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 １．平成18年３月期の業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日）

(1）経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
18年３月期 9,712 (12.3) 395 (14.8) 394 (15.0)
17年３月期 8,647 (12.9) 344 (△9.0) 342 (2.4)

当期純利益
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

株主資本
当期純利益率

総資本
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％
18年３月期 216 (33.6) 7,714 67 7,714 11 14.6 14.7 4.1
17年３月期 162 (△11.2) 5,730 63 ― ― 12.4 13.8 4.0

　　　①期中平均株式数 18年３月期 27,450株 17年３月期 27,450株
平成16年11月19日付をもって普通株式１株につき３株に分割しており、平成17年３月期の期中平均株式数及び
１株当たり当期純利益は株式分割が期首に行われたものとして算出しております。 
②会計処理の方法の変更 有
③売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。

(2）配当状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
１株当たり年間配当金 配当金総額

（年間）
配当性向

株主資本
配当率中間 期末

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％
18年３月期 1,200 00 0 00 1,200 00 32 15.6 2.1
17年３月期 900 00 0 00 900 00 24 15.7 1.8

（注）期末配当金の内訳 18年３月期 普通配当　1,200円 17年３月期 普通配当　900円

(3）財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭
18年３月期 2,829 1,579 55.8 57,356 93
17年３月期 2,531 1,392 55.0 50,542 26

（注）①期末発行済株式数 18年３月期 27,450株 17年３月期 27,450株
　　　②期末自己株式数 18年３月期 ―株 17年３月期 ―株

(4）キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円
18年３月期 358 △116 △88 1,044
17年３月期 143 △6 △85 890

２．平成19年３月期の業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益
１株当たり年間配当金

中間 期末

百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭
中間期 5,299 187 107 0 00 　― 　―
通　期 10,963 448 255 　― 2,000 00 2,000 00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　9,289円62銭

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の６ページを参照して下さい。
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１．企業集団の概況

　当社の親会社は株式会社パソナであり、平成18年３月31日現在、当社株式60.9%所有しております。株式会社パソナを

中心とした企業グループ「パソナグループ」の事業は、「人材派遣・請負、紹介事業」「再就職支援事業」「アウトソー

シング事業」「その他の事業」であり、同グループは、37社の子会社、８社の関連会社に同社を加えた計46社で構成さ

れております。

　当社グループは、当社、子会社１社及び親会社で構成されており、当社はＩＴエンンジニアに特化した総合人材サー

ビス企業として、独自に人材派遣・請負事業、人材紹介事業を行っております。

　また、当期において当社が100％出資し中国・大連市に設立（平成18年２月）いたしましたパソナテックコンサルティ

ング（大連）有限公司（事業開始：同年４月１日）は、中国国内で日系・欧米企業に対しコンサルティング及び研修事

業を行ってまいります。

（事業系統図）　　

＜親会社＞ 

（人材派遣・請負、人材紹介事業） 

 

 

 

 

 

 

 

＜当社グループ＞ 

（人材派遣・請負、人材紹介事業） 

 

 

 

 

 

（中国でのコンサルティング・研修事業） 
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２．経営方針

(1）会社の経営の基本方針

　当社は「IT Humanware® Company」として、ＩＴエンジニアの自己実現の機会を提供し、企業とキャリアのベスト

マッチングを通じて最適配置を行うことを存在意義とし、以下の様な基本方針を掲げて経営に望んでいます。

a.　ビジネスを通じての社会貢献（対社会）

　常に新たな価値を創造し、ビジネスにおける新機軸を打ち出し、社会に善良なビジネスを通して社会貢献を行い

ます。

b.　自己実現の機会の提供（対個人）

　社内外を問わず、パソナテックに関わるメンバー各自が可能性を信じ、プロフェッショナリズムを発揮し、相互

啓発を通して自己実現できる機会を提供します。

c.　理想的な企業文化の実現

　事業に関わる全ての人々の満足度を高め、21世紀のリーダーとして、フェアでオープンな理想的企業文化を構築

し維持します。

(2）会社の利益配分に関する基本方針

　当社は、株主への中長期的かつ安定的な利益還元を経営上の重要課題の一つとして位置付けております。当期は経

営環境や事業状況を勘案し、期末株主に対する１株当たり利益配当を、前期900円に対し300円の増配とし1,200円とす

る予定です。来期につきましては、さらに800円増配し１株当たり利益配当を2,000円とする予定です。今後の配当に

つきましては、安定配当を基本的な考え方とし、配当性向と事業基盤の拡大に備えた内部留保の充実を勘案の上、中

期的な企業価値を高めるよう総合的に判断していく方針です。

(3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　当社は、株式流動性を高め、投資家層の拡大を図ることを目的として、平成16年11月19日付で普通株式１株につき

３株に分割いたしました。今後も適切な投資単位については重要な資本政策上の課題であると認識しており、市場動

向、業績水準、投資家の要望、費用対効果等を勘案した上で総合的に判断してまいります。

(4）目標とする経営指標

　ＩＴエンジニアの人材サービス事業、流動化市場は中期的な成長市場であると認識しており、プロフェッショナル

派遣としての付加価値のある利益率の維持向上を前提に、売上規模の拡大を最優先の戦略として位置付けております。

中期的には売上成長率二桁の維持、営業利益率５％以上、株主資本利益率20％以上を経営目標とします。

(5）中長期的な経営戦略

　当社は、中長期的な経営目標として、ＩＴエンジニアの流動化プラットフォームを確立し、「ＩＴエンジニアのキャ

リア創造企業」「ＩＴエンジニアサービスのNo.１企業」を目指します。

　当社はＩＴエンジニアサービスの市場成長余地は引き続き大きいと判断しております。その為、①ＩＴエンジニア・

顧客企業双方に満足度が高く、また人材サービス企業としてコンプライアンスを重視した信頼度の高いサービス品質

を維持すること、②一定の収益力を維持することを重視しつつも、当面は③規模の拡大に力を入れていきたいと考え

ております。

　規模の拡大を図るための経営戦略は、a．ＩＴエンジニアに対するブランド力の強化　b．営業基盤の拡充　c．ＩＴ

エンジニアサービスの「ワンストップソリューション」機能の強化、の３つです（詳細は「(6）会社の対処すべき課

題」をご参照ください）。

(6）会社の対処すべき課題

　中長期的な成長力の強化を目指すため、当社は以下の項目への取り組みを図っていきます。

  a.  ＩＴエンジニアに対するブランド力の強化

・ＩＴエンジニアに対するブランド力を高め、新規登録エンジニアの増加を図ります。

・就業中のＩＴエンジニアについても就業中のコミュニケーション・カウンセリング力の強化を図り、当社で

継続的に就業していただけるよう信頼度・満足度を高めます。これらの施策により稼動エンジニア数の増加

を目指します。

－ 3 －



b. ＩＴエンジニアに対するキャリア創造力の強化

 ・様々な雇用形態・職種・就業先に対応し、ＩＴエンジニアの自己実現・キャリアデベロップメントをサポ

   ートします。

c. 営業基盤の拡充

・現在の主要取引先であるＩＴ企業との取引深耕をすすめながら、一般事業法人・官公庁等へ取引基盤の拡大

を目指します。単なる数の拡大ではなく、一緒にエンジニアを育成していけるパートナー企業との取引を強

化します。

d. ＩＴエンジニアサービスの「ワンストップソリューション」の強化

①　職種の多様化

・ＩＴエンジニアの「ワンストップソリューション」を充実させるべく、顧客企業のニーズに合わせた職種の

開発・展開を行い、ハイエンドからエントリーレベルまでのＩＴエンジニアフルラインサービスの確立を図

ります。

②　アウトソーシング業務の強化

・ スタッフィング派遣を中心としながら、顧客の業務アウトソーシングのニーズに応えるため、ユニット型派

遣等を強化します。

(7）親会社等に関する事項

a. 親会社等の商号等 

親会社等 属性
親会社等の

議決権所有割合

親会社等が発行する株式が

上場されている証券取引所等

 株式会社パソナ 親会社 60.9％
株式会社東京証券取引所　市場第一部

株式会社大阪証券取引所　ヘラクレス

b. 親会社等の企業グループにおける位置付けと親会社等との関係

・当社は、独立した企業としての自主性を図りながら、総合人材サービスを展開するパソナグループの１社と

して、ＩＴエンジニアの人材派遣・請負事業及び人材紹介事業に特化し独自に業務を行っております。

・当社はパソナグループの一員としてグループ各社と連携しながらパソナグループの経営資源を活用した事業

展開を図り、当社の企業価値を最大化することで、パソナグループの連結経営に貢献していく方針です。

・親会社との取引は、他の取引先と同等の取引条件によってなされております。親会社との取引については（注

記）⑦「関連当事者との取引」をご参照ください。

 (8）関連当事者（親会社等）との関係に関する基本方針

　　当社は業務の必要に応じて、関連当事者との取引を行う場合には、他の取引先と同等の取引条件により取引を行

うことを基本方針としております。

　なお、当社では、一定の利害関係を有する者と取引を行う場合は、取締役会にて取引の必然性及び取引条件の妥

当性を検討した上で取引承認の最終意思決定を行うものとしており、経営の独立性の確保に努めております。

 (9）内部管理体制の整備・運用状況

　　当社では、平成18年５月施行の会社法に対応し、内部管理体制の充実を目指してコーポレート・ガバナンスの強

化に取り組んでおります。詳細につきましては、別途開示予定のコーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内

部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」をご参照ください。

 (10）その他、会社の経営上の重要な事項

　特にありません。
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３．経営成績及び財政状態

(1）経営成績

　当期のわが国経済は、年央には情報化関連分野の在庫調整が一巡するなど改善の動きが見られ、景気は踊り場的状

況を脱却しその後も緩やかな回復を続けています。雇用情勢につきましても、完全失業率が高水準ながらも低下傾向

で推移し、賃金も緩やかに改善するなど、厳しさが残るものの改善に広がりが見られます。

　このような中、企業の旺盛なＩＴエンジニア需要に支えられ、売上高は今期も二桁成長を達成し、過去最高の

9,712,508千円（前期比12.3％増）となりました。

　（人材派遣・請負事業）

　売上高は，9,569,959千円（前期比11.8％増）となりました。

　下期において、一部プロジェクトの調整等で成長率に鈍化が見られましたが、職種別ではコア職種であるディベロッ

パー部門が3,252,574千円（前期比15.3％増）、ネットワークエンジニア部門が2,994,337千円（前期比14.4％増）と

両部門とも通期で着実な拡大を続けております。また、クリエーター部門は1,056,030千円（前期比24.7％増）、その

他（トレーナー等）部門は355,606千円（前期比28.1％増）とエンジニアリング関連が高い成長を遂げたことで、全体

の成長率を押し上げました。サポートエンジニア部門1,911,411千円（前期比4.4％減）につきましては、採算による

案件選別を進めておりましたが、第４四半期にはほぼ前年同水準での推移となっております。

　（人材紹介事業）

　人材紹介事業につきましては、前期下期来の企業の採用意欲の回復に対し営業体制を強化し、紹介予定派遣の商品

としての認知も進んだ結果、142,548千円（前期比63.8％増）となりました。

　ＩＴエンジニアの確保につきましては、新規登録が引き続き厳しい環境の中、従来にもまして、新規登録者の就業

率向上、既存登録者の活用、稼働中エンジニアの継続雇用に勤めております。これら基本的オペレーションの強化に

加え、引き続き国内外のチャネル拡大、人材育成強化を進めております。昨年の札幌支店開設に続き福岡支店の開設

（事業開始:平成18年４月１日）で地方人材の活用を進めるほか、中国人エンジニアの来日派遣ビジネスをさらに強化

する目的で、平成18年２月に当社が100％出資する現地法人であるパソナテックコンサルティング（大連）有限公司

（事業開始:同年４月１日）を中国・大連市に設立しました。

　販売費及び一般管理費につきましては、迅速かつ柔軟な対応をしつつも管理を徹底しました。

　その結果利益面では、営業利益395,414千円（前期比14.8％増）、経常利益394,156千円（前期比15.0％増）、当期

純利益は216,767千円（前期比33.6％増）となりました。（注：前期は本店移転費用54,792千円等の特別損失を計上し

ております。）

　事業別売上状況は次のとおりであります。

区分

第16期（前期）
（平成17年３月期）

第17期（当期）
（平成18年３月期）

前期比

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

千円 ％ 千円 ％ 千円 ％

ディベロッパー 2,820,224 32.6 3,252,574 33.5 432,349 15.3

ネットワークエンジニア 2,616,849 30.3 2,994,337 30.8 377,488 14.4

サポートエンジニア 1,999,119 23.1 1,911,411 19.7 △87,707 △4.4

クリエーター 846,675 9.8 1,056,030 10.9 209,355 24.7

その他（トレーナー等） 277,698 3.2 355,606 3.6 77,907 28.1

人材派遣・請負事業計 8,560,567 99.0 9,569,959 98.5 1,009,392 11.8

人材紹介事業計 87,023 1.0 142,548 1.5 55,524 63.8

合計 8,647,590 100.0 9,712,508 100.0 1,064,917 12.3
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(2）財政状態

　当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、主に税引前当期純利益が増加したことにより、

前事業年度末に比べ153,763千円（17.3％）増加し、当事業年度末には1,044,020千円となりました。

　また、当期中における各キャッシュ・フローは、次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は前事業年度に比べ215,660千円（150.5％）増加し、358,919千円となりました。

　これは主に、税引前当期純利益390,578千円であり、法人税等の支払が112,915千円であったこと、売上債権の増

加が89,001千円あったことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は前事業年度に比べ110,176千円増加し、116,483千円となりました。

　これは、主に投資有価証券の取得48,500千円及び支店の新設及び移転などに伴う事務所設備造作投資34,062千円

があったことによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は前事業年度に比べ3,110千円増加し、88,656千円となりました。

　これは、主に当事業年度はファイナンス・リース債務の返済額が減少したものの、配当金の支払が24,495千円あっ

たことによるものであります。

　当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

第13期

平成14年３月期

第14期

平成15年３月期

第15期

平成16年３月期

第16期

平成17年３月期

 第17期

 平成18年３月期

株主資本比率（％） 39.5 39.7 50.6 55.0 55.8

時価ベースの株主資本比率（％） ― ― 565.0 264.6 226.0

債務償還年数（年） 3.7 0.8 0.7 0.7 0.1

インタレスト・カバレッジ・レシオ

（倍）
23.1 46.8 50.7 59.0 262.8

（注） １．株主資本比率：株主資本／総資産

　　　　　 時価ベースの株主資本比率：株式時価総額／総資産

　　　　　 債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

　　　　　 インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数により計算しております。

※営業キャッシュ・フローはキャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用してお

　ります。

※有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としており

　ます。また、利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

　　 　２．第13期から第14期までの時価ベースの株主資本比率については、当社株式が非上場、非登録であったため

　　　　　 記載しておりません。

(3）次期の見通し

　引き続き、新規登録は厳しい状況が続くと思われ、新規登録者の効果的な獲得のためのＷｅｂ登録システムの改善

が急務となっております。このほか、中国事業・エンジニアリング事業・新卒第二派遣事業の新規事業に加え、成長

著しい人材紹介事業に継続投資することにより事業基盤の拡大を目指します。４月には地方チャネル強化のため福岡

支店を開設いたしました。

　以上から、次期業績予想は、売上高10,963百万円、経常利益448百万円、当期利益255百万円を計画しております。
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４．時価発行公募増資等に係わる資金使途計画及び資金充当実績
　平成16年３月９日に実施した時価発行公募増資（調達金額：３億３千万円）の資金使途計画及び充当実績は以下のと

おりであります。

(1）資金使途計画

　事業の拡大・収益力の強化を図るため、募集・登録効率及び規模拡大のための拠点展開や請負事業・アウトソーシ

ング事業を始めとする事業規模拡大のための事業提携、また中国等海外事業展開に伴う資金需要に充当予定です。

(2）資金充当実績

　上記資金使途は、事業提携への出資及び中国への海外事業展開投資へと、概ね計画どおりに進行中であります。
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５．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

１．現金及び預金  890,256  1,044,020 153,763

２．売掛金  1,195,807  1,284,808 89,001

３．仕掛品  38,294  ― △38,294

４．貯蔵品  9,176  12,786 3,610

５．前払費用  23,171  25,440 2,269

６．繰延税金資産  32,991  42,051 9,060

７．その他  4,897  22,701 17,804

８．貸倒引当金  △1,816  △2,462 △645

流動資産合計  2,192,777 86.6  2,429,346 85.9 236,569

Ⅱ　固定資産  

(1）有形固定資産  

１．建物 50,258  64,292   

減価償却累計額 △6,562 43,696 △14,162 50,130 6,433

２．器具及び備品 63,346  88,093   

減価償却累計額 △24,556 38,789 △34,580 53,513 14,723

有形固定資産合計  82,486 3.3  103,643 3.6 21,156

(2）無形固定資産  

１．ソフトウェア  112,673  67,422 △45,251

２．その他  713  713 ―

無形固定資産合計  113,386 4.5  68,135 2.4 △45,251

(3）投資その他の資産  

１．子会社出資金  ―  5,276 5,276

２．投資有価証券  2,000  48,500 46,500

３．長期貸付金  1,500  ― △1,500

４．破産債権、再生債権、
更生債権その他これ
らに準ずる債権

 442  634 191

５．長期前払費用  208  ― △208

６．前払年金費用  3,679  20,560 16,881

７．繰延税金資産  21,756  26,371 4,615

８．敷金及び保証金  103,864  113,371 9,506

９．その他  9,801  14,275 4,474

10．貸倒引当金  △238  △634 △395

投資その他の資産合計  143,014 5.6  228,355 8.1 85,341

固定資産合計  338,887 13.4  400,134 14.1 61,247

資産合計  2,531,664 100.0  2,829,481 100.0 297,816
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前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１．買掛金 ※１  128,705  51,254 △77,450

２．未払派遣人件費  505,849  592,035 86,186

３．一年内支払予定長期
リース債務

 64,161  32,240 △31,921

４．未払金 ※１  73,294  73,277 △16

５．未払費用 ※１  68,979  94,977 25,998

６．未払法人税等  56,985  134,209 77,224

７．未払消費税等  78,698  116,434 37,736

８．前受金  2,520  1,190 △1,329

９．預り金  22,362  29,246 6,883

10．賞与引当金  48,875  53,853 4,977

流動負債合計  1,050,432 41.5  1,178,719 41.7 128,287

Ⅱ　固定負債  

１．長期リース債務  32,240  ― △32,240

２．役員退職慰労引当金  56,607  71,313 14,706

固定負債合計  88,847 3.5  71,313 2.5 △17,533

負債合計  1,139,279 45.0  1,250,033 44.2 110,753

 

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 ※２  551,500 21.8  551,500 19.5 ―

Ⅱ　資本剰余金  

資本準備金 198,369  198,369   

資本剰余金合計  198,369 7.8  198,369 7.0 ―

Ⅲ　利益剰余金  

当期未処分利益 642,515  829,578   

利益剰余金合計  642,515 25.4  829,578 29.3 187,062

資本合計  1,392,385 55.0  1,579,447 55.8 187,062

負債・資本合計  2,531,664 100.0  2,829,481 100.0 297,816
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(2）損益計算書

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高  8,647,590 100.0  9,712,508 100.0 1,064,917

Ⅱ　売上原価  6,621,601 76.6  7,452,367 76.7 830,766

売上総利益  2,025,988 23.4  2,260,140 23.3 234,151

 Ⅲ　販売費及び一般管理費         

１．募集費 259,250  239,482   

２．役員報酬 76,818  83,430   

３．従業員給与及び賞与 402,401  474,477   

４．福利厚生費 89,991  111,123   

５．賞与引当金繰入額 48,875  53,853   

６．退職給付費用 5,791  ―   

７．役員退職慰労引当金繰
入額

22,914  14,706   

８．その他の人件費 228,819  269,301   

９．賃借料 167,198  204,941   

10．減価償却費 75,432  77,783   

11. 貸倒引当金繰入額 ―  1,041   

12．その他  303,950 1,681,446 19.4 334,583 1,864,725 19.2 183,279

営業利益  344,542 4.0  395,414 4.1 50,871

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息 38  45   

２．印税収入 64  ―   

３．保険金収入 61  55   

４．講師料 114  ―   

５．その他 217 495 0.0 142 243 0.0 △251

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息 2,426  1,365   

２．その他 4 2,430 0.0 135 1,501 0.0 △929

経常利益  342,607 4.0  394,156 4.1 51,549
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前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅵ　特別利益        

１．貸倒引当金戻入益 980   ―    

２. 退職給付年金戻入益 ― 980 0.0 1,716 1,716 0.0 735

Ⅶ　特別損失        

１．固定資産除却損 ※２ 3,567  3,294   

２．本社移転費用 ※３ 54,792  ―   

３．リース解約損  2,029  ―   

４．投資有価証券評価損  ― 60,389 0.7 1,999 5,294 0.1 △55,094

　　税引前当期純利益   283,198 3.3  390,578 4.0 107,379

法人税、住民税及び事
業税

123,882  187,486   

法人税等調整額 △2,990 120,892 1.4 △13,675 173,810 1.8 52,917

当期純利益  162,305 1.9  216,767 2.2 54,462

前期繰越利益  480,209   612,810  132,600

当期未処分利益  642,515   829,578  187,062

 

売上原価明細書

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　労務費      

１．派遣人件費 5,265,643  6,035,838   

２．法定福利費 546,592 5,812,235 87.8 639,599 6,675,438 89.6 863,202

Ⅱ　経費        

１．業務委託費 775,823  713,823   

２．その他 33,542 809,366 12.2 63,106 776,929 10.4 △32,436

　　 計  6,621,601   7,452,367 100.0 830,766
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(3）キャッシュ・フロー計算書

前事業年度
（自　平成16年４月１日

至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

 
対前年比

 

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 増減（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 283,198 390,578 107,379

減価償却費 75,432 77,783 2,351

貸倒引当金の増加額または減少額
(△)

△980 1,041 2,022

賞与引当金の増加額 4,980 4,977 △3

退職給付引当金の減少額 △4,016 ― 4,016

前払年金費用の増加額 △3,679 △16,881 △13,201

役員退職慰労引当金の増加額 22,834 14,706 △8,128

受取利息及び受取配当金 △38 △101 △62

支払利息 2,426 1,365 △1,061

投資有価証券評価損 ― 1,999 1,999

固定資産除却損 34,394 3,294 △31,099

売上債権の増加額 △91,022 △89,001 2,021

たな卸資産減少額または増加額
（△）

△45,582 34,683 80,266

前払費用の増加額 △6,471 △2,253 4,218

その他の流動資産の減少額または増
加額（△）

3,553 △15,574 △19,127

破産債権、再生債権、更生債権その
他これらに準ずる債権の減少額また
は増加額（△）

360 △191 △551

仕入債務の増加額または減少額
（△）

54,182 △77,450 △131,633

未払派遣人件費の増加額 7,298 86,186 78,888

未払金の減少額 △7,578 △9,195 △1,617

未払費用の増加額 7,066 25,998 18,932

未払消費税等の増加額または減少額
（△）

△17,557 37,736 55,293

前受金の増加額または減少額（△） 1,243 △1,329 △2,573

その他の流動負債の増加額 2,626 9,536 6,910

その他 7,823 172 △7,650

役員賞与の支払額 ― △5,000 △5,000

小計 330,493 473,083 142,590

利息及び配当金の受取額 38 101 62

利息の支払額 △2,426 △1,365 1,061

法人税等の支払額 △184,846 △112,915 71,931

営業活動によるキャッシュ・フロー 143,258 358,903 215,644
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前事業年度
（自　平成16年４月１日

至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

 
対前年比

 

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 増減（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券取得による支出 △2,000 △48,500 △46,500

子会社への出資による支出 ― △5,276 △5,276

有形固定資産の取得による支出 △74,914 △34,062 40,852

有形固定資産の売却による収入 4,990 ― △4,990

無形固定資産の取得による支出 ― △13,953 △13,953

貸付けによる支出 △1,450 △1,430 20

貸付金の回収による収入 1,755 700 △1,055

敷金及び保証金差入れによる支出 △9,555 △16,094 △6,539

敷金及び保証金の返還による収入 79,708 6,587 △73,120

その他の投資活動による支出 △4,840 △4,454 385

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,306 △116,483 △110,176

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金支払いによる支出 ― △24,495 △24,495

ファイナンス・リース債務の返済に
よる支出

△85,546 △64,161 21,384

財務活動によるキャッシュ・フロー △85,546 △88,656 △3,110

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 ― ― ―

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額 51,405 153,763 102,358

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 838,851 890,256 51,405

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 890,256 1,044,020 153,763

(4）利益処分案

前事業年度
株主総会承認日

（平成17年６月28日）

当事業年度
株主総会承認日

（平成18年６月28日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　当期未処分利益   642,515  829,578

Ⅱ　利益処分額      

１．配当金  24,705  32,940  

２．役員賞与金  5,000  5,000  

 　（うち監査役賞与金）  (　　　　　　―) 29,705 (　　　　　　―) 37,940

Ⅲ　次期繰越利益   612,810  791,638
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

 その他有価証券

　　時価のないもの

 　 　移動平均法による原価法

 その他有価証券

　時価のないもの

同左

２．たな卸資産の評価基準及び

評価方法

(1）仕掛品

個別法による原価法

―

 

(2）貯蔵品

最終仕入原価法による原価法

(2)貯蔵品

同左

３．固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産

定率法

主な耐用年数

　建物　　　　　８～15年

　器具及び備品　３～15年

(1）有形固定資産

同左

 

　

 

(2）無形固定資産

　自社利用のソフトウェアは、社内利用

可能見込期間（５年）による定額法

(2）無形固定資産

同左

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を検討し、回収不能見込

額を計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるため、将

来の賞与支給見込額のうち、当期負担額

を計上しております。

(2）賞与引当金

同左

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当期

末における自己都合要支給額から適格退

職年金制度における年金資産を控除した

金額を計上しております。なお、当期末

においては、年金資産が自己都合要支給

額を上回ったため、前払年金費用を計上

しております。

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当期

末における退職給付債務及び年金資産の

見込み額に基づき、当期末において発生

していると認められる額を計上しており

ます。

　なお、当期末においては、年金資産が

退職給付債務額をを上回ったため、前払

年金費用を計上しております。

（会計方針の変更）

　退職給付に係る会計処理は、前期にお

いて退職給付債務の計算方法を簡便法に

よっておりましたが、当期より原則法に

より計算する方法へ変更しております。

　この変更は、退職給付債務を原則法で

計算することにより、退職給付債務算定

の精度を高め、退職給付費用の期間帰属

をより適正に処理するとともに財務内容

の一層の健全化を図るためのもので

す。 この変更に伴って発生する原則法

移行時差異の費用3,737千円は当期にお

いて一括処理しております。
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項目
前事業年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

   この結果、従来と同一基準によった場

合に比べ、税引前当期純利益は3,737千円

減少しております。

　なお、この変更は、当期の従業員の増

加により原則法による退職給付債務の計

算が精緻にできるようになったことに伴

い当期末に行ったため、当中間期は前期

末と同一方法によっております。従って、

当中間期は変更後の方法によった場合に

比べ、税引前当期純利益は3,532千円多く

計上されております。

 (4）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備えるため、

役員退任慰労金内規に基づく、期末要支

給額を計上しております。

(4）役員退職慰労引当金

同左

５．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。

　また、リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるファイナンス・リース取

引については、通常の売買処理に係る方法

に準じた会計処理によっております。

同左

６．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３か月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。

同左

７．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左
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　会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 ────── （退職給付引当金）

　当期より「「退職給付に係る会計基準」の一部改正」

（企業会計基準第３号　平成17年３月16日）及び「「退

職給付に係る会計基準」の一部改正に関する適用指針」

（企業会計基準適用指針第７号　平成17年３月16日）を

適用しております。これにより税引前当期純利益は1,716

千円増加しております。

  ────── （固定資産の減損に係る会計基準）

　当期より、固定資産の減損に係る会計基準（「固定資

産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業

会計審議会　平成14年８月９日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第６号　平成15年10月31日）を適用しております。これ

による損益に与える影響はありません。

注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成17年３月31日現在）

当事業年度
（平成18年３月31日現在）

※１．関係会社に対する債務は、次のとおりでありま

　　す。

買掛金 10,948千円

未払金 12,699千円

未払費用 2,081千円

計 25,729千円

※１． 　　　　　　　　　―

※２．会社が発行する株式の総数 普通株式96,000株

発行済株式総数 普通株式27,450株

※２．会社が発行する株式の総数 普通株式96,000株

発行済株式総数 普通株式27,450株

３．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀

行１行と当座貸越契約を締結しております。これらの契

約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は、次のとお

りであります。

３．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀

行１行と当座貸越契約を締結しております。これらの契

約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は、次のとお

りであります。

当座貸越契約の総額 100,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 100,000千円

当座貸越契約の総額 100,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 100,000千円
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．研究開発費の総額 

一般管理費及び当期製造費用に含まれる

研究開発費　　　　　　　　　　　　　4,600千円 　

１．　　　　　　　　　　　―

　

※２．固定資産除却損

固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。  

　建物 654千円

　器具及び備品 332千円

  原状回復費用 2,580千円

計 3,567千円

※２．固定資産除却損

固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。  

　建物 2,682千円

　器具及び備品 612千円

計 3,294千円

※３．本社移転費用 ※３．　　　　　　　　　　―

本社移転費用の内訳は、次のとおりであります。  

固定資産除却損 

　建物 28,724千円

　器具及び備品 4,683千円

　原状回復費用 18,500千円

リース解約損 2,884千円

計 54,792千円

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度 
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．現金及び現金同等物の期末残高と現金及び預金勘定は

一致しております。

 １.　　　　　　　　　　同左
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①　リース取引

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

（１）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

（１）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

器具及び備品 107,688 47,353 60,335

合計 107,688 47,353 60,335

取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

器具及び備品 102,557 63,332 39,225

合計 102,557 63,332 39,225

（２）未経過リース料期末残高相当額 （２）未経過リース料期末残高相当額

１年内 21,269千円

１年超 40,449千円

合計 61,719千円

１年内 16,386千円

１年超 24,063千円

合計 40,449千円

（３）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 （３）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 24,090千円

減価償却費相当額 22,457千円

支払利息相当額 1,814千円

支払リース料 22,619千円

減価償却費相当額 21,110千円

支払利息相当額 1,349千円

（４）減価償却費相当額の算定方法 （４）減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。

同左

（５）利息相当額の算定方法 （５）利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利

息法によっております。

同左

 ２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

 ２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 83,318千円

１年超 66,968千円

合計 150,286千円

１年内 66,968千円

１年超 －千円

合計 66,968千円
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②　有価証券

時価評価されていない主な有価証券の内容 

 
前事業年度（平成17年３月31日） 当事業年度（平成18年３月31日）

貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円）

(1) その他有価証券   

非上場株式 2,000 48,500

③　デリバティブ取引

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度 
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当社はデリバティブ取引を全く行っておりませんので、該

当事項はありません。

 同左

④　退職給付

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は、確定給付型の制度として適格退職年金制度を採用しております。

２．退職給付債務に関する事項

前事業年度
（平成17年３月31日現在）

当事業年度
（平成18年３月31日現在）

(1）退職給付債務（千円） △43,295 △52,560

(2）年金資産（千円） 46,974 73,120

(3）前払年金費用　　　(1)＋(2)（千円） 3,679 20,560

(4）退職給付引当金　　(1)＋(2)－(3)（千円） ― ―

　（注）　退職給付債務の算定にあたり、当期末より簡便法から原則法に変更しております。

３．退職給付費用に関する事項

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(1）勤務費用（千円） 5,404 △5,453

(2）原則法移行時差異の費用処理額（千円） ― 3,737

(3）受入出向者分（千円） 387 ―

(4）退職給付費用　　(1)＋(2)+(3)（千円） 5,791 △1,716

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(1）退職給付見込み額の期間配分方法 ― 期間定額基準法

(2）割引率 ― 2.0％

(3）期待運用収益率 ― 2.0％
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⑤　税効果会計

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．繰延税金資産の発生の主な原因別内訳 １．繰延税金資産の発生の主な原因別内訳

繰延税金資産

未払事業税 4,658千円

未払事業所税 6,162千円

賞与引当金 19,887千円

役員退職慰労引当金 23,033千円

未払社会保険料 2,282千円

その他 219千円

繰延税金資産合計 56,244千円

繰延税金負債

前払年金費用 △1,497千円 

繰延税金負債合計 △1,497千円

繰延税金資産の純額 54,747千円

繰延税金資産

未払事業税 11,492千円

未払事業所税 7,221千円

賞与引当金 21,912千円

役員退職慰労引当金 29,017千円

未払社会保険料 2,501千円

減価償却超過額 4,579千円

その他 63千円

繰延税金資産合計 76,789千円

繰延税金負債

前払年金費用 △8,365千円 

繰延税金負債合計 △8,365千円

繰延税金資産の純額 68,423千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異の原因となった主要な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異の原因となった主要な項目別の内訳

　　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

　との間の差異が、法定実効税率の100分の５以下であるた

　め、記載を省略しております。

法定実効税率 40.69％

（調整）   

交際費等永久に損金に算入できない

事項

2.08％

住民税均等割等 0.55％

税額控除 △0.85％

法人税、住民税および事業税追徴税

額

2.25％

 

その他 △0.22％

税効果会計適用後の法人税等の

負担率
44.50％

  

  

⑥　持分法損益等

前事業年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

　該当事項はありません。

当事業年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　該当事項はありません。
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⑦　関連当事者との取引

前事業年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

(1）親会社及び法人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金
（千円）

事業の内
容

議決権の
被所有割
合

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社
株式会社

パソナ

東京都

千代田区
8,276,245

人材派

遣・請負、

人材紹介

事業

直接

60.87％

兼任

３名

エンジ

ニアの

派遣

エンジニアの

派遣

（注１）

18,494 売掛金 1,689

請負外注

（注１）
21,821 買掛金 10,948

出向者人件費

の負担
13,070

敷金

未払金

9,556

12,699

派遣スタッフ

の受入

（注１）

26,231
未払費用

 その他

2,081

410

事務所の賃借

（注２）
3,132

社員採用コン

サルティング

手数料

（注１）

502

社内事務委託 4,882

固定資産の

譲渡（注３）
4,990

　取引条件及び取引条件の決定方針等

　（注１）人材派遣価格その他の取引条件は、当社と関連を有さない第三者との取引における一般的取引条件と同様に決

定しております。

　（注２）親会社における第三者からの賃借料を使用面積にて按分して、決定しております。

　（注３）固定資産の譲渡対価は、譲渡日現在の帳簿価額を参考に決定しております。

　（注４）上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

当事業年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

(1）親会社及び法人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金
（千円）

事業の内
容

議決権の
被所有割
合

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社
株式会社

パソナ

東京都

千代田区
8,318,102

人材派

遣・請負、

人材紹介

事業

直接

60.87％

兼任

２名

エンジ

ニアの

派遣

エンジニアの

派遣

（注１）

48,958 売掛金 8,542

請負外注

（注１）
113,807 買掛金 4,955

派遣スタッフ

の受入

（注１）

31,521
敷金

未払金

14,405

3,364

事務所の賃借

（注２） 
24,673

未払費用

 その他

764

326

社員採用コン

サルティング

手数料

（注１）

927

社内事務委託 4,463

　取引条件及び取引条件の決定方針等

　（注１）人材派遣価格その他の取引条件は、当社と関連を有さない第三者との取引における一般的取引条件と同様に決

定しております。

　（注２）親会社における第三者からの賃借料を使用面積にて按分して、決定しております。

　（注３）上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額 50,542円26銭

１株当たり当期純利益金額 5,730円63銭

　潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

　平成16年11月19日付をもって普通株式１株につき３

株に分割を行っております。当該株式分割が前期首に

行われたと仮定した場合の前事業年度における１株当

たりの情報は、以下のとおりとなります。 

１株当たり純資産額 44,811円63銭

１株当たり当期純利益金額 7,471円85銭

１株当たり純資産額 57,356円93銭

１株当たり当期純利益金額 7,714円67銭

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額

7,714円11銭

　（注）　１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりと

なります。

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり当期純利益金額

　当期純利益（千円） 162,305 216,767

　普通株主に帰属しない金額（千円） 5,000 5,000

（うち利益処分による役員賞与金）（千円） (5,000) (5,000)

　普通株式に係る当期純利益（千円） 157,305 211,767

　普通株式の期中平均株式数（株） 27,450 27,450

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

　当期純利益調整額（千円） ― －

　普通株式に係る当期純利益（千円） ― 211,767

　普通株式増加数（株） ― 2

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

新株予約権１種類 

（新株予約権の数　900個）

新株予約権の概要については、「第

４提出会社の状況　１株式等の状況

　(２)新株予約権等の状況」に記載

のとおりです。 

同左
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（重要な後発事象）

前事業年度

　　　　　　 　（自平成16年４月１日

　　　　　　　 　至平成17年３月31日）

当事業年度

　　　　　　 　（自平成17年４月１日

　　　　　　　 　至平成18年３月31日）

１．ストックオプションの付与　

　平成17年５月13日開催の取締役会において旧商法第280

条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づき、取締役、

監査役及び従業員にストックオプションとして新株予約権

（合計270個）を付与する決議をいたしました。

 １．合弁会社の設立の件

　平成18年４月28日開催の取締役会において、以下のとお

り合弁会社の設立を決議いたしました。

　①商　号　　株式会社シーフォー＆パソナテック 

　　　　　　　　　マネージメントサービス

　②資本金　　100百万円　

　③出資比率　当社40％　

　　　　　　　株式会社シーフォーテクノロジー60％

　なお、設立する新会社は当社の持分法適用会社となる予

定です。
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６．生産、受注及び販売の状況

(1）生産実績及び受注実績

　当社は、人材派遣・請負、人材紹介などのサービス提供を業務としておりますので、該当事項はありません。

(2）販売実績

　当事業年度の販売実績を事業の種類別に示すと、次のとおりであります。

 （単位：千円）

事業の種類別
当事業年度

（自平成17年４月１日
至平成18年３月31日）

構成比（％） 前期比増減率（％）

人材

派遣

・請負

事業

ディベロッパー 3,252,574 33.5 15.3

ネットワークエンジニア 2,994,337 30.8 14.4

サポートエンジニア 1,911,411 19.7 △4.4

クリエーター 1,056,030 10.9 24.7

その他（トレーナー等） 355,606 3.6 28.1

計 9,569,959 98.5 11.8

人材紹介事業 142,548 1.5 63.8

合計 9,712,508 100.0 12.3

７．役員の異動

(1）代表者の異動

　該当事項はありません。

(2）その他の役員の異動

　退任予定取締役　　

　　取締役　　宮腰　俊男
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