位：百万円

単位：百万円

2,760
2,000

6,949
8,019

1,770
1,513

前期
（第2四半期累計）

当期
（第2四半期累計）

前期
（第2四半期累計）

当期
（第2四半期累計）

前期
（第2四半期累計）

当期
（第2四半期累計）

単位：百万円売上高

▶ 新しい日常から生じる需要の確実な取り込み
▶ グループ間シナジーの追求による総合力強化
▶ さらなる業務効率と生産性向上によるコスト改善の推進
▶ 健康経営への継続的取り組み



■所 在 地 東京都豊島区東池袋三丁目23番14号
■設 立 1977（昭和52）年5月6日
■株 式 の 状 況 発行可能株式総数 40,000,000株

発行済株式の総数 22,579,700株
株　 　主 　　数 5,607名

 大株主の状況（上位10名）

■従 業 員 730名
■資 本 金 6,388,671,700円

 重要な子会社の状況
会　　社　　名 資　本　金 出資比率 主要な事業内容

研精工業株式会社 81,800千円 100.0％ 電子天秤及び
医療機器の製造

リ ト ラ 株 式 会 社 200,000千円 100.0％ インジケータ、ロードセル、
電子式台秤及び選別・仕分け機器の製造

株式会社オリエンテック 268,640千円 100.0％ 計測機器の製造

株式会社サム電子機械 330,000千円 100.0％ 各種試験装置の製造、販売

株式会社ベスト測器 20,000千円 100.0％ 環境計測機器の開発、

株式会社ホロン 1,764,024千円 51.0％ 半導体電子ビーム測定検査装置
の開発、製造、販売

製造、販売

株 式 会 社 Ｍ Ｂ Ｓ 200,000千円 100.0％ 自動車計測に関するエンジニ
アリングサービスの提供

A&D ENGINEERING, INC. 200千米㌦ 100.0％ 当社製品の販売（米国）

愛安徳電子（深圳）有限公司 45,000千香港㌦ 100.0％ 電子血圧計及び
計量機器の製造

A&D RUS CO., LTD. 505,247千露㍔ 当社製品の販売（ロシア）

株　　　主　　　名 持 株 数 持株比率

日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託口） 1,371 

1,180 

1,128 

700 

637 

606 

590 

490 

377 

350 

千株 6.54

5.63

5.38

3.34

3.04

2.89

2.81

2.34

1.80

1.67

％

MLI FOR CLIENT GENERAL OMNI NON COLLATERAL NON TREATY-PB

BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND 
(PRINCIPAL ALL SECTOR SUBPORTFOLIO)

STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT OMNIBUS 
ACCOUNT OMO2 505002
㈱日本カストディ銀行（信託口）

㈱足利銀行

㈱埼玉りそな銀行

エー・アンド・デイ従業員持株会

㈱日本カストディ銀行（信託口5）

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月下旬
株主確定基準日 3月31日

その他必要があるときは、予め公告いたします。
単 元 株 式 数 100株
公 告 方 法 電子公告により行います。ただし、電子公告による

ことができない事故その他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。
公告掲載URL　https://www.aandd.co.jp/

株主名簿管理人 東京都中央区八重洲一丁目2番1号
みずほ信託銀行株式会社

同事務取扱場所 東京都中央区八重洲一丁目2番1号
みずほ信託銀行株式会社
本店証券代行部

＜郵便物送付先・お問い合わせ先＞

証券会社に口座を
お持ちの場合 特別口座の場合

郵便物送付先
お取引の証券会社に
なります。

〒168-8507
東京都杉並区和泉2-8-4
みずほ信託銀行　証券代行部

電話お問い合わせ先 0120-288-324（フリーダイヤル）

お取扱店 みずほ信託銀行　全国本支店
みずほ証券　全国本支店

未払配当金のお支払 みずほ信託銀行及びみずほ銀行の全国本支店

ご注意

支払明細発行については、
右の「特別口座の場合」の
郵便物送付先・電話お問い
合わせ先・お取扱店をご利
用ください。

単元未満の買取・買増以外の
株式売買はできません。

株主メモ

株式会社エー・アンド・デイ
〒170-0013 東京都豊島区東池袋三丁目23番14号
https://www.aandd.co.jp/

100.0％

　   2．持株比率は発行済株式総数から自己株式を控除して計算しております。

（注）1．当社は、提出会社名義の自己株式を1,615,960株保有しておりますが、上記大株主から
は除外しております。なお、自己株式には株式給付信託（BBT）の導入に際して設定した
㈱日本カストディ銀行（旧 資産管理サービス信託銀行㈱）（信託Ｅ口）が所有する当社株式
335,400株を含んでおりません。

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

東京証券取引所市場第一部上場　証券コード：7745

 会社概要 （2020年9月30日現在）

インド子会社においてA&D社製検査機のバーチャルラボを開設

非接触体温計「でこピッと UT-701」がサンリオピューロランド様にご採用

A&D Topics A&Dトピックス

　当社のインド子会社「A&D Instruments India Private Limited」では、新型コロナウイル
ス感染症流行下における販売促進活動のため、ユーザー様に対するリモートサポート体制を
強化しています。
　その第一弾として、2020年7月20日よりインドのムンバイにあるオフィス内にて、ビデオ会
議形式のバーチャルラボを開設いたしました。当社が製造・販売する検査機のサンプルテスト
とデモンストレーションをリアルタイムでご覧いただくことができます。
　今後、その他の計測・計量機器についても同様の施設を開設する予定です。

　2015年7月1日に発売した非接触体温計「でこピッと」(販売名：皮膚赤外線体温計 UT-701)
が、サンリオピューロランド（株式会社サンリオエンターテイメント）様の救護センターにて採用
されています。
　「でこピッと」は、累計販売台数が50万台を超える人気商品です。新型コロナウイルス感染症
拡大の影響により急激に需要が増加し、対応が困難となったため一時販売を休止していました
が、現在は順次販売を再開しています。
　サンリオピューロランド様の救護センターには、医療スタッフが常駐されており、衛生面への
配慮から肌に触れずに約1秒で検温できる当商品をお選びいただきました。

2020年4月1日 ▶▶▶ 2020年9月30日

第44期 （2021年3月期）
中間ビジネスレポート

Ｘ線検査機 「AD-4991シリーズ」
金属検出機 「AD-4971シリーズ」
ウェイトチェッカ 「AD-4961シリーズ」

バーチャルラボに設置している当社製検査機

おでこで測る

エー・アンド・デイ情報マガジン 『WAY（ウェイ）』のご紹介

●ユーザー様にどのような目的で
●どのようにお使いいただき
●その結果どのようにお役に立てているか
について、インタビューを通じてお知らせする情報マガジンです。
医療・健康機器から計測・計量機器、試験機まで、A&Dの“はか
る”幅広いジャンルのユーザーインタビューをぜひご覧ください。

●最新号はこちらから

※バックナンバーもご覧いただくことができます。

https://www.aandd.co.jp/way/

エー・アンド・デイ情報マガジン『WAY』は、A&D製品が

〈World of A&D Yields 
HONMONO〉の頭文字を
とった造語です。
お客様とともに進む明るい
未来への「道」、そして現状
よりも一歩でも「上」に行く
ことをイメージして名づけ
ました。

『WAY』の言葉の由来

古川　哲

Topic 2

Topic 1

非接触体温計 でこピッと（UT-701）

https://www.aandd.co.jp/
https://www.aandd.co.jp/%E6%A0%AA%E4%B8%BB%E5%90%8D%E7%B0%BF%E7%AE%A1%E7%90%86%E4%BA%BA%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%8C%BA%E5%85%AB%E9%87%8D%E6%B4%B2%E4%B8%80%E4%B8%81%E7%9B%AE2%E7%95%AA1%E5%8F%B7%E3%81%BF%E3%81%9A%E3%81%BB%E4%BF%A1%E8%A8%97%E9%8A%80%E8%A1%8C%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E5%90%8C%E4%BA%8B%E5%8B%99%E5%8F%96%E6%89%B1%E5%A0%B4%E6%89%80%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%8C%BA%E5%85%AB%E9%87%8D%E6%B4%B2%E4%B8%80%E4%B8%81%E7%9B%AE2%E7%95%AA1%E5%8F%B7%E3%81%BF%E3%81%9A%E3%81%BB%E4%BF%A1%E8%A8%97%E9%8A%80%E8%A1%8C%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E6%9C%AC%E5%BA%97%E8%A8%BC%E5%88%B8%E4%BB%A3%E8%A1%8C%E9%83%A8
https://www.aandd.co.jp/%E6%A0%AA%E4%B8%BB%E5%90%8D%E7%B0%BF%E7%AE%A1%E7%90%86%E4%BA%BA%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%8C%BA%E5%85%AB%E9%87%8D%E6%B4%B2%E4%B8%80%E4%B8%81%E7%9B%AE2%E7%95%AA1%E5%8F%B7%E3%81%BF%E3%81%9A%E3%81%BB%E4%BF%A1%E8%A8%97%E9%8A%80%E8%A1%8C%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E5%90%8C%E4%BA%8B%E5%8B%99%E5%8F%96%E6%89%B1%E5%A0%B4%E6%89%80%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%8C%BA%E5%85%AB%E9%87%8D%E6%B4%B2%E4%B8%80%E4%B8%81%E7%9B%AE2%E7%95%AA1%E5%8F%B7%E3%81%BF%E3%81%9A%E3%81%BB%E4%BF%A1%E8%A8%97%E9%8A%80%E8%A1%8C%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E6%9C%AC%E5%BA%97%E8%A8%BC%E5%88%B8%E4%BB%A3%E8%A1%8C%E9%83%A8
https://www.aandd.co.jp/%E6%A0%AA%E4%B8%BB%E5%90%8D%E7%B0%BF%E7%AE%A1%E7%90%86%E4%BA%BA%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%8C%BA%E5%85%AB%E9%87%8D%E6%B4%B2%E4%B8%80%E4%B8%81%E7%9B%AE2%E7%95%AA1%E5%8F%B7%E3%81%BF%E3%81%9A%E3%81%BB%E4%BF%A1%E8%A8%97%E9%8A%80%E8%A1%8C%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E5%90%8C%E4%BA%8B%E5%8B%99%E5%8F%96%E6%89%B1%E5%A0%B4%E6%89%80%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%8C%BA%E5%85%AB%E9%87%8D%E6%B4%B2%E4%B8%80%E4%B8%81%E7%9B%AE2%E7%95%AA1%E5%8F%B7%E3%81%BF%E3%81%9A%E3%81%BB%E4%BF%A1%E8%A8%97%E9%8A%80%E8%A1%8C%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E6%9C%AC%E5%BA%97%E8%A8%BC%E5%88%B8%E4%BB%A3%E8%A1%8C%E9%83%A8
https://www.aandd.co.jp/%E6%A0%AA%E4%B8%BB%E5%90%8D%E7%B0%BF%E7%AE%A1%E7%90%86%E4%BA%BA%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%8C%BA%E5%85%AB%E9%87%8D%E6%B4%B2%E4%B8%80%E4%B8%81%E7%9B%AE2%E7%95%AA1%E5%8F%B7%E3%81%BF%E3%81%9A%E3%81%BB%E4%BF%A1%E8%A8%97%E9%8A%80%E8%A1%8C%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E5%90%8C%E4%BA%8B%E5%8B%99%E5%8F%96%E6%89%B1%E5%A0%B4%E6%89%80%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%8C%BA%E5%85%AB%E9%87%8D%E6%B4%B2%E4%B8%80%E4%B8%81%E7%9B%AE2%E7%95%AA1%E5%8F%B7%E3%81%BF%E3%81%9A%E3%81%BB%E4%BF%A1%E8%A8%97%E9%8A%80%E8%A1%8C%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E6%9C%AC%E5%BA%97%E8%A8%BC%E5%88%B8%E4%BB%A3%E8%A1%8C%E9%83%A8
https://www.aandd.co.jp/%E6%A0%AA%E4%B8%BB%E5%90%8D%E7%B0%BF%E7%AE%A1%E7%90%86%E4%BA%BA%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%8C%BA%E5%85%AB%E9%87%8D%E6%B4%B2%E4%B8%80%E4%B8%81%E7%9B%AE2%E7%95%AA1%E5%8F%B7%E3%81%BF%E3%81%9A%E3%81%BB%E4%BF%A1%E8%A8%97%E9%8A%80%E8%A1%8C%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E5%90%8C%E4%BA%8B%E5%8B%99%E5%8F%96%E6%89%B1%E5%A0%B4%E6%89%80%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%8C%BA%E5%85%AB%E9%87%8D%E6%B4%B2%E4%B8%80%E4%B8%81%E7%9B%AE2%E7%95%AA1%E5%8F%B7%E3%81%BF%E3%81%9A%E3%81%BB%E4%BF%A1%E8%A8%97%E9%8A%80%E8%A1%8C%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E6%9C%AC%E5%BA%97%E8%A8%BC%E5%88%B8%E4%BB%A3%E8%A1%8C%E9%83%A8
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