
 

平成 18 年 ３ 月期   個別財務諸表の概要              平成18年５月17日 

上 場 会 社 名   株式会社ソディックハイテック 上場取引所 大阪証券取引所（ヘラクレス Ｓ） 

コ ー ド 番 号   ６１６０ 本社所在都道府県 神奈川県 

（ＵＲＬ http://www.sdkhtc.co.jp/） 

代 表 者   役職名 代表取締役社長      氏 名 渡貫 雄一 

問合せ先責任者   役職名 常務取締役管理統括部長  氏 名 河原 哲郎 

                           ＴＥＬ (０４５)４７３－６８６１ 

決算取締役会開催日  平成18年５月17日 中間配当制度の有無 有 

配当支払開始予定日  平成18年６月30日        定時株主総会開催日  平成18年６月29日 

単元株制度採用の有無 無 

 

１ 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 

 

18年３月期 

17年３月期 

百万円   ％

11,731    0.9 

11,630    ― 

百万円   ％

849       33.6 

636       ― 

百万円   ％

823        18.6 

693        ― 

 

 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

 

18年３月期 

17年３月期 

百万円   ％ 

468    15.0 

407    ― 

円  銭

16,968  52

14,847   01

円  銭

―   ―

―   ―

％

36.9  

58.2 

％ 

10.7   

10.8  

％

7.0  

5.9 

(注)①期中平均株式数      18年3月期     24,985株   17年3月期     24,446株 

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 

 

(2) 配当状況 

１株当たり年間配当金 
 

 中 間 期 末 

配当金総額 

(年 間) 
配当性向 

株主資本 

配 当 率 

 

18年３月期 

17年３月期 

円  銭

5,000  00

5,000  00

円  銭 

0  00 

0  00 

円  銭

5,000  00

5,000  00

百万円

132

122

％ 

29.5 

33.7 

％

8.0

13.9

 

(3) 財政状態 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

 

18年３月期 

17年３月期 

百万円 

7,701 

7,632 

百万円

1,659

879

％ 

21.5 

11.5 

円   銭

60,994       78

34,097       43

(注)①期末発行済株式数   18年３月期    26,465株   17年３月期    24,465株 

②期末自己株式数    18年３月期      ―株   17年３月期      ―株 

 

２ 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） 

１株当たり年間配当金 
 売上高 経常利益 当期純利益 

中 間 期 末  

 

中間期 

通 期 

百万円 

5,861 

11,971 

百万円

459

999

百万円

266

579

円 銭

    0   00

――― 

円 銭 

――― 

5,000   00 

円 銭

――― 

5,000   00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）21,915円59銭 

※ 上記の業績予想には、現時点での入手可能な情報に基づく将来の予測が含まれております。今後の事業運営や為 
   替変動時等内外の状況により、実際の業績が記載の予想数値と大幅に異なる可能性があります。 
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１.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) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％) 

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金  872,732  515,206

２ 受取手形 ※1 48,304  105,397

３ 売掛金 ※1 3,039,689  3,720,223

４ 商品  571,068  625,752

５ 製品  53,439  71,223

６ 原材料  93,746  129,002

７ 仕掛品  426,342  480,282

８ 貯蔵品  ―  4,398

９ 前払費用 ※1 26,864  25,195

10 関係会社短期貸付金  612,000  456,419

11 未収入金 ※1 264,773  306,582

12 立替金 ※1 79,227  68,520

13 繰延税金資産  104,496  112,329

14 その他  359  1,083

流動資産合計  6,193,045 81.1  6,621,618 86.0

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産   

(1) 建物  238,666 270,145 

減価償却累計額  17,149 221,517 44,416 225,729

(2) 構築物  6,182 15,363 

減価償却累計額  632 5,550 3,262 12,101

(3) 機械及び装置  201,257 288,896 

減価償却累計額  44,486 156,771 90,073 198,822

(4) 車両及び運搬具  1,002 1,002 

減価償却累計額  612 390 879 123

(5) 工具器具及び備品  56,862 91,909 

減価償却累計額  21,637 35,224 43,945 47,963

(6) 建設仮勘定  ―  1,879

  (7) 土地  224,249  224,249

有形固定資産合計  643,704 8.4  710,869 9.3

２ 無形固定資産   

(1) ソフトウェア  29,226  42,057

無形固定資産合計  29,226 0.4  42,057 0.5

   

－  － 
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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) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％) 

３ 投資その他の資産   

(1) 関係会社株式  67,777  67,777

(2) 従業員長期貸付金  2,393  2,101

(3) 関係会社長期貸付金  632,350  175,931

(4) 長期前払費用  2,125  1,625

(5) 敷金保証金  34,679  34,780

(6) 繰延税金資産  27,134  44,299

(7) その他  ―  13

投資その他の資産合計  766,460 10.1  326,528 4.2

固定資産合計  1,439,391 18.9  1,079,455 14.0

資産合計  7,632,436 100.0  7,701,073 100.0

   

 

－  － 
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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) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％) 

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

１ 支払手形 ※1 1,559,709  1,293,964

２ 買掛金 ※1 1,054,134  1,056,239

３ 短期借入金  2,500,000  2,200,000

４ １年以内返済予定長期 
  借入金 

 200,040  183,370

５ 未払金 ※1 223,390  251,417

６ 未払費用  88,335  89,049

７ 未払法人税等  210,000  207,033

８ 前受金  3,506  2,999

９ 預り金  24,102  19,396

10 賞与引当金  164,882  157,858

11 その他  50,392  52,956

流動負債合計  6,078,493 79.7  5,514,285 71.6

Ⅱ 固定負債   

１ 長期借入金  616,590  433,220

２ 退職給付引当金  37,513  65,914

３ 役員退職慰労引当金  20,646  28,426

固定負債合計  674,749 8.8  527,561 6.9

負債合計  6,753,243 88.5  6,041,846 78.5

(資本の部)   

Ⅰ 資本金 ※2 329,300 4.3  516,300 6.7

Ⅱ 資本剰余金   

１ 資本準備金  ― 291,400 

資本準備金合計  ― ―  291,400 3.8

Ⅲ 利益剰余金   

１ 利益準備金  5,814 22,547 

２ 当期未処分利益  544,079 828,979 

利益剰余金合計  549,893 7.2  851,526 11.0

資本合計  879,193 11.5  1,659,226 21.5

負債資本合計  7,632,436 100.0  7,701,073 100.0

   

 

－  － 
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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） 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％) 

金額(千円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高 ※1  

 １ 製品売上高  5,672,026 5,095,539 

２ 商品売上高  5,958,681 11,630,707 100.0 6,636,407 11,731,947 100.0

Ⅱ 売上原価   

 １ 期首製品たな卸高  83,914 53,439 

 ２ 当期製品製造原価 ※2 5,148,384 4,430,062 

    合計  5,232,298 4,483,502 

３ 期末製品たな卸高  53,439 71,223 

４ 製品売上原価  5,178,858 4,412,279 

５ 期首商品たな卸高  405,134 571,068 

６ 当期商品仕入高  5,023,192 5,456,548 

   合計  5,428,326 6,027,617 

７ 期末商品たな卸高  571,068 625,752 

８ 商品売上原価  4,857,257 10,036,116 86.3 5,401,864 9,814,144 83.7

   売上総利益  1,594,591 13.7  1,917,803 16.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費   

１ 役員報酬  127,098 130,149 

２ 給与手当  246,292 251,007 

３ 賞与引当金繰入額  22,612 29,494 

４ 退職給付費用  18,035 24,274 

５ 役員退職慰労引当金 
  繰入額 

 10,997 7,780 

６ 福利厚生費  48,925 58,532 

７ 荷造運送費  58,374 71,748 

８ 支払手数料  115,246 129,236 

９ 研究開発費 ※2 50,151 80,509 

10 減価償却費  24,196 24,344 

11 賃借料  69,183 78,561 

12 その他  167,331 958,445 8.2 182,399 1,068,038 9.1

   営業利益  636,145 5.5  849,764 7.2

－  － 
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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） 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％) 

金額(千円) 
百分比
(％) 

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息 ※1 20,774 15,647 

２ 受取手数料  5,100 ― 

３ 賃貸料収入 ※1 ― 13,702 

４ 免税事業者消費税等  35,638 ― 

５ その他  20,824 82,337 0.7 8,307 37,656 0.3

Ⅴ 営業外費用   

１ 支払利息  24,243 34,248 

２ 新株発行費  ― 10,904 

３ 為替差損  ― 18,825 

４ その他  381 24,624 0.3 308 64,286 0.5

   経常利益  693,858 5.9  823,134 7.0

Ⅵ 特別損失   

１ 固定資産売却損 ※3 ― 602 

２ 固定資産除却損 ※4 ― 1,716 

３ 投資有価証券売却損  1,859 ― 

４ 特別退職金 ※5 ― 11,879 

５ 減損損失 ※6 ― 1,859 0.0 6,895 21,093 0.2

  税引前当期純利益  691,999 5.9  802,040 6.8

  法人税、住民税 
  及び事業税 

 320,290 358,081 

  法人税等調整額  △36,241 284,049 2.4 △24,998 333,082 2.8

  当期純利益  407,950 3.5  468,958 4.0

  前期繰越利益  136,128  360,021

  当期未処分利益  544,079  828,979

   

   

   

 

 

－  － 

 

6



③利益処分計算書 

  
前事業年度 

(株主総会承認日) 
（平成17年６月24日） 

当事業年度 
(株主総会承認予定日) 
（平成18年６月29日） 

区分 
注記 
番号 

金額(千円） 金額(千円） 

Ⅰ 当期未処分利益   544,079 828,979

Ⅱ 利益処分額   

１ 利益準備金  16,732 ―

２ 配当金  122,325 132,325

３ 役員賞与金 
(うち監査役賞与金) 

 
45,000 
(6,000)

184,057
45,000
(6,000)

177,325

Ⅲ 次期繰越利益   360,021 651,654

 

 

－  － 
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重要な会計方針 

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 １ 有価証券の評価基準及び評価方法 

  子会社株式及び関連会社株式   子会社株式及び関連会社株式 

  移動平均法による原価法 同左 

その他有価証券 その他有価証券 

時価のあるもの 時価のあるもの 

…決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額

は全部資本直入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定) 

同左 

時価のないもの 時価のないもの 

…移動平均法による原価法 同左 

  

  

２ たな卸資産の評価基準及び評価方法 ２ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

(1) 商品 (1) 商品 

先入先出法による原価法 同左 

  

(2) 製品及び仕掛品 (2) 製品及び仕掛品 

金型及び機械 金型及び機械 

個別法による原価法 同左 

  

成形品 成形品 

先入先出法による原価法 同左 

  

(3) 原材料 (3) 原材料 

先入先出法による原価法 同左 

  

  

３ 固定資産の減価償却の方法 ３ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 (1) 有形固定資産 

定率法によっております。 

 ただし、建物（附属設備は除く）については、

定額法によっております。 

 なお、耐用年数及び残存価額については、法人

税法に規定する方法と同一の基準によっておりま

す。 

同左 

  

(2) 無形固定資産 (2) 無形固定資産 

 ソフトウェアのうち自社利用目的のソフトウェ

アについては、社内における利用可能期間（5

年）に基づく定額法、販売目的のソフトウェアに

ついては、見込販売数量に基づく償却額と、残存

見込販売有効期間に基づく均等償却額との、いず

れか大きい金額を計上しております。 

 なお、販売目的のソフトウェアの当初における

見込販売有効期間は3年としております。 

 

同左 

  

  

４ 繰延資産の処理方法 ４ 繰延資産の処理方法 

新株発行費 新株発行費 

 支出時に全額費用処理する方法を採用しておりま

す。 

 

同左 

 

－  － 
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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) 

５ 引当金の計上基準 ５ 引当金の計上基準 

(1) 賞与引当金 (1) 賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるた

め、支給見込額の当期負担額を計上しておりま

す。 

同左 

  

(2) 退職給付引当金 (2) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末

における退職給付債務及び年金資産の見込額に基

づき、当事業年度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。 

 数理計算上の差異は、各期の発生時における従

業員の平均残存勤務期間以内の一定年数(10年)に

よる定率法により計算した額を発生の翌事業年度

から費用処理することとしております。 

 未認識過去勤務債務は、その発生時における従

業員の平均残存勤務期間以内の一定年数(10年)に

よる定額法により計算した額を発生時から費用処

理することとしております。 

同左 

  

(3) 役員退職慰労引当金 (3) 役員退職慰労引当金 

 役員の退職により支給する退職慰労金に充てる

ため、当社規程に基づく期末要支給額を計上して

おります。 

同左 

  

  

６ リース取引の処理方法 ６ 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。 

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 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 消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は、税抜方式によっておりま

す。 

 

同左 

 

－  － 
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会計処理の変更 

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） 

― （固定資産の減損に係る会計基準） 

  

 当事業年度から「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

準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第

６号）を適用しております。 

これにより税引前当期純利益が6,895千円減少してお

ります。 

なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表

等規則に基づき当該各資産の金額から直接控除しており

ます。 

    

 

表示方法の変更 

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） 

― （損益計算書） 

  

 前期まで営業外収益の「その他」に含めて表示してお

りました「賃貸料収入」は、営業外収益の総額の100分

の10を超えたため区分掲記しました。 

なお、前期における「賃貸料収入」の金額は5,757千

円であります。 

    

－  － 
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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.関係会社に対する資産及び負債 ※１.関係会社に対する資産及び負債 

区分掲記されたもの以外で各項目に含まれている

ものは、次のとおりであります。 

区分掲記されたもの以外で各項目に含まれている

ものは、次のとおりであります。 
 
流動資産 

受取手形 48,304千円

売掛金 3,039,689千円

未収入金 245,059千円

立替金 76,545千円

前払費用 9,000千円

流動負債 

買掛金 184,849千円

支払手形 99,101千円

未払金 19,933千円

  

 
流動資産 

受取手形 105,397千円

売掛金 3,720,223千円

未収入金 286,302千円

流動負債 

買掛金 119,720千円

 

  

※２.会社が発行する株式及び発行済株式総数 ※２.会社が発行する株式及び発行済株式総数 
 
会社が発行する株式 普通株式 40,000株

発行済株式総数 普通株式 24,465株

  

 
会社が発行する株式 普通株式 97,000株

発行済株式総数 普通株式 26,465株

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－  － 
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－  － 
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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.各科目に含まれている関係会社に対するものは、

次のとおりであります。 

※１.各科目に含まれている関係会社に対するものは、

次のとおりであります。 
 

売上高 11,560,707千円

受取利息 19,257千円

  

 
売上高 11,731,947千円

受取利息 15,578千円

賃貸料収入 13,702千円

  

※２.一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費                99,313千円 

※２.一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費                129,282千円

  

※３.────── ※３.固定資産売却損の内訳 

 機械装置               602千円

  

※４.────── ※４.固定資産除却損の内訳 

 機械装置              1,716千円

  

※５.────── ※５.特別退職金の内訳 

 当社ＭＩＲカンパニー大阪工場の閉鎖に伴なうもの

 であります。 

  

※６.────── ※６.減損損失 

 当事業年度において、当社は以下の資産について 

 減損損失を計上しております。 

 
用 途 場 所 種 別 

減損損失

(千円) 

建 物 6,781

その他 114

金型及び

成形品製

造設備 

大阪府大東

市(当社MIR

カンパニー

大阪工場) 計 6,895
 

 当社は、カンパニー単位を基礎として、事業の種類別

に資産をグルーピングしております。 

上記の資産グループについては、工場を閉鎖すること

としたため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該

減少額を減損損失（6,895千円）として特別損失に計上

しております。 

なお、当該資産の回収可能価額は正味売却価額により

測定しており、不動産鑑定評価などに基づいて算定して

おります。 

  

  

  

  

 



（リース取引関係） 

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） 

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 

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) 

機械及び装置 873,075 345,237 527,837

工具器具及び
備品 

67,458 16,373 51,085

その他 6,850 3,653 3,196

合計 947,383 365,263 582,120

  

 

 
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) 

機械及び装置 919,974 483,613 436,360

工具器具及び
備品 

95,398 27,428 67,969

その他 10,092 5,203 4,889

合計 1,025,464 516,245 509,218

  
（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 144,930千円

1年超 462,193千円

合計 607,123千円
  

 
1年内 144,551千円

1年超 393,087千円

合計 537,638千円
  

（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 152,252千円

減価償却費相当額 130,813千円

支払利息相当額 26,092千円
  

 
支払リース料 180,787千円

減価償却費相当額 168,401千円

支払利息相当額 29,295千円
  

（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 

  

  

  

  

  

 

－  － 
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（有価証券関係） 

前事業年度(平成17年3月31日現在) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

 

当事業年度(平成18年3月31日現在) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

 

（税効果会計関係） 

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

（繰延税金資産） （繰延税金資産） 

①流動資産 ①流動資産 
 
たな卸資産評価損 12,608千円

賞与引当金 66,777千円

未払事業税 16,573千円

未払事業所税 639千円

未払費用 7,897千円

計 104,496千円
  

 
たな卸資産評価損 21,232千円

賞与引当金 64,248千円

未払事業税 16,121千円

未払事業所税 642千円

未払費用 10,084千円

計 112,329千円
  

  

②固定資産 ②固定資産 
 
役員退職慰労引当金 8,361千円

減価償却費超過額 637千円

一括償却資産 3,160千円

退職給付引当金損金算入限度超過額 14,974千円

計 27,134千円

繰延税金資産合計 131,630千円
  

 
役員退職慰労引当金 11,569千円

減価償却費超過額 27千円

一括償却資産 3,382千円

退職給付引当金 26,513千円

減損損失 2,806千円

計 44,299千円

繰延税金資産合計 156,629千円
  

  

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

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

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

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

 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

注記を省略しております。 

 

同左 

 

－  － 
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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 34,097円43銭

１株当たり当期純利益 14,847円01銭

  

 

１株当たり純資産額 60,994円78銭

１株当たり当期純利益 16,968円52銭

  
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 （注） １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

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) 

当期純利益 （千円） 407,950 468,958 

普通株主に帰属しない金額 (千円) 45,000 45,000 

（うち利益処分による役員賞与金） （千円） （45,000） （45,000） 

普通株式に係る当期純利益 （千円） 362,950 423,958 

期中平均株式数 （株） 24,446 24,985 

 

（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) 

― ― 

 

 

 

 

 

２．役員の異動（平成18年６月29日付異動予定） 

 

（１）新任取締役候補 

 常務取締役  松井 孝   

 取 締 役  牧崎 利郎  

 取 締 役  加藤 夫三男 

 取 締 役  岩瀬 聡   

 

（２）退任予定取締役 

 取 締 役  仲田 直史 

 取 締 役  森川 洋 

 

（３）新任監査役候補 

 常勤監査役  森川 洋   

 

（４）退任予定監査役 

 常勤監査役  長田 博 

 


