
平成 18年 ３月期    個別財務諸表の概要 平成 18年 5月 26日

会 社 名    五洋インテックス株式会社 　　　 上場取引所 　　ＪＡＳＤＡＱ

コ ー ド 番 号 　　７５１９         本社所在都道府県  愛知県

（  URL　http://www.goyointex.co.jp  ）

代 表 者 　 役     職     名　　　 代表取締役社長　　　　　  　　　 氏　　名　　　大　脇　秀　五

問 い 合 わ せ 先 　 責任者役職名　　 　専務取締役経営企画室長        氏　　名　　　大  脇　功  嗣       TEL   (0568) 76 - 1050
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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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
18年 3月期 1,639 （△20.0） △ 137 （　―　） △ 137 （　―　）
17年 3月期 2,047 （　△4.5） 110 （　―　） 112 （　―　）

百万円 ％ 円　　銭 円　　銭 ％ ％ ％
18年 3月期 △ 141 （　―　） △ 35.06 （　―　） △ 6.4 △ 4.7 △ 8.4
17年 3月期 92 （　―　） 22.24 （　―　） 4.1 3.7 5.5
(注)①期中平均株式数　　　　18年 3月期     4,044,026株　　　17年 3月期     4,044,150 株   

     ②会計処理の方法の変更　　 無

     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 配当金総額

中　間 期　末 （年　間）

円　銭 円　銭 円　銭 百万円 ％ ％

18年 3月期 5.00 ― 5.00 20 ― 0.9

17年 3月期 5.00 ― 5.00 20 21.7 0.9

(3)財政状態

１株当たり

株主資本

百万円 百万円 ％ 円　　銭
18年 3月期 2,800 2,146 76.6 530.83

17年 3月期 3,028 2,287 75.6 565.01

(注)①期末発行済株式数　18年 3月期      　4,043,350 株　  17年 3月期      　4,044,150 株

  　 ②期末自己株式数   　18年 3月期 　             800 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 ）

　
中　間 期　　末

百万円 百万円 百万円 円　　銭 円　　銭 円　　銭
中間期 820 △ 80 △ 90 ― ― ―
通　　期 1,900 20 5 ― 5.00 5.00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）     　 １ 円   　 24 銭 

売上高
経常利益率

配当性向
株主資本
配当率

　上記の予想につきましては、現状で判断しうる一定の前提、仮定に基づいております。今後発生する状況の変化によっては異なる業績結果とな
ることも予想されますのでご了解ください。なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料４ページをご参照ください。

  １株当たり年間配当金

経　常　利　益

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

（百万円未満切捨）

総  資  産 株  主  資　本

売   上   高 経　常　利　益 当　期　純　利　益

株主資本比率

総資本
経常利益率

売   上   高 営　業　利　益
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１ 【財務諸表等】 

(1) 【財務諸表】 

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  470,917  335,270

 ２ 受取手形  66,411  23,943

 ３ 売掛金 ※２ 409,813  304,506

 ４ 商品  381,539  425,232

 ５ 貯蔵品  38,162  26,042

 ６ 前渡金  2,013  910

 ７ 前払費用  10,356  12,268

 ８ 未収入金  54,167  39,336

 ９ その他  1,837  2,936

   貸倒引当金  △1,342  △840

   流動資産合計  1,433,877 47.3  1,169,606 41.8

Ⅱ 固定資産   

 １ 有形固定資産 ※１  

  (1) 建物  371,898  366,378

  (2) 構築物  7,761  11,185

  (3) 車両運搬具  239  239

  (4) 器具備品  48,802  57,878

  (5) 土地  612,181  612,181

    有形固定資産合計  1,040,884 34.4  1,047,863 37.4

 ２ 無形固定資産   

  (1) 商標権  3,997  3,458

  (2) ソフトウェア  29,021  20,515

  (3) 電話加入権  7,438  7,438

    無形固定資産合計  40,457 1.3  31,412 1.1

 ３ 投資その他の資産   

  (1) 投資有価証券  96,685  119,139

  (2) 関係会社株式  15,000  15,000

  (3) 出資金  30  30

  (4) 関係会社長期貸付金  110,000  110,000

  (5) 破産更生債権等  1,304  1,700

  (6) 長期前払費用  1,268  2,560

  (7) 差入保証金  153,243  156,040

  (8) 保険積立金  121,999  133,622

   (9) 会員権  50,000  49,423

    貸倒引当金  △36,304  △36,123

    投資その他の資産合計  513,226 17.0  551,392 19.7

    固定資産合計  1,594,569 52.7  1,630,668 58.2

    資産合計  3,028,446 100.0  2,800,275 100.0
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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  169,153  114,511

 ２ 買掛金  155,458  121,793

 ３ 短期借入金  100,000  100,000

 ４ 未払金  47,446  60,039

 ５ 未払費用  11,103  11,170

 ６ 未払法人税等  16,200  12,060

 ７ 未払消費税等  11,807  ―

 ８ 預り金  3,114  2,966

 ９ 賞与引当金  7,000  5,000

 10 その他  2,120  385

   流動負債合計  523,404 17.3  427,927 15.3

Ⅱ 固定負債   

１ 繰延税金負債  13,161  29,134

 ２ 退職給付引当金  19,135  18,548

 ３ 役員退職慰労引当金  184,776  178,338

   固定負債合計  217,072 7.2  226,020 8.1

   負債合計  740,477 24.5  653,947 23.4

(資本の部)   

Ⅰ 資本金 ※３ 656,207 21.7  656,207 23.4

Ⅱ 資本剰余金   

   資本準備金  852,070 28.1  852,070 30.4

Ⅲ 利益剰余金   

 １ 利益準備金  69,000  69,000

 ２ 任意積立金   

  （1）特別償却準備金  427 288 

  （2）別途積立金  597,893 598,321 597,893 598,181

 ３ 当期未処分利益又は当期
未処理損失（△） 

 92,955  △71,894

   利益剰余金合計  760,276 25.1  595,287 21.3

Ⅳ その他有価証券 
   評価差額金 

 19,415 0.6  42,980 1.5

Ⅴ 自己株式 ※４ ― ―  △217 △0.0

   資本合計  2,287,969 75.5  2,146,327 76.6

   負債資本合計  3,028,446 100.0  2,800,275 100.0
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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  2,047,669 100.0  1,639,136 100.0

Ⅱ 売上原価   

 １ 商品期首たな卸高  376,296 381,539 

 ２ 当期商品仕入高  879,168 774,477 

合計  1,255,465 1,156,016 

 ３ 他勘定振替高 ※２ △53,465 △65,210 

 ４ 商品期末たな卸高  381,539 820,460 40.1 425,232 665,573 40.6

   売上総利益  1,227,208 59.9  973,562 59.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費   

 １ 荷造運賃  57,123 50,021 

 ２ 広告宣伝費  64,509 70,520 

 ３ 見本帳費  14,064 46,418 

 ４ 貸倒引当金繰入額  1,252 586 

 ５ 役員報酬  38,710 43,350 

 ６ 給与手当  283,155 231,260 

 ７ 賞与引当金繰入額  7,000 5,000 

 ８ 退職給付引当金繰入額  5,882 4,130 

 ９ 業務委託費  222,607 225,285 

 10 福利厚生費  38,902 32,848 

 11 租税公課  15,284 13,402 

 12 消耗品費  25,937 25,660 

 13 旅費交通費  17,418 21,445 

 14 賃借料  115,494 125,039 

 15 通信費  18,183 14,258 

 16 減価償却費  71,122 69,483 

 17 その他  120,222 1,116,871 54.5 132,497 1,111,210 67.8

    営業利益又は営業損失
（△） 

 110,336 5.4  △137,648 △8.4

Ⅳ 営業外収益   

 １ 受取利息 ※１ 1,082 775 

 ２ 為替差益  6,332 3,827 

 ３ 賃貸収入 ※１ 4,923 5,189 

 ４ デリバティブ評価益  ― 2,167 

 ５ 雑収入 ※１ 3,066 15,405 0.7 3,331 15,290 0.9

Ⅴ 営業外費用   

 １ 支払利息  1,277 1,028 

 ２ 売上割引  806 438 

 ３ 賃貸原価  4,897 7,485 

 ４ 棚卸資産処分損  ― 6,239 

 ５ 貸倒引当金繰入額  6,000 ― 

 ６ 雑損失  ― 12,981 0.6 ２ 15,195 0.9

    経常利益又は経常損失
（△） 

 112,761 5.5  △137,552 △8.4
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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
(％)

Ⅵ 特別利益   

 １ 貸倒引当金戻入益  836 1,269 

 ２ 投資有価証券売却益  88 924 0.0 8,256 9,526 0.6

Ⅶ 特別損失   

 １ 固定資産除却損 ※３ 9,613 1,594 

 ２ 営業所移転費用  ― 1,575 

 ３ その他  400 10,013 0.5 ― 3,169 0.2

   税引前当期純利益又は税
引前当期純損失（△） 

 103,671 5.0  △131,195 △8.0

   法人税、住民税 
   及び事業税 

 10,716 10,572 

   法人税等調整額  ― 10,716 0.5 ― 10,572 0.6

   当期純利益又は当期純損
失（△） 

 92,955 4.5  △141,768 △8.6

   前期繰越利益  ―  69,873

   当期未処分利益又は当期
未処理損失（△） 

 92,955  △71,894

   

 

 

③ 【利益処計算書】 

 

  
前事業年度 

（株主総会承認年月日 
 平成17年６月29日) 

当事業年度 
（株主総会承認年月日 
 平成18年６月29日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 当期未処分利益又は当期未
処理損失（△） 

  92,955  △71,894 

Ⅱ 任意積立金取崩額      

１ 特別償却準備金取崩額  139  139  

２ 別途積立金取崩額  ― 139 91,971 92,111 

合計   93,094  20,216 

Ⅲ 利益処分額      

 １ 配当金  20,220  20,216  

 ２ 役員賞与金  3,000  ―  

  （うち監査役分）  （ 300） 23,220 (―) 20,216 

Ⅳ 次期繰越利益   69,873  ― 
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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 

子会社株式 

 ……移動平均法による原価法 

子会社株式 

同左 

  

その他有価証券 

 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） 

 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 

同左 

２ デリバティブの評価基準 ―――――― 時価法 

 

３ たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

商品……移動平均法による原価法 

貯蔵品…最終仕入原価法 

 

同左 

４ 固定資産の減価償却の方

法 

有形固定資産 

……定率法 

 なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。 

 建物…３～40年 

 構築物…５～35年 

器具備品…２～20年 

有形固定資産 

同左 

 

  

無形固定資産 

 ……定額法 

 

無形固定資産 

同左 

  

長期前払費用 

 ……定額法 

 

 

長期前払費用 

同左 

５ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

  売上債権、貸付金の貸倒損失に備

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

を勘案し、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 

  従業員賞与の支給に備えるため、

支給見込額基準により計上しており

ます。 

 

 

(2) 賞与引当金 

同左 
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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) 

 (3) 退職給付引当金 

 従業員の退職給与の支給に備える

ため、当期末において従業員が自己

都合により退職した場合の退職金要

支給額の100％を計上しておりま

す。 

 

 

(3) 退職給付引当金 

同左 

 (4) 役員退職慰労引当金 

  役員退職慰労金の支出に備えるた

め、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 

６ 外貨建資産及び負債の本

邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理しております。

 

同左 

７ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用しておりま

す。また、為替変動リスクのヘッジ

について振当て処理の要件を充たし

ている場合には振当て処理を採用し

ております。 

 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ

方針 

 主に当社の内規であります「金融

商品会計基準適用に際しての当社方

針」に基づき、為替変動リスクをヘ

ッジしております。当期末にヘッジ

会計を適用したヘッジ手段とヘッジ

対象は以下のとおりであります。 

 ヘッジ手段…先物為替予約 

 ヘッジ対象…商品輸入による外貨

建買入業務 

 

(3) 有効性評価の方法 

 ヘッジ対象の相場変動またはキャ

ッシュ・フロー変動の累計とヘッジ

手段の相場変動またはキャッシュ・

フロー変動の累計を比較し、その変

動額の比率によって有効性を評価し

ております。 

 

―――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 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 



― 29 ― 

 

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) 

９ 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 

消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。 

 

消費税等の会計処理 

同左 

 

 

 

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） 

 「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）を当期から

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。 

 

 

 

追加情報 

 
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) 

「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律

第９号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月

１日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導

入されたことに伴い、当事業年度から「法人事業税にお

ける外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての

実務上の取扱い」（平成16年２月13日企業会計基準委員

会 実務対応報告第12号）に従い法人事業税の付加価値

割及び資本割については、販売費及び一般管理費に計上

しております。 

 この結果、販売費及び一般管理費が5,530千円増加

し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が、

5,530千円減少しております。 

 

―――――― 
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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) 

当事業年度 
(平成18年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

 712,602千円
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

 
 

757,903千円
 

※２ 関係会社に対する資産・負債には区分掲記された

もののほか次のものがあります。 

売掛金 6,422千円

 
 

※２ 関係会社に対する資産・負債には区分掲記された

もののほか次のものがあります。 

売掛金 10,879千円
 

※３ 会社が発行する株式の総数 

普通株式 13,000,000株

 ただし、定款の定めにより株式の消却が行われた場合

には、会社が発行する株式について、これに相当する株

式数を減ずることとなっております。 

   発行済株式の総数 

普通株式 4,044,150株
 

※３ 会社が発行する株式の総数 

普通株式 13,000,000株

 ただし、定款の定めにより株式の消却が行われた場合

には、会社が発行する株式について、これに相当する株

式数を減ずることとなっております。 

   発行済株式の総数 

普通株式 4,044,150株

 
 

―――――― ※４ 自己株式の保有数 

           普通株式      800株 

 

５ 配当制限 

 商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価を

付したことにより増加した純資産額は19,415千円であ

ります。 

 

５ 配当制限 

 商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価を

付したことにより増加した純資産額は45,147千円であ

ります。 

 

 

(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 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 

 受取利息 1,013千円 

 雑収入（業務手数料） 600千円 

 賃貸収入 3,204千円 
 

※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 

 受取利息 775千円 

 雑収入（業務手数料） 600千円 

 賃貸収入 3,531千円 
 

※２ 他勘定振替高は、主として見本帳費、広告宣伝費

に振り替えたものであります。 

※２         同左 

※３ 固定資産除却損の内訳 

 建物 9,465千円 

 器具備品 148千円 

 計 9,613千円 
 

※３ 固定資産除却損の内訳 

 建物 621千円 

 器具備品 973千円 

 計 1,594千円 
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(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 

（借主側） 

 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 

 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 

（借主側） 

 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 

  器具備品

取得価額相当額  15,339千円

減価償却累計額相当額  15,109千円

期末残高相当額  229千円

 

   (注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末

残高が有形固定資産の期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法により算

定しております。 

 

  器具備品

取得価額相当額  864千円

減価償却累計額相当額  849千円

期末残高相当額  14千円

 

同左 

 

 ２ 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内  215千円

１年超  14千円

合計  229千円

 

   (注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経

過リース料期末残高が有形固定資産の期末

残高等に占める割合が低いため、支払利子

込み法により算定しております。 

 

 ２ 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内  14千円

１年超  ―千円

合計  14千円

 

同左 

 ３ 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料  1,034千円

減価償却費相当額  1,034千円

  

 ３ 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料  215千円

減価償却費相当額  215千円

  

 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。 

 ４ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 

(有価証券関係) 

前事業年度(自平成16年４月１日 至平成17年３月31日)及び当事業年度(自平成17年４月１日 至
平成18年３月31日)における子会社株式で時価のあるものはありません。 
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(税効果会計関係) 

 

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) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

 繰延税金資産(流動資産) 

  たな卸資産評価損否認 2,595千円

  未払事業税 2,234千円

  賞与引当金損金算入限度超過額 2,828千円

  未払社会保険料 282千円

  その他 71千円

  繰延税金資産小計 8,012千円

  評価性引当額 △8,012千円

  繰延税金資産合計 ―千円

 

 繰延税金資産(固定資産) 

  税務上の繰越欠損金 28,484千円

  役員退職慰労引当金否認 74,649千円

  退職給付引当金 
  損金算入限度超過額 

7,220千円

  投資有価証券評価損否認 1,045千円

  会員権評価損否認 15,352千円

  貸倒引当金損金算入限度超過額 311千円

  その他 10千円

  繰延税金資産小計 127,074千円

  評価性引当額 △127,074千円

  繰延税金資産合計 ―千円

 

 繰延税金負債(固定負債) 

  その他有価証券評価差額金 13,161千円

  繰延税金負債合計 13,161千円

  繰延税金負債の純額 13,161千円
 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

 繰延税金資産(流動資産) 

  たな卸資産 1,680千円

  未払事業税 1,719千円

  賞与引当金 2,020千円

  未払社会保険料 202千円

  その他 21千円

  繰延税金資産小計 5,643千円

  評価性引当額 △5,643千円

  繰延税金資産合計 ―千円

 

 繰延税金資産(固定資産) 

  税務上の繰越欠損金 83,534千円

  役員退職慰労引当金 72,048千円

  退職給付引当金 7,493千円

  投資有価証券 1,045千円

  会員権 15,118千円

  貸倒引当金 474千円

  その他 10千円

  繰延税金資産小計 179,725千円

  評価性引当額 △179,725千円

  繰延税金資産合計 ―千円

 

 繰延税金負債(固定負債) 

  その他有価証券評価差額金 29,134千円

  繰延税金負債合計 29,134千円

  繰延税金負債の純額 29,134千円
 

  

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要な項目別の内訳 

 法定実効税率 40.4％ 

  (調整)  

  交際費等永久に損金に 
  算入されない項目 

3.0％ 

  住民税均等割 10.2％ 

  評価性引当額の増減 △45.0％ 

  その他 1.7％ 

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 10.3％ 

  

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要な項目別の内訳 

 法定実効税率 40.4％ 

  (調整)  

  交際費等永久に損金に 
  算入されない項目 

△2.1％ 

  住民税均等割 △8.0％ 

  評価性引当額の増減 △38.3％ 

  その他 0.0％ 

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 △8.0％ 
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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) 

該当事項はありません。 同左 

  
 

 

２ 【役員の異動】 

    

１．代表者の異動（平成18年６月29日付予定） 

 

代表取締役社長     大 脇 功 嗣  （現 専務取締役経営企画室長） 

 

２．その他の役員の異動（平成18年６月29日付予定） 

  

① 新任取締役候補 

 

  取 締役大阪支店長    久 保 真 二  （現 大阪支店長） 

   

 ② 退任予定取締役 

 

代表取締役社長     大 脇 秀 五 

 

 ③ 昇格予定取締役 

  

   常務取締役商品部長   菊 池 典 子  （現 取締役商品部長） 

 


