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１．18年４月期の業績（平成17年５月１日～平成18年４月30日）
(1）経営成績 （百万円未満切捨）

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年４月期 2,519 (△2.9) 161 (△31.0) 167 (△35.7)

17年４月期 2,596 (0.8) 233 (11.8) 261 (24.3)

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４月期 168 (13.7) 29 88 ―  4.9 4.1 6.7

17年４月期 148 (△52.4) 25 60 ―  4.4 6.3 10.1

（注）１．持分法投資損益 18年４月期 ―百万円 17年４月期 ―百万円
２．期中平均株式数 18年４月期          5,299,080株 17年４月期 5,312,601株
３．会計処理の方法の変更 無
４．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
（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４月期 18 00 9 00 9 00 95 60.2 2.8

17年４月期 18 00 8 00 10 00 95 70.3 2.8

(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

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年４月期 4,088 3,428 83.8 645 02

17年４月期 4,201 3,393 80.8 638 22

（注）１．期末発行済株式数 18年４月期          5,299,080株 17年４月期 5,299,080株
２．期末自己株式数 18年４月期        550,920株 17年４月期 550,920株

(4）キャッシュ・フローの状況  

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４月期 144 △82 △150 781

17年４月期 271 △1,099 △132 869

２．19年４月期の業績予想（平成18年５月１日～平成19年４月30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 1,330 83 47 9 00 ― ―

通　期 2,750 200 120 ― 9 00 18 00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　 22円65銭
＊　業績予想に関する事項につきましては、「経営成績及び財政状態（3）次期の見通し」をご参照ください。なお、今後

の経済情勢など様々な状況変化によって、実際の業績は見通しと異なる場合があります。
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１．企業集団の状況
　当社の親会社である盛田エンタプライズ株式会社は、平成18年３月に当社普通株式を公開買付により51.9％取得しま

したが、当社との取引関係はありません。

　［事業系統図］

　以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。
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２．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社は「社会の期待し要求する製品を作り、それによって発展する企業でありたい。よって会社の発展と社員の幸

福が一致する経営を期す。」の経営理念のもと、多層チューブフィルム業界のパイオニアとして堅実に成長してきま

した。食品包装分野で安定的に成長しつつ、今後の成長分野として期待できる電子部品用・医療用・産業用を柱とす

る非食品分野に対する高機能製品の開発により事業拡大を図ることを基本戦略としております。また今後の企業成長

のためには環境問題への取り組みが重要と判断し、2001年４月にＩＳＯ14001の認証を取得するとともに、現在工場内

生産ロスのゼロ・エミッションを目標とし、循環型社会の一翼を担う企業として環境マネジメントシステムの継続的

な向上を目指してまいります。

　また経営理念の実現のために、目標管理制度を基にした人材の育成と経営・会計の透明性並びに法令の遵守を経営

の基本方針として、顧客・社員・株主並びに社会に報いることが出来る調和のとれた企業活動を推進してまいります。

(2）会社の利益配分に関する基本方針

　当社は株主各位への利益還元を重要課題と考えており、地道に経営基盤を強化し、常に安定配当を維持しつつ、業

績に裏付けされた成果配分を行なうことを基本方針としております。

　内部留保金につきましては、企業体質の強化と、今後の研究開発活動・設備投資・情報投資に活用し、また自己株

式取得の弾力的運用による株式価値の向上等に備えることにより、企業内容の充実を図ってまいります。

(3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　当社は株式市場での流動性を高め投資家層の拡大を図ることを資本政策上の重要課題と認識しております。期末時

点での平成17年４月の月中においては１単元の金額が50万円を越える水準で推移しましたが、今後とも投資単位の目

安であります「50万円以上」を大幅に超えるような場合には、１単元の株数の見直しなど適切に対処してまいりたい

と考えております。
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(4）目標とする経営指標

　当社は、投下資本に対するリターンの最大化を図ることにより、株主にとって魅力ある企業経営を行なうため、Ｒ

ＯＥ（株主資本当期純利益率）を主な経営指標としております。２ヵ年後のＲＯＥ目標を5.3％としております。

(5）中長期的な会社の経営戦略

　当社は平成17年度を初年度とし平成19年度を最終年度とする中期経営計画「ＢＴ３」（Ｂｒｅａｋ Ｔｈｒｏｕｇｈ

　３）を以下の通り策定し、推進しております。企業の社会的責任を果していく取り組みを行い、会社の持続的な発

展と企業価値の向上を目指してまいります。

①　基本方針

・非食品分野の積極的取り組みによる成長戦略の具体的実現を図る。

・売上の拡大指向による新分野、新製品の取り組みを積極的に行なう。

・戦略実現に向けての構造改革、行動変革運動を行なう。

②　経営目標（２年後）

・売上高　　　　　　　　　　32億円

・営業利益　　　　　　　　　３億20百万円

・非食品売上高比率　　　　　30％の達成

・売上高営業利益率　　　　　10％の達成

・株主資本利益率（ＲＯＥ）　５％以上の達成

(6）会社の対処すべき課題

　当社の主要ユーザーである食品業界においては、食の安全性に対する諸問題から、品質に対する要求水準はますま

す厳しくなり、また、少子高齢化が進むなか、個人消費は低迷し、需要減退の影響を受けるとともに、価格競争の激

化や受注の小ロット化、短納期化の流れが加速してきております。更に、ナフサ価格の高止まりから、樹脂原料価格

の値上げ影響がさらに強くなっている状況にあります。

　このような状況のなかで、以下の課題に取り組んでまいります。

まず第一に「品質の向上とコストの削減」を最重要課題と位置づけ、「顧客満足の得られる製品作り」と「徹底し

たコストダウン」に取り組んでおります。常に品質の向上を図り顧客満足の得られる製品作りを行い、クレームゼロ

を目指してまいります。

第二に、電子部品や医療用、産業用などの非食品分野への対応力を強化してまいります。また、包装用途だけでは

なく、医療用バックの拡大や産業用等の機能材料としての用途開発を進めてまいります。特に自動車分野の新規開拓

を図ってまいります。

第三に、提案型営業により主要分野である食品分野での顧客ニーズに的確に対応してまいります。問屋向けを中心

とした営業のみならず、直接ユーザーへの訪問頻度を増やし顧客ニーズの把握をよりきめ細かく行い、顧客からの信

認をより強くする営業活動を行なってまいります。

(7）親会社等に関する事項

①　親会社等の商号等

 （平成18年４月30日現在）

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券が上場されてい
る証券取引所等

盛田エンタプライズ株式会社 親会社
51.95

(－)
なし

　（注）　親会社等の議決権所有割合欄の（　）内は、間接被所有割合で内数である。

②　親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係

　当社の親会社である盛田エンタプライズ株式会社は、平成18年３月27日に当社普通株式を公開買付により51.91％取

得し、当社の親会社となりましたが、株式会社ジャスダック証券取引所に上場する会社として、経営の自立性を維持

するとともに、適時開示規則等に基づき盛田エンタプライズ株式会社の重要な会社情報につきましては、適時適切に

開示していきます。

③　親会社等との取引に関する事項

　当社は親会社等との取引がないため、記載すべき事項はありません。
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(8）内部管理体制の整備・運用状況

①　内部牽制組織、組織上の業務部門及び管理部門の配置状況、社内規程の整備状況その他内部管理体制の整備の状況

　当社はコーポレート・ガバナンス充実の一環として、内部管理体制の強化のため、業務全般に亘る牽制組織の整

備を行っております。具体的には、当社は監査役制度を採用しております。取締役会は、現在５名の取締役で構成

され、隔月の定例取締役会を、また必要に応じて臨時取締役会を開催し、十分な議論を尽くして経営上の意思決定

を行っております。監査役会は常勤監査役１名と非常勤監査役２名で構成しております。監査役は全員が社外監査

役であり、非常勤監査役２名の内１名は公認会計士、１名は税理士の体制としております。原則として全員が取締

役会に出席し経営全般および個別案件について意見を述べ、業務監査を通じ、取締役の業務執行に対しての適法性

を監査しており、法令および内部規程類を遵守し経営監視が有効に機能する運営を行っております。

　会計監査は監査法人トーマツに依頼しており、定期的な監査のほか、会計上の課題についても随時確認を行い、

適正な会計処理に努めております。その他、税務関連業務に関しましても税理士事務所と契約を締結し必要に応じ

たアドバイスを受けております。

　また、管理部門として管理部を設け、内部規程に基づき、社内業務全般の管理・統制を行い、各部門に対しての

内部牽制が適切かつ合理的に機能することを確保しております。また、社内諸規程につきましては、必要規程は整

備されておりますが、関係法令の改正等の都度、随時整備を実施しております。

②　内部管理体制の充実に向けた取り組みの最近１年間における実施状況

　「社員全員によるＣＳＲ活動の推進について」の資料を作成し、全社員に配布するとともに、会議等においても

繰返し説明、法令と社会規範遵守についての教育・啓蒙活動を実施しております。

３．経営成績及び財政状態
(1）経営成績

　当期におけるわが国経済は、企業収益の改善を背景とした設備投資の増加や雇用・所得環境の改善により、景気は

緩やかな回復傾向が見られましたが、原油価格の高止まりによる今後の景気動向に対する不透明感もぬぐいきれない

状況が続いております。

　当業界におきましても、原油・ナフサ価格の高騰に伴う樹脂原料価格の値上げ影響を受けるとともに、主力の食品

分野においては、少子高齢化が進むなか、個人消費は低迷し、需要減退の影響を受けました。

　非食品分野においては、電子部品向けユーザーの在庫調整は終了したものの、医療用において一部ユーザーの需要

減少の影響を受けました。また、受注の小ロット化の流れのなか、ユーザーの品質管理の要求は一段と高まるなど、

引き続き厳しい経営環境にありました。

　このような状況のなかで、当社は主力の食品分野においては、きめ細かく新規需要を掘り起こしていく対応を図り、

また非食品分野を成長分野と位置付けて、電子部品用、医療用、産業用向けの取り組みを積極的に推進し、販売の拡

大に努めてまいりましたが、売上高は25億19百万円（前期比2.9%減）となりました。

　利益につきましては、樹脂原料価格の値上がりに対し、全社を挙げての徹底したコスト削減に取り組みましたが、

営業利益は1億61百万円（前期比31.0%減）、経常利益は1億67百万円(前期比35.7%減)、投資有価証券売却益64百万円

の計上により当期純利益は1億68百万円（前期比13.7%増）となりました。

　用途別の売上高につきましては、食品分野では、漬物や農産、加工肉用途の需要不振によるも、汎用品の規格袋が

即納・小ロットなど小回りの良さから堅調に推移しましたが、19億24百万円（前期比2.8%減）となりました。

　非食品分野では、産業用の増加や電子部品向けユーザーの在庫調整は終了しておりますが、医療用が減少したこと

により4億5百万円（前期比2.9%減）となりました。

　商品につきましては、当社製品に関連した脱酸素剤等の販売減により1億89百万円（前期比4.6%減）となりました。
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(2）財政状態

①　キャッシュ・フローの状況

　当期のキャッシュ・フローにつきましては、現金及び現金同等物（以下「資金」という）は法人税等の支払、業

務アドバイザーの手数料支払による支出等により、前期に比べ88百万円減少し、当期末には７億81百万円となりま

した。

　なお、フリーキャッシュ・フローは8百万円となりました。

　また、当期中におけるキャッシュ・フローは以下のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当期において営業活動の結果得られた資金は１億44百万円（前期比１億27百万円減少）となりました。

　これは主に法人税等の支払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）

　当期において投資活動の結果使用した資金は82百万円（前事業年度は10億99百万円の使用）となりました。

　これは主に有形固定資産の取得による支出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）

　当期において財務活動の結果使用した資金は１億50百万円（前期比17百万円増加）となりました。

　これは主に配当金の支払と業務アドバイザーの手数料支払による支出によるものであります。

　（注）　フリーキャッシュ・フローは（営業活動によるキャッシュ・フロー）から（有形固定資産の取得による支

出）を差し引いて計算しました。

②　キャッシュ・フロー指標のトレンド

　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。

平成16年４月期 平成17年４月期 平成18年４月期

自己資本比率（％） 83.9 80.8 83.8

時価ベースの自己資本比率（％） 76.0 61.2 86.1

※　自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

１．各指標は、いずれも財務数値により計算しております。

２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。

３．債務償還年数は、有利子負債がありませんので表示を省略しております。

４．インタレスト・カバレッジ・レシオは、支払利息・割引料がないため表示を省略しております。
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(3）事業等のリスク

　当社の経営成績及び財政状態等に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、次のようなものがあり、文中の将来

に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。

①　原材料価格について

　当社の製品製造において使用している樹脂原料の原油・ナフサ価格の高騰に伴う価格の値上げの影響は、コスト

削減と製品値上げでもって対処しておりますが、今後、原油価格が大幅に高騰した場合には、原材料費の上昇を押

さえきれず、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

②　消費の動向について

　当社のユーザーである、食品メーカーが消費者の食の安全性に対する不信感を与える状況（産地偽装表示問題、

ＢＳＥ、鳥インフルエンザなど）が生じた場合など、消費動向に影響を与えるような不測の事態が発生した場合に

は、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

③　災害等について

　当社は生産拠点を三ヶ所に分散配置し補完機能をもたせており、かつ防火管理体制に関しても防災訓練を定期的

に行う等災害対策を実施しておりますが、地震・台風といった自然災害及び火災・爆発等の事故が発生した場合、

あるいはコンピューターシステムが稼動できなくなった場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

④　製品の欠陥について

　当社は製品の品質管理を最優先の課題の一つとし、製品の製造を行っております。しかし、全ての製品に欠陥が

なく、将来において製品回収などの事態が発生しないという保証はありません。また製造物責任賠償については保

険に加入しておりますが、大規模な製品の回収や製造物責任賠償につながるような製品等の欠陥が発生した場合、

当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

(4）次期の見通し

　今後の見通しにつきましては、引き続き景気は堅調に推移すると見込まれておりますが、高止まりを続けている原

油価格の動向や金利上昇の懸念等景気回復に影響を及ぼす不確定要素も多く、引き続き厳しい状況が続くものと予想

されます。

　このような状況のもと、当社は平成18年4月期を初年度とし、平成20年4月期を最終年度とする中期経営計画「ＢＴ

3（Break Through 3）」を推進しております。特に非食品分野の積極的取り組みによる成長戦略の具体的実現を図る

ことに注力し、売上高27億50百万円（前期比9.1％増）、経常利益２億円（前期比19.1％増）、当期純利益１億20百万

円（前期比28.7％減）を見込んでおります。
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４．財務諸表等
(1）貸借対照表

前事業年度
（平成17年４月30日）

当事業年度
（平成18年４月30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 826,632 737,886  

２．受取手形 (注６) 408,961 427,008  

３．売掛金 411,698 386,279  

４．有価証券 43,277 43,279  

５．商品 446 1,061  

６．製品 45,446 36,984  

７．原材料 16,220 23,870  

８．仕掛品 26,753 22,599  

９．前払費用 5,485 6,391  

10．未収法人税等 － 17,652  

11．繰延税金資産 28,181 18,346  

12．その他 8,290 29,514  

貸倒引当金 △721 △387  

流動資産合計 1,820,675 43.3 1,750,487 42.8 △70,187

Ⅱ　固定資産  

１．有形固定資産 (注１)  

(1)建物 245,119 224,157  

(2)構築物 11,974 10,440  

(3)機械及び装置 285,187 273,829  

(4)車両運搬具 13,900 13,825  

(5)工具、器具及び備品 8,446 11,201  

(6)土地 (注２) 605,251 605,251  

有形固定資産合計 1,169,880 27.8 1,138,705 27.8 △31,174

２．無形固定資産  

(1)借地権 3,289 3,289  

(2)その他 3,799 3,799  

無形固定資産合計 7,089 0.2 7,089 0.2 ―
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前事業年度
（平成17年４月30日）

当事業年度
（平成18年４月30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）

３．投資その他の資産  

(1)投資有価証券 746,515 750,740  

(2)長期前払費用 774 507  

(3)繰延税金資産 54,612 43,886  

(4)事業保険 66,960 70,096  

(5)差入保証金 34,657 26,550  

(6)長期性預金 300,000 300,000  

(7)その他 460 2,137  

 貸倒引当金 － △1,632  

投資その他の資産合
計

1,203,980 28.7 1,192,287 29.2 △11,692

固定資産合計 2,380,950 56.7 2,338,082 57.2 △42,867

資産合計 4,201,625 100.0 4,088,570 100.0 △113,054

 

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１．支払手形 (注６) 22,142 19,860  

２．買掛金 328,486 344,795  

３．未払金 41,701 51,462  

４．未払費用 65,047 67,307  

５．未払法人税等 120,125 5,144  

６．未払消費税等 5,039 11,450  

７．預り金 6,211 6,772  

８．設備支払手形 (注６) 4,308 1,344  

９．設備未払金 73,912 20,365  

10．その他 2 52  

流動負債合計 666,978 15.9 528,557 12.9 △138,421

Ⅱ　固定負債  

１．退職給付引当金 21,365 18,543  

２．役員退職慰労引当金 118,444 113,106  

３．その他 850 350  

固定負債合計 140,660 3.3 131,999 3.3 △8,660

負債合計 807,638 19.2 660,557 16.2 △147,081
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前事業年度
（平成17年４月30日）

当事業年度
（平成18年４月30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）

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 (注３) 774,000 18.4 774,000 18.9 ―

Ⅱ　資本剰余金  

資本準備金 1,150,310 1,150,310  

資本剰余金合計 1,150,310 27.4 1,150,310 28.1 ―

Ⅲ　利益剰余金  

１．利益準備金 193,500 193,500  

２．任意積立金  

別途積立金 1,370,000 1,370,000  

３．当期未処分利益 479,135 534,784  

利益剰余金合計 2,042,635 48.6 2,098,284 51.3 55,649

Ⅳ　土地再評価差額金 (注２) △387,533 △9.2 △387,533 △9.5 ―

Ⅴ　その他有価証券評価差
額金

53,611 1.3 31,989 0.8 △21,622

Ⅵ　自己株式 (注４) △239,037 △5.7 △239,037 △5.8 ―

資本合計 3,393,986 80.8 3,428,013 83.8 34,026

負債・資本合計 4,201,625 100.0 4,088,570 100.0 △113,054
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(2）損益計算書

前事業年度
（自　平成16年５月１日
至　平成17年４月30日）

当事業年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30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  

１．製品売上高 2,397,146 2,330,029  

２．商品売上高 199,055 2,596,202 100.0 189,901 2,519,930 100.0 △76,271

Ⅱ　売上原価  

１．製品売上原価  

(1）製品期首たな卸高 45,290 45,446  

(2）当期製品製造原価 1,424,663 1,427,855  

合計 1,469,954 1,473,302  

(3)製品期末たな卸高 45,446 36,984  

(4）製品売上原価 1,424,507 1,436,317  

２．商品売上原価  

(1）商品期首たな卸高 280 446  

(2）当期商品仕入高 174,581 166,708  

合計 174,862 167,154  

(3）商品期末たな卸高 446 1,061  

(4）商品売上原価 174,416 1,598,923 61.6 166,093 1,602,411 63.6 3,487

売上総利益 997,278 38.4 917,519 36.4 △79,759
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前事業年度
（自　平成16年５月１日
至　平成17年４月30日）

当事業年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30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）

Ⅲ　販売費及び一般管理費  

１．運送費 103,564 86,444  

２．荷造包装費 26,863 27,612  

３．役員報酬 85,920 87,933  

４．給料 194,219 203,008  

５．賞与 47,013 52,107  

６．退職給付費用 5,553 5,825  

７．役員退職慰労引当金
繰入額

10,865 10,415  

８．法定福利費 36,783 39,284  

９．事業税 7,360 6,437  

10．賃借料 55,555 40,985  

11．減価償却費 8,964 12,179  

12．保険料 6,288 5,833  

13．事務用消耗品費 22,830 19,727  

14．通信費 22,276 19,154  

15．旅費交通費 30,311 31,104  

16．研究開発費 (注１) 36,774 46,033  

17．貸倒引当金繰入額  － 1,298  

18．その他 62,546 763,689 29.4 60,997 756,382 30.0 △7,306

営業利益 233,589 9.0 161,136 6.4 △72,452

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息 5,378 5,605  

２．有価証券利息 17,952 40,363  

３．受取配当金 90 90  

４．雑収入 4,463 27,885 1.1 1,217 56,758 2.3 28,873

Ⅴ　営業外費用  

１．支払手数料 225 50,000  

２. 雑損失 8 233 0.0 － 50,000 2.0 49,766

経常利益 261,240 10.1 167,895 6.7 △93,345
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前事業年度
（自　平成16年５月１日
至　平成17年４月30日）

当事業年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30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．貸倒引当金戻入額 504 －  

２．投資有価証券売却益 － 504 0.0 64,590 64,590 2.6 64,086

Ⅶ　特別損失  

１．固定資産売却損 (注２) 188 192  

２．固定資産廃棄損 (注３) 7,174 7,362 0.3 1,408 1,601 0.1 △5,761

税引前当期純利益 254,381 9.8 230,884 9.2 △23,497

法人税、住民税及び
事業税

125,000 51,449  

法人税等調整額 △18,632 106,367 4.1 11,103 62,552 2.5 △43,814

当期純利益 148,014 5.7 168,332 6.7 20,317

前期繰越利益 373,520 414,144 40,623

中間配当額 42,400 47,691 5,291

当期未処分利益 479,135 534,784 55,649
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製造原価明細書

前事業年度
（自　平成16年５月１日
至　平成17年４月30日）

当事業年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30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　材料費 661,259 46.3 664,946 46.7 3,686

Ⅱ　労務費 151,744 10.6 140,211 9.9 △11,533

Ⅲ　経費  

１．外注加工費 378,122 369,657  

２．減価償却費 85,239 90,910  

３．電力料 51,816 50,715  

４．運送費 27,465 36,621  

５．その他経費 72,529 615,172 43.1 70,638 618,543 43.4 3,370

当期総製造費用 1,428,177 100.0 1,423,701 100.0 △4,475

期首仕掛品たな卸高 23,240 26,753 3,513

合計 1,451,417 1,450,454 △962

期末仕掛品たな卸高 26,753 22,599 △4,154

当期製品製造原価 1,424,663 1,427,855 3,191

　（注）　原価計算の方法 標準原価に基づく製品別総合原価
計算によっております。

同左
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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５月１日
至　平成17年４月30日）

当事業年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30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 254,381 230,884  

減価償却費 97,022 108,208  

貸倒引当金の増減額
（減少：△）

△504 1,298  

退職給付引当金の減少
額

△2,753 △2,821  

役員退職慰労引当金の
増減額（減少：△）

10,865 △5,338  

受取利息及び受取配当
金

△23,421 △46,059  

有形固定資産売除却損 7,362 1,601  

投資有価証券売却益 － △64,590  

売上債権の増減額（増
加：△）

△106,032 7,372  

たな卸資産の増減額
（増加：△）

△3,056 4,350  

仕入債務の増減額（減
少：△）

△58 14,026  

未払金の増加額 6,581 9,661  

未払費用の増加額 5,402 2,260  

未払消費税等の増減額
（減少：△）

△6,385 6,411  

役員賞与の支払額 △10,000 △12,000  

その他 21,181 33,952  

小計 250,586 289,219 38,632

利息及び配当金等の受
取額

15,211 34,396  

法人税等の還付額 24,784 －  

法人税等の支払額 △18,957 △179,483  

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

271,625 144,132 △127,492
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前事業年度
（自　平成16年５月１日
至　平成17年４月30日）

当事業年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30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

 

有形固定資産の取得に
よる支出

△186,931 △135,273  

有形固定資産の売却に
よる収入

73 127  

投資有価証券の取得等
による支出

△621,023 △779,600  

投資有価証券の売却等
による収入

2,449 827,800  

貸付けによる支出 △360 △800  

貸付金の回収による収
入

916 215  

定期預金の預入による
支出

△300,000 －  

事業保険の解約による
収入

－ 3,185  

事業保険の積立による
支出

－ △6,321  

保証金の払戻しによる
収入

△6,508 8,107  

その他 11,866 266  

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△1,099,517 △82,293 1,017,223

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 

自己株式の取得による
支出

△47,458 －  

配当金の支払額 △85,456 △100,583  

支払手数料支払による
支出

－ △50,000  

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△132,914 △150,583 △17,669

Ⅳ　現金及び現金同等物の増
減額（減少：△）

△960,806 △88,744  

Ⅴ　現金及び現金同等物の期
首残高

1,830,716 869,910  

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
末残高

869,910 781,165 △88,744
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(4）利益処分案

前事業年度
（株主総会承認日）
（平成17年７月27日）

当事業年度
（株主総会承認日）
（平成18年７月26日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　当期未処分利益 479,135 534,784 55,649

Ⅱ　利益処分額  

１．配当金 52,990 47,691  

２．取締役賞与金 12,000 64,990 10,000 57,691 △7,299

Ⅲ　次期繰越利益 414,144 477,092 62,948

 

　（注）　平成18年１月６日に47,691千円（１株につき9円）の中間配当を実施いたしました。
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成16年５月１日
至　平成17年４月30日）

当事業年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30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）を採用し

ております。

同左

時価のないもの

　移動平均法による原価法を採用しており

ます。

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

商品 先入先出法による原価法 同左

製品 総平均法による原価法 同左

原材料 総平均法による原価法 同左

仕掛品 総平均法による原価法 同左

３．固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法（ただし、平成10年４月１日以降に

取得した建物（建物付属設備を除く）につ

いては定額法）を採用しております。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであり

ます。

建物　　　　　　　　　　　３～38年

機械及び装置　　　　　　　４～10年

同左

 

　なお、主な耐用年数は次のとおりであり

ます。

建物　　　　　　　　　　　７～38年

機械及び装置　　　　　　　２～８年

４．引当金の計上基準

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。

同左

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、計上しております。

同左

役員退職慰労引当金 　役員の退職慰労金の支出に備えるため、

役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額

を計上しております。

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。

同左

６．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

　手許現金及び要求払い預金のほか、取得

日より３ヶ月以内に満期日が到来する定期

性預金及び容易に換金可能であり、かつ、

価格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ヵ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 　税抜方式を採用しております。 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５月１日
至　平成17年４月30日）

当事業年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30日）

 ────── （固定資産の減損に係る会計基準）

  当事業年度より、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。

表示方法の変更

前事業年度
（自　平成16年５月１日
至　平成17年４月30日）

当事業年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30日）

（損益計算書） ――――――

営業外収益の「信託分配金」は、重要性が乏しいため当

期において「有価証券利息」に含めて表示しております。

なお、当期の「有価証券利息」に含まれている「信託分

配金」は1,016千円であります。

 

（製造原価明細書） ――――――

経費の「賃借料」は、重要性が乏しいため当期において

「その他経費」に含めて表示しております。

なお、当期の「その他経費」に含まれている「賃借料」

は922千円であります。

 

（キャッシュ・フロー計算書） ――――――

　営業活動によるキャッシュ・フローの「前払リース料の

減少額」、「その他の流動資産の増減額」及び「預り金の

減少額」は重要性が乏しいため当期において「その他」に

含めて表示しております。

　なお、当期の「その他」に含まれている「前払リース料

の減少額」は819千円「その他の流動資産の増加額」は

9,454千円「預り金の減少額」は3,555千円であります。

 

追加情報

前事業年度
（自　平成16年５月１日

至　平成17年４月30日）

当事業年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30日）

「地方税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日以降

に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入されるこ

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7,360千円増加し、営

業利益、経常利益及び税引前当期純利益が、同額減少して

おります。

――――――
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注記事項

（貸借対照表関係）

項目
前事業年度

（平成17年４月30日）
当事業年度

（平成18年４月30日）

注１　有形固定資産減価償却

累計額
1,336,663千円          1,421,403千円

注２　土地の再評価 　「土地の再評価に関する法律（平成10年

３月31日公布）」に基づき、事業用の土地

の再評価を行い、「土地再評価差額金」を

資本の部に計上しています。

　なお、当該評価差額に係る繰延税金資

産156,175千円は、将来の税金負担額を軽

減する時期の予測が困難なため、繰延税金

資産の算定から控除しております。

同左

再評価を行った年月日

平成13年４月30日

再評価を行った年月日

平成13年４月30日

再評価を行った土地の当期末における時価

と再評価後の帳簿価額との差額

△219,414千円

再評価を行った土地の当期末における時価

と再評価後の帳簿価額との差額

        △220,653千円

再評価の方法

　「土地の再評価に関する法律施行令（平

成10年３月31日公布）」第２条第４号に定

める地価税法（平成３年法律第69号）第16

条に規定する地価税の課税価格の計算の基

礎となる土地の価額を算出するために国税

庁長官が定めて公表した方法により算出し

た価額に基づいて、合理的な調整を行って

算出しております。

同左

注３　会社が発行する株式の

総数
普通株式　　　　　　　　23,850,000株 普通株式　　　　　　　　23,850,000株

発行済株式総数 普通株式　　　　 　　　　5,850,000株 普通株式　　　　 　　　　5,850,000株

注４　自己株式 　当社が保有する自己株式の数は普通株

式550,920株であります。

　当社が保有する自己株式の数は普通株

式550,920株であります。

５　配当制限 商法施行規則第124条３号に規定する純資

産額

53,611千円

商法施行規則第124条３号に規定する純資

産額

      31,989千円

注６　期末日満期手形 　期末日満期手形の会計処理は手形交換日

をもって決済処理しております。したがっ

て当期末日が金融機関の休業日であったた

め次の期末日満期手形が期末残高に含まれ

ております。

　　　　　受取手形　　　　89,315千円

　　　　　支払手形　　　　 2,646千円

　　　　　設備支払手形　　 3,244千円

　期末日満期手形の会計処理は手形交換日

をもって決済処理しております。したがっ

て当期末日が金融機関の休業日であったた

め次の期末日満期手形が期末残高に含まれ

ております。

　　　　　受取手形　　　 103,566千円

　　　　　支払手形　　　　 2,282千円

　　　　　設備支払手形　　   714千円
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（損益計算書関係）

項目
前事業年度

（自　平成16年５月１日
至　平成17年４月30日）

当事業年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30日）

注１　研究開発費 　一般管理費に含まれる研究開発費は、

36,774千円であります。

　一般管理費に含まれる研究開発費は、

46,033千円であります。

注２　固定資産売却損 機械及び装置 65千円

車両運搬具 122千円

計 188千円

車両運搬具    192千円

計    192千円

注３　固定資産廃棄損 建物 5,443千円

構築物 56千円

機械及び装置 965千円

車両運搬具 342千円

工具、器具及び備品 367千円

計 7,174千円

建物      435千円

構築物   122千円

機械及び装置    726千円

工具、器具及び備品    124千円

計      1,408千円

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度
（自　平成16年５月１日

至　平成17年４月30日）

当事業年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30日）

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

（平成17年４月30日現在） （平成18年４月30日現在）

（千円）

現金及び預金勘定 826,632

有価証券 43,277

現金及び現金同等物 869,910

（千円）

現金及び預金勘定 737,886

有価証券 43,279

現金及び現金同等物 781,165
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①　リース取引

前事業年度
（自　平成16年５月１日
至　平成17年４月30日）

当事業年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30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）

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

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）

工具、器具及
び備品

27,656 3,815 23,840

（無形固定資
産）
その他

21,093 8,488 12,604

合計 48,749 12,304 36,445

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）

工具、器具及
び備品

27,656 9,347 18,309

（無形固定資
産）
その他

21,093 12,707 8,385

合計 48,749 22,054 26,695

　（注）　取得価額相当額は、未経過リース料期末残高の

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。

同左

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 9,749千円

１年超 26,695千円

合計 36,445千円

１年内      8,397千円

１年超       18,297千円

合計       26,695千円

　（注）　未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー

ス料期末残高の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。

同左

３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 11,137千円

減価償却費相当額 11,137千円

支払リース料       9,749千円

減価償却費相当額       9,749千円

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、残存価格を零とする定

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

 

 

（減損損失について） 

 リース資産に分配された減損損失はありません。
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②　有価証券

前事業年度（平成17年４月30日現在）

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

貸借対照表計上額が取得

原価を超えるもの

(1)株式 9,328 39,188 29,860

(2)債券

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 99,500 100,000 500

(3)その他 163,691 203,911 40,220

小計 272,519 343,100 70,580

貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの

(1)株式 － － －

(2)債券

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 400,000 383,580 △16,420

(3)その他 19,922 19,834 △87

小計 419,922 403,414 △16,507

合計 692,442 746,515 54,072

２．時価評価されていない有価証券の内容

貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

フリー・ファイナンシャル・ファンド 43,277

３．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額

１年以内
（千円）

１年超５年以内
（千円）

５年超10年以内
（千円）

10年超
（千円）

債券

(1)　国債・地方債等 － － － －

(2)　社債 － － － －

(3)　その他 － － － 483,580

合計 － － － 483,580
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当事業年度（平成18年４月30日現在）

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

貸借対照表計上額が取得

原価を超えるもの

(1)株式 9,327 74,488 65,160

(2)債券

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 200,000 202,130 2,130

(3)その他 － － －

小計 209,327 276,618 67,290

貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの

(1)株式 － － －

(2)債券

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 400,000 376,616 △23,384

(3)その他 99,505 97,505 △1,999

小計 499,505 474,121 △21,385

合計 708,832 750,740 41,907

２．当期に売却したその他有価証券（自　平成17年５月１日　至　平成18年４月30日）

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

227,782 64,090 ―

３．時価評価されていない有価証券の内容

貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

フリー・ファイナンシャル・ファンド 43,279

③　デリバティブ取引

前事業年度
（自　平成16年５月１日
至　平成17年４月30日）

当事業年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30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
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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退職一時金制度を採用しており、一部適格退職年金制度を設けております。

２．退職給付債務及びその内訳

前事業年度
（平成17年４月30日）

当事業年度
（平成18年４月30日）

(1)退職給付債務（千円） 115,705 112,939

(2)年金資産（千円） 94,339 94,395

(3)退職給付引当金（千円）(1)－(2) 21,365 18,543

　（注）　当社は退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

⑤　税効果会計

前事業年度
（平成17年４月30日）

当事業年度
（平成18年４月30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

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

（単位：千円）

繰延税金資産

役員退職慰労引当金 47,733

証券投資信託特別分配金 2,115

退職給付引当金 23,364

賞与引当金 14,996

未払費用 1,996

投資有価証券評価損 39,702

未払事業税

その他

10,705

1,868

繰延税金資産小計 142,482

評価性引当額 △41,818

繰延税金資産合計 100,664

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 460

適格退職年金掛金損金認容 17,408

繰延税金負債計 17,869

繰延税金資産の純額 82,794

（単位：千円）

繰延税金資産

役員退職慰労引当金 45,581

退職給付引当金 25,397

賞与引当金 15,824

未払費用 1,843

投資有価証券評価損 6,970

未払事業税

その他

207

1,221

繰延税金資産小計 97,046

評価性引当額 △6,970

繰延税金資産合計 90,076

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 9,918

適格退職年金掛金損金認容 17,924

繰延税金負債計 27,842

繰延税金資産の純額 62,233

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。

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な項目別の内訳

法定実効税率 40.3％

（調整）

有価証券売却による損金算入 △15.1％

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2％

住民税均等割 4.0％

試験研究費にかかる税額控除 △2.0％

その他 △0.3％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 27.1％
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⑥　持分法損益等

前事業年度
（自　平成16年５月１日
至　平成17年４月30日）

当事業年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30日）

　該当事項はありません。 　該当事項はありません。

⑦　関連当事者との取引

　前事業年度（自平成16年５月１日　至平成17年４月30日）

役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の
内容又
は職業

議決権等
の所有
(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

役員 小栗正次 － －

当社監

査役

小栗会

計事務

所代表

(被所有)

直接

0.18％

－ －
顧問料

（注1）

1,200

（注2）
－ －

（注1）取引条件ないし取引条件の決定方針については一般取引条件と同様に決定しております。

（注2）取引金額には消費税は含まれておりません。

　当事業年度（自平成17年５月１日　至平成18年４月30日）

役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の
内容又
は職業

議決権等
の所有
(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

役員 小栗正次 － －

当社監

査役

小栗会

計事務

所代表

(被所有)

直接

0.18％

－ －
顧問料

（注1）

1,600

（注2）
－ －

（注1）取引条件ないし取引条件の決定方針については一般取引条件と同様に決定しております。

（注2）取引金額には消費税は含まれておりません。
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（１株当たり情報）

項目
前事業年度

（自　平成16年５月１日
至　平成17年４月30日）

当事業年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30日）

１株当たり純資産額 638円22銭    645円02銭

１株当たり当期純利益金額 25円60銭   29円88銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金

額

　潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、潜在株式が存在し

ないため、記載しておりません。

同左

　（注）　１株当たり当期純利益金額算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前事業年度
（自　平成16年５月１日
至　平成17年４月30日）

当事業年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30日）

当期純利益（千円） 148,014 168,332

普通株主に帰属しない金額（千円） 12,000 10,000

（うち利益処分による役員賞与） (12,000) (10,000)

普通株式に係る当期純利益（千円） 136,014 158,332

期中平均株式数（千株） 5,312 5,299

（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成16年５月１日
至　平成17年４月30日）

当事業年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30日）

該当事項はありません。 該当事項はありません。
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５．生産、受注及び販売の状況
(1）生産実績

　当期の生産実績を事業の用途別に示すと、次のとおりであります。

（用途別）
当事業年度

（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30日）

前期比（％）

食品（ｋｇ） 2,167,056 91.4

非食品（ｋｇ） 475,856 97.0

合計（ｋｇ） 2,642,913 92.4

(2）受注状況

　当期における受注状況を事業の用途別に示すと、次のとおりであります。

区分
（用途別）

受注高
（千円）

受注残高
（千円）前期比（％） 前期比（％）

製品

食品 1,929,643 98.2 55,444 109.3

非食品 408,228 97.0 30,635 111.4

製品合計 2,337,871 98.0 86,080 110.0

商品 191,166 96.6 5,847 127.6

合計 2,529,038 97.9 91,927 111.0

　（注）　上記金額は販売価格によっており、消費税等は含まれておりません。

(3）販売実績

　当期の販売実績を事業の用途別に示すと、次のとおりであります。

区分
（用途別）

当事業年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30日）

前期比（％）

製品

食品（千円） 1,924,929 97.2

非食品（千円） 405,099 97.1

製品合計（千円） 2,330,029 97.2

商品（千円） 189,901 95.4

合計（千円） 2,519,930 97.1

　（注）　上記金額は販売価格によっており、消費税等は含まれておりません。
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６．役員の異動
(1）代表者の異動

　代表取締役社長　　林　隆司  （現　顧問）

　取締役相談役　    鈴木勝美　（現　代表取締役会長兼社長）

(2）その他の役員の異動

①新任取締役候補

取締役開発部長　　佐々木桂　（現　執行役員開発部長）

取締役（非常勤）　遠藤昭洋　（現　盛田エンタプライズ株式会社取締役財務部長兼総務担当）

取締役（非常勤）　北村　博　（現　株式会社イズミック取締役営業本部長）

②退任予定取締役

臼井雅巳　（現　常務取締役）

松永喜郎　（現　取締役営業部長）

　③新任監査役候補

監査役（非常勤）　川瀬智弘　（現　盛田エンタプライズ株式会社及び株式会社イズミック監査役）

（注）川瀬智弘氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

　④退任予定監査役

小栗正次　（現　非常勤監査役）

(3）就任予定日

平成18年７月26日
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