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概要

要点

 米国財務会計基準審議会（FASB）は、2013年4月に公表した非継続事業の報告に関する閾値の変

更を提案する公開草案について、コメントを募集しています。現行のガイダンスでは、あまりに多くの

処分取引が非継続事業の表示の対象となるため、財務諸表が意思決定に有用でなく、作成に多くの

労力を要することになるとの懸念があり、本提案は、それに対処しています。

 本提案はすべての業種における企業、特に、活発に事業の構成単位を処分する企業に影響を与え

ることになります。また、本提案により国際財務報告基準（IFRS）とのコンバージェンスも強化されるこ

とになります。本提案のコメントの期限は2013年8月30日です。

 非継続事業に該当するには、独立の主要な事業または主要な営業地域を示す企業の構成単位また

は構成単位のグループが処分されるか、売却目的保有の分類要件を満たす必要があります1。また、

持分法投資も適格となります。

 処分取引後に構成単位に対して重大な継続的関与があることや、企業の継続事業から重要な事業

または処分された構成単位のキャッシュ・フローを除外できないことにより、非継続事業としての表示

が妨げられることはもはやありません。ただし、提案されている非継続事業の定義を満たさないが、個

別に重要性のある構成単位の処分についての開示のように、重大な継続的関与は、新たな開示をも

たらすことになります。

 発効日は未定です。提案されている移行方法は、発効日後の期間に生じる新たな処分取引（および、

売却目的保有に分類される構成単位）に対して将来に向かって適用されます。

1
ASC360-10-45-9 に定義されているとおり、売却目的保有に分類される要件に変更はありません。
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主な内容および背景

.1 2001 年の FASB 財務会計基準書第 144 号「長期性資産の減損又は処分の会計処理」（現在は

ASC360「有形固定資産」に取り込まれている）の公表により、非継続事業の報告が、企業の残りの部分と

明確に区別できる事業およびキャッシュ・フローを有する構成単位にまで広げられました。この基準以前は、

非継続事業のガイダンスは、会計原則審議会（APB）意見書第 30 号「経営成績の報告」により提供され、

非継続事業の報告は、その活動が独立の主要な事業分野または主要な顧客の種類に相当する事業のセ

グメントに限定されていました。

.2 一部の財務諸表作成者は、現行のガイダンスに基づくと、あまりに多くの処分取引が非継続事業とし

ての表示に該当することになると述べています。その結果、意思決定に有用でなく、作成にも労力を要す

る財務諸表がもたらされる可能性があると彼らは考えています。過年度の営業成績を再分類し、法人所得

税控除後で表示しなければならず、1 株当たり利益額の再計算も必要となるので、非継続事業の表示は

労力を要する可能性があります。また、重大な継続的関与によって処分取引が非継続事業に該当しない

ことになるかを評価するために、処分取引前後のキャッシュ・フローの総額を定量化することは困難である

可能性があります。さらに、FASB は、性質上繰り返し発生するが、重大な営業上の戦略シフトではない処

分取引があまりに多く非継続事業に分類されているとの一部の財務諸表利用者の主張にも言及しました。

PwCの見解

現行基準では、特定の業種における企業は、事業戦略に重大な変更がない場合でも、処分取引を非

継続事業として頻繁に表示しなければなりません。たとえば、不動産業界では、各事業用不動産は通

常、企業の単位を構成しているため、一般に、不動産を売却する時は常に、非継続事業として表示し

なければなりません。

.3 国際会計基準審議会（IASB）との共同プロジェクトの一環として、2008年にFASBは財務会計基準書

第 144 号の修正を提案しました。その文書の中で、FASB は非継続事業の報告の閾値を事業セグメントに

変更することを提案しました。

.4 関係者からのインプットの考慮後、FASBは、このアプローチを却下しました。より優先度の高いプロジ

ェクトに集中するために、FASBは審議の延期を決定し、IASBは既存のガイダンスを当面維持することを決

定しました。

.5 2012 年 11 月、FASB は審議を再開して、非継続事業の報告に関する閾値の提案について、国際財

務報告基準（IFRS）第 5 号「売却目的で保有する非流動資産及び非継続事業」のガイダンスとコンバージ

ェンスさせることを決定し、2013 年 4 月に公開草案を公表しました。当該公開草案には、（i）非継続事業の

報告に関する閾値を主要な事業分野または主要な営業地域に変更する、（ii）処分された構成単位に対す

る企業の継続的関与についての検討を削除する、（iii）非継続事業および他の処分取引に関する開示を

拡充する、という提案が含まれています。

.6 本提案では、引き続き関係者の懸念に対応しています。それは、現行のガイダンスでは、とりわけ企

業が営業上の戦略的なシフトを行っていない場合に、あまりに非継続事業として表示される処分取引が多

く生じるとの懸念です。FASB は、今回の提案について、非継続事業として表示されることになる処分取引

の数を削減しつつ、開示を拡充して意思決定に有用な情報も引き続き提供できるようにすることによって、

適切なバランスが取れたものになっていると考えています。
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.7 このDatalineでは、公開草案で概説されているFASBの提案の要旨を提供するとともに、変更の提案

が現行の実務にどのように影響を与える可能性があるかについての PwC の見解を示しています。ここで解

説している FASBのあらゆる決定は、FASBが最終基準を公表するまでに変更される可能性があります。な

お、公開草案は FASB のウェブサイト、www.fasb.org. より入手可能です。

主な規定

非継続事業の定義

.8 現行のガイダンスでは、企業の構成単位の営業成績は、次のすべての状況がある場合、非継続事

業として表示されます。

（i） その構成単位が既に処分されている、または売却目的保有の分類要件のすべてを満たしている

（ii） 構成単位の事業およびキャッシュ・フローが処分取引の結果、企業の継続事業から除外された、また

は、除外される予定である

（iii） 処分取引後に、その構成単位の事業に対する企業による重大な継続的関与がない

.9 FASB は、非継続事業のこの定義を企業の構成単位または構成単位のグループで、次のいずれか

に該当するものに修正しました。

（i） 既に処分された、または、処分目的保有の分類要件のすべてを満たしている

（ii） 独立の主要な事業分野または営業地域を処分する統一された計画の一部である。なお、「主要

（major）」の閾値（すなわち、事業分野または営業地域）は、IFRS 第 5 号における閾値と実質的に整

合しています。

PwCの見解

主要な事業分野または主要な営業地域に閾値を変更するこの提案により、非継続事業として表示さ

れる処分取引が減る可能性が高くなります。結果として、より多くの処分取引や処分予定の取引が継

続事業に含められることになり、財務諸表利用者から、企業の継続的な財務業績への処分取引の影

響に関する質問が生じる可能性があります。さらに、米国証券取引委員会（SEC）登録企業が新規ま

たは修正した登録届出書を提出する場合に、直近の監査期間後の期中における提出書類において

表示した重大な非継続事業は、登録届出書の一部を構成する監査済の年度財務諸表に遡及的に反

映させる必要があります。

処分取引が個別には要件を満たさないものの、主要な事業分野または主要な営業地域を処分する、

より広範な、統一された計画の一部である場合には、引き続き非継続事業として報告されることになり

ます。たとえば、ある企業が西欧での事業を処分することを決定し、それが、主要な営業地域を表す

場合があります。ある構成単位が残りの構成単位より前に売却目的所有の要件を満たす可能性があり

ます。この構成単位自体は主要な営業地域を意味するものではないかもしれませんが、主要営業地

域を処分する統一された計画の一部であるため、非継続事業として表示されることになります。

親会社および子会社の双方のレベルの財務諸表を作成する企業は、それぞれ異なる結論に達する

可能性があるため、各報告企業のレベルで「主要な」という閾値を個別に評価する必要があります。

.10 米国会計基準（US GAAP）および IFRS のいずれも、非継続事業を評価する会計単位は企業の構成

単位です。IFRS第5号は企業の構成単位を、他の資産のキャッシュ・インフローから概ね独立しているキャ

ッシュ・インフローを生成する資金生成単位（CGU）と定義しています。
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.11 今回の提案は、US GAAP に CGU という用語を導入するのではなく、企業の構成単位に関する現行

の定義を維持しています。その定義とは、営業活動上および財務報告目的で、企業の残りの部分と明確

に区別できる事業およびキャッシュ・フローから成るものとされています。企業の構成単位は、報告セグメン

ト、事業セグメント、報告単位、子会社、または、資産グループが該当する可能性があります。FASB は、こ

の会計単位に関する用語の違いを認識していますが、処分取引が非継続事業に該当するかを判断する

際に、US GAAP と IFRS との間で重大な差異が生じるとは考えていません。

.12 今回の提案では、何が主要な事業分野または主要な営業地域を構成するかについて特定していま

せんが、いくつかの限定的な例を提示しています。今回の公開草案における結論の根拠では、FASBは非

継続事業が意思決定に有用な情報を財務諸表利用者に提供する、企業の営業上の主要な戦略シフトの

みを表すようにするつもりである、と記述しています。IFRS第 5号でも何が「主要な」を構成するかについて

のガイダンスを含んではいません。

PwCの見解

企業は、どの事業分野または営業地域が主要であるかを決定するために判断を行う必要があります。

APB第30号では、非継続事業の評価に関するガイダンスは、主要な事業分野または主要な顧客の種

類を表す事業の「セグメント」を参照していました。その当時に適用されていたこのセグメントに関する

ガイダンスは、セグメントが企業の総収益、営業損益、識別可能な資産の10％以上を占める場合に、

そのセグメントの業績を報告することを企業に求めていました。現行のセグメントのガイダンスでは、総

収益の10％以上を占める顧客として定義される主要顧客から得た収益を開示することを公開企業に

要求しています。実務上、処分取引が主要であるかどうかの評価に際して、この10％の閾値を出発点

として適用することに関係者が戻るかどうかはまだ分かりません。

処分取引が主要であるかどうかの評価に際して、SEC登録企業は、過去の提出書類において構成単

位の業績をどのように報告していたかや、その構成単位の業績についてどの程度「経営者による討議

と分析（MD&A）」の中でこれまで議論してきたかを考慮することが考えられます。また、Regulation S-X
では重要である（significant）とみなされるものの、US GAAPでは主要な（major）というレベルにまでは

達していない処分取引について、プロフォーマ情報の提供の必要性を検討することも考えられます。

.13 取得時に売却目的保有の要件を満たす事業も、独立した主要な事業分野または主要な営業地域を

表すかどうかにかかわらず、非継続事業として表示されることになります。これは、IFRS 第 5 号における要

求事項と一致しています。

PwCの見解

FASBの目的は、継続事業と近い将来に売却する意図を持って取得した事業とを区別することにあり

ます。これにより、主要な事業分野または主要な営業地域でない事業が非継続事業として表示される

結果となる可能性があります。
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継続的関与

.14 構成単位の処分後に重大な継続的関与があるか、または、処分された構成単位の重要な事業およ

びキャッシュ・フロー（たとえば、収益またはコストの移行）を企業の継続事業から除外できない場合でも、

その処分取引を非継続事業として表示することは妨げられないことになります。

.15 現行のガイダンスでは、重大な継続的関与があるかどうかや、構成単位の事業およびキャッシュ・フロ

ーが除外されているかどうかの判断は、困難である可能性があり、首尾一貫して適用されないことに FASB

は留意しました。今回の提案では、これに代えて、重大な継続的関与に関する開示の拡充を要求していま

す（26 項から 27 項を参照）。

PwCの見解

これらの要件の削除により、処分された構成単位に関する重大な継続的キャッシュ・インフローまたは

アウトフロー、あるいは、処分された構成単位に対する他の重大な継続的関与があるために、これまで

非継続事業に該当しなかった処分取引の一部については、主要な事業分野または主要な営業地域

という閾値を満たせば、非継続事業として表示されることになります。従前は非継続事業から除外され

た可能性があるものの、今回の提案では除外されないことになる取引の例として、特定の補償契約、

供給契約、買戻契約、販売契約があげられます（25項を参照）。

範囲

.16 今回の提案では、非継続事業の報告に関して現在存在する特定の例外を削除しています。特に、

非継続事業の定義（主要な事業分野または主要な営業地域）を満たす持分法投資の処分取引は、非継

続事業の表示に関する評価に従うことになります。加えて、全部原価法（full cost method）を用いて会計処

理される油田やガス田も非継続事業としての表示に関する評価に従うことになります。

PwCの見解

SEC規則では、現在、どのような場合に持分法投資が重要であるかを判断するための一定の定量的

な閾値に関するガイダンスを提供しています。この重要性の判断が、持分法投資の処分取引が主要

なものかどうかの企業の評価とどのように異なるのかについては明確ではありません。

開示

.17 今回の提案は、企業が重大な継続的関与を保持している場合の開示など、非継続事業に該当する

処分に関するいくつかの新たな開示を含んでいます。また、閾値の変更により非継続事業として表示され

る処分の減少が見込まれることから、今回の提案では、処分されるか、または、売却目的で保有される個

別に重要性のある企業の構成単位に関する新たな開示も含まれています。これらの開示の提案は、現行

のガイダンスですべての処分取引に関して既に要求している開示に追加されるものです。
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非継続事業

.18 今回の提案には、稼得利益、キャッシュ・フロー、資産および負債、ならびに企業の非継続事業に関

連する継続的関与についてのいくつかの新たな開示の要求事項が盛り込まれています。取得時に売却目

的で保有される事業である非継続事業については、今回の開示の提案の多くが免除されることになります。

これは、多くの場合、これらの事業が取得後に短期間で処分されることになるため、企業の業績に重要な

影響を与えないはずであるためです。

.19 企業は、非継続事業が処分された、または、売却目的保有に分類された期間において、次のような

開示を継続して提供することになります。すなわち、（i）処分または処分予定の原因となった事実と状況、

（ii）予想される処分の方法と時期、（iii）非継続事業の税引前損益、（iv）認識した損益、ならびに、（v）非継

続事業が報告されたセグメント（該当する場合）に関する開示です。

.20 今回の提案では、財務諸表上で非継続事業の一部として表示されていない場合には、次の事項を

含めるよう非継続事業に関する開示を拡充しています。すなわち、（i）税引前損益を構成する主要な表示

科目、（ii）非継続事業が非支配持分を含む場合における親会社に帰属すべき税引前損益、（iii）営業活

動、投資活動、および財務活動によるキャッシュ・フローに関する開示です。企業は、純利益を表示する計

算書上で非継続事業の業績が報告されるすべての期間について、これらの開示を提供しなければなりま

せん。

PwCの見解

活動別のキャッシュ・フローの開示は、企業に、非継続事業と継続事業に係るキャッシュ・フローを分

離して記録管理し、報告することを要求することになります。キャッシュ・フロー計算書における非継続

事業の表示方法に関しては、現在多様な実務が存在します。今回の提案では、キャッシュ・フロー計

算書上で活動別に非継続事業のキャッシュ・フローを表示しない企業に対しては、それらの金額を注

記で開示することを要求しています。

.21 企業はまた、（i）税引前損益、および、（ii）税引前損益を構成する主要な表示科目について、純利益

を表示する計算書上で表示される非継続事業からの税引後損益と調整する必要もあります。企業は、非

継続事業の業績が報告されるすべての期間について、この調整を提供しなければなりません。

PwCの見解

現在、企業は非継続事業で報告される収益と税引前損益の開示のみを要求されています。今回の提

案では、どの表示科目が「主要な」ものとなるかを判断する方法についての特有のガイダンスを示して

いませんが、設例を提供しています。

.22 売却目的保有に分類された処分グループの資産と負債は引き続き、財政状態計算書のそれぞれの

資産と負債の区分に別々に表示されることになります。これらを相殺したり、単一の金額として表示したりす

ることはできません。

.23 売却目的保有として分類される処分グループの一部である非継続事業に関しては、主要な種類の資

産および負債の帳簿価額を財政状態計算書上で別掲するか、財務諸表の注記で開示することが要求さ

れます。
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PwCの見解

今回の提案では、過年度の財政状態計算書において、売却目的保有に分類された非継続事業の資

産と負債を再分類する必要があるかどうかについて明記していません。現在、多様な実務が存在しま

すが、FASBは、この論点についてコメント提出者に対してコメントを要請しており、再審議中にこれに

対処することを予定しています。

また、提案では、売却目的で保有される資産および負債を、短期と長期の区分に分類する必要があ

るかどうかを明記していません。明確なガイダンスがない場合には、PwCは、処分の発生が見込まれる

時期、受け取る見込みの対価の性質、および、受領額により長期借入金の削減が要求されるかどうか

に基づき、企業が適切な分類を判定する必要があると考えています。

.24 非継続事業を含む処分グループが売却目的保有に分類された場合、その分類された最初の期間に

おいて、企業は、主要な種類の資産および負債と、財政状態計算書上に別掲した売却目的保有に分類さ

れた処分グループの資産合計および負債合計との調整表を開示することが要求されます。処分グループ

に非継続事業の一部でない資産および負債が含まれている場合には、企業は、調整表上で、非継続事

業の資産および負債とは別の表示科目で当該資産および負債を表示する必要があります。たとえば、財

政状態計算書上の売却目的保有の資産には、非継続事業の資産とともに、非継続事業の要件を満たさな

い構成単位からの売却目的保有の資産も含まれている可能性があります。

継続的関与

.25 処分された構成単位に対して重大な継続的関与を保持していても、非継続事業として表示すること

はもはや妨げられないことになりますが、提案では、処分後の非継続事業に対するすべての重大な継続

的関与に関する開示を企業に要求しています。この開示は、企業が重大な継続的関与を有する非継続事

業の業績が純利益を表示する計算書上で別掲されなくなるまで、提供されることになります。継続的関与

の例としては、供給契約や販売契約、リース取引、金融保証、買戻契約、持分法投資があげられます。

PwCの見解

企業は、処分取引が非継続事業に該当するかどうかを判定するために、継続的関与の重要性を評価

する必要はなくなりますが、依然、開示が必要かどうかを判定するために、この評価を行う必要があり

ます。重要性の評価に関する既存の適用ガイダンスが削除されることになるため、企業は、これらの開

示のために、継続的関与が重要であるかどうかを決定する際に、判断を行う必要があります。

.26 現行の規定では、企業は、継続的なキャッシュ・フローを生み出す活動の性質と継続的なキャッシュ・

フローが生み出されると予想される期間を開示する必要があります。今回の提案では、この開示を修正し、

重大な継続的関与を生じさせる活動の性質とその関与が継続すると予想される期間についての記述を要

求することとしています。
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.27 加えて、提案では、重大な継続的関与がある場合に、非継続事業に関するキャッシュ・インフローま

たはキャッシュ・アウトフローの額を開示することを企業に要求しています。企業は、処分取引前には連結

財務諸表上で内部取引として消去されていた、処分取引後に継続事業に表示された金額についても開示

する必要があります。

PwCの見解

重大な継続的関与がある場合には、拡充したこれらの開示は、純利益を表示する計算書に非継続事

業が含まれなくなるまで（公開企業については最長で処分後2年間）、非継続事業に関するキャッシ

ュ・フローの金額を記録管理する追加的な労力を要求することになります。

.28 企業の構成単位の処分後に持分法投資を維持することが、非継続事業としての表示を妨げることは

なくなります。しかし、提案では、企業が非継続事業に対する持分法投資を維持する場合には、財務諸表

利用者が財務業績の期間比較をできるように、企業が純利益を表示する計算書上で表示されるすべての

期間について同じ持分法投資を保有していると仮定する新たな開示を要求しています。この開示には以

下のものが含まれます。

 処分前後の非継続事業に対する企業の所有持分

 非継続事業が処分された期間後に純利益を表示する計算書上で表示される各期間について、企業

が持分法投資を維持する非継続事業の税引前損益（すなわち、投資先の税引前損益）

 企業が非継続事業に対して継続保有する持分法投資からの処分取引後の期間における損益、およ

び純利益を表示する計算書における表示科目（損益を含む）

これらの開示は、純利益を表示する計算書に非継続事業が含まれなくなるまで、すべての期間について

要求されることになります。

PwCの見解

FASBは、この種の情報の表示に関していくつかの代替案を検討しました。それには、すべての表示

期間にわたって企業が非継続企業に対する新たな水準の所有持分を有すると仮定したプロフォーマ

の開示も含まれます。プロフォーマの持分法投資を説明することに伴う複雑性から、FASBは、上記で

挙げた開示とすることに決定しました。

個別に重要性のある構成単位

.29 今回の提案では、既に売却されたか、もしくは、売却目的保有に分類されたものの、非継続事業とし

ての表示には該当しない個別に重要性のある企業の構成単位に関する新たな開示を導入しています。こ

の開示には、継続事業に含まれる個別に重要性のある処分における税引前の利益、資産および負債に

関する情報が含まれています。
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.30 個別に重要性のある構成単位の開示は、公開企業と非公開企業とで異なることになります。処分グ

ループが既に処分されたか、または、売却目的保有に分類されている個別に重要性のある企業の構成単

位を含む場合には、公開企業は個別に重要性のある構成単位の税引前の損益を開示する必要がありま

す。企業は、この開示を、構成単位が売却される、または、売却目的保有に分類される期間と純利益を表

示する計算書上で表示される過去のすべての期間について、提供しなければなりません。個別に重要性

のある構成単位が非支配持分を含む場合には、公開企業は同じ期間について親会社に帰属する税引前

の損益を開示しなければなりません。

.31 売却目的保有に分類される個別に重要性のある企業の構成単位については、財政状態計算書上に

別個に表示しない場合、すべての企業は、その構成単位における主要な種類の資産および負債の帳簿

価額を開示しなければなりません。処分グループを売却目的保有として分類した最初の期間については、

公開企業は、主要な種類の資産および負債に関して、財政状態計算書上に別個に表示された売却目的

保有として分類した処分グループの資産合計および負債合計との調整表を提供しなければなりません。そ

の処分グループが個別に重要性のある構成単位の一部でない資産および負債を含む場合には、公開企

業はそれらの資産および負債を個別に重要性のある構成単位の資産および負債とは別に、調整表上の

表示科目で表示しなければなりません。

PwCの見解

FASBは、非継続事業として表示すべき処分がより少なくなると予想しています。したがって、FASBは、

これらの開示により財務諸表利用者が継続事業の区分に含まれる個別に重要性のある構成単位の

処分の影響を理解できるようになると考えています。この開示は税引前の利益に焦点を当て、キャッシ

ュ・フローを除外しているので、こうした情報を開示することは非継続事業の表示および開示に関して

提案している要求事項よりも負担が少なくなります。

本公開草案では、独立した構成単位が重要か否かを評価する方法や、その決定に構成単位の処分

に係る損益を含めるべきか否かに関するガイダンスを示していません。企業はこの重要性の決定に際

して判断を行う必要があることになります。

.32 非公開企業は、31 項に記述した調整表を開示する必要はありません。また、非公開企業は、個別に重

要性のある構成単位が処分された、または、売却目的保有に分類された最初の期間についてのみ 30 項に

記述した開示が要求されます。

PwCの見解

FASBは、比較情報を求めるほとんどの非公開企業の財務諸表利用者が、通常、経営者から直接そ

の情報を得ることができると述べています。また、FASBは、貸借対照表の調整表の開示の提供を、通

常、非公開企業には要求しません。

経過措置

.33 今回の提案は発効日より後に開始する事業年度および期中報告期間内に生じる企業の構成単位の

新たな処分（および売却目的保有としての新たな分類）に対して、将来に向かって適用されることになりま

す。早期適用も認められることになります。発効日より前に売却目的保有に分類され、発効日後に処分さ

れる構成単位を保有する企業は、本ガイダンスを遡及的に適用することはできません。
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PwCの見解

将来に向けて適用するという移行方法を前提とすると、企業は、移行期間中に、比較期間の非継続事

業の区分に主要でない処分取引を表示し、当期の継続事業の区分に類似の主要でない処分取引を表

示することになる可能性があります。これは企業の財務諸表内での表示および開示上の比較可能性の

欠如をもたらすことになる一方、財務諸表作成者の移行のための労力を軽減することになります。

発効日および次のステップ

.34 FASBは本提案に対するコメントの募集期限を 2013年 8月30日としています。FASBは、コメントレタ

ーのフィードバックを評価した後に発効日を決定します。PwC は、2013 年末より前に FASB が基準を最終

化できれば、すべての企業に、2013 年 12 月 15 日より後に開始する事業年度、および、当該年度の期中

報告期間に本ガイダンスを早期適用する選択肢が与えられると考えています。PwC は、基準の最終化時

期が 2013 年か 2014 年かにかかわらず、公開企業に要求される発効日は 2014 年 12 月 15 日より後に開

始する事業年度および当該年度の期中報告期間よりも早くなることはないと考えています。また、非公開

企業については、少なくとも 1 年間の適用延期があるものと予測しています。

質問

.35 本 Dataline に関して質問がある PwC のクライアントの方は、担当のエンゲージメント・パートナーまで

お問い合わせください。本 Dataline に関して質問があるエンゲージメント・チームは、National Professional

Services Group の企業結合チーム（1-973-236-7801）のメンバーまでお問い合わせください。
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