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定時株主総会開催日 平成18年12月19日  単元株制度採用の有 有（1単元 株）・無 
 
 
１．平成18年9月期の業績（平成17年10月1日～平成18年9月30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9月期 7,516  （  9.5 ） 656  （ △0.0 ） 684  （  0.7 ） 
17年9月期 6,860 （ 13.1 ） 656  （  21.0 ） 679  （ 20.0 ） 

 

 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

自己資本
当期純利益率

総 資 産 
経常利益率 

売 上 高
経常利益率

 百万円   ％  円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年9月期 172 （ △54.4 ） 3,291 39   3,238 76 7.4   18.0   9.1  
17年9月期 378 （  22.4 ） 7,271 66 7,196 34 18.6   22.3   9.9  

(注) ①期中平均株式数 18年9月期 52,313株 17年9月期 52,070株 
②会計処理の方法の変更  有 ・ 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)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 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 
 百万円 百万円 ％  円   銭

18年9月期 4,272 2,387 55.9 45,608    46 
17年9月期 3,348 2,252 67.3 43,145    20 

(注) ①期末発行済株式数 18年9月期 52,351株  17年9月期 52,196株 
②期末自己株式数  18年9月期   － 株  17年9月期  －  株 

 

２．平成19年9月期の業績予想（平成18年10月１日～平成19年9月30日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

中 間 期 4,069 347 202 

通   期 8,139 694 404 
(参考) １株当たり予想当期純利益（通期） 7,737円 21銭 

 
３．配当状況 
現金配当 1株当たり配当金（円） 

 第 1 四半期末 中間期末 第 3 四半期末 期末 その他 年間 

配当金総額 

（百万円） 

配当性向 

（％） 

純資産 

配当率（％）

17年9月期 ― ― ― 1,800 ― 1,800  93 24.8 4.2 
18年9月期 ― ― ― 2,200 ― 2,200  115 66.8 5.0 
19年9月期（予想） ― ― ― 2,500 ― 2,500

※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､多分に不確実な要素

を含んでおります。実際の実績等は、業績の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
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－個別2－ 

１．財務諸表 

（１）貸借対照表 

                                                    （単位：千円） 

第21期 

（平成17年9月30日現在） 

第22期 

（平成18年9月30日現在） 
比 較 増 減       

期 別  

 

科 目 金額 構成比 金額 構成比 金額 

   ％   ％  

（資産の部）        

Ⅰ 流動資産        

1．現金及び預金     1,394,218 1,083,835   △310,383

2．売掛金  646,203 711,376   65,173

3．商品  124 55   △69

4．貯蔵品  6,564 3,847   △2,717

5．前払費用  17,162 14,136   △3,026

6．繰延税金資産  54,226 53,694   △532

7．その他  2,474 4,036   1,562

  貸倒引当金  △10,400 △11,300   △900

流動資産合計  2,110,574 63.0 1,859,681 43.5  △250,893

Ⅱ 固定資産    

1．有形固定資産    

(1)建物     154,144 154,698  554 

減価償却累計額 △72,720 81,424 △80,227 74,470  △7,507 △6,954

(2)構築物 2,594 2,594  - 

減価償却累計額 △1,915 678 △2,041 552  △126 △126

(3)車輛運搬具 3,463 9,294  5,831 

減価償却累計額 △3,289 173 △4,220 5,074  △931 4,901

(4)工具器具備品 42,931 43,681  750 

減価償却累計額 △32,752 10,179 △35,315 8,366  △2,563 △1,813

(5)土地         222,486 222,486   - 

有形固定資産合計  314,942 9.4 310,951 7.3  △3,991

2．無形固定資産        

(1)ソフトウエア  3,080 3,230   150

(2)電話加入権  5,926 6,014   88

(3)水道施設利用権  196 136   △60

無形固定資産合計  9,202 0.3 9,382 0.2  180

3．投資その他の資産    

(1)投資有価証券   643,782 829,707   185,925

(2)関係会社株式  57,400 1,251,200   1,193,800

(3)出資金  10 10      - 

(4)長期前払費用  11,146 11,029   △117

(5)差入保証金  89,376 88,531   △845

(6)長期性預金  100,000 100,000      - 

(7)その他  11,721   

(8)関係会社投資損失引

当金 

 - 

11,557

△200,000   

△164

△200,000

投資その他の資産合計  913,437 27.3 2,092,036 49.0  1,178,599

固定資産合計  1,237,582 37.0 2,412,370 56.5  1,174,788

資産合計  3,348,157 100.0 4,272,051 100.0  923,894

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 



－個別3－ 

（単位：千円） 

第21期 

（平成17年9月30日現在） 

第22期 

（平成18年9月30日現在） 
比 較 増 減       

期 別  

 

科 目 金額 構成比 金額 構成比 金額 

   ％   ％   

（負債の部）        

Ⅰ 流動負債        

1.買掛金  79 45   △34

2．短期借入金       80,000 288,000   208,000

3．1年以内返済予定の 

  長期借入金   
    - 150,000   150,000

4．未払金  505,212 565,835   60,623

5．未払法人税等  183,500 150,300   △33,200

6．未払消費税等  84,934 82,650   △2,284

7．前受金 

8．預り金 

 

 

852

12,303

852

31,676

  - 

19,373

9．賞与引当金  76,400 71,400   △5,000

10.その他  - 7   7

 流動負債合計  943,282 28.2 1,340,767 31.4  397,485

Ⅱ 固定負債    

1．長期借入金  350,000   350,000

2. 繰延税金負債  152,867 193,636   40,769

 固定負債合計  152,867 4.5 543,636 12.7  390,769

 負債合計  1,096,150 32.7 1,884,403 44.1  788,253

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金          390,332 11.7   △390,332

Ⅱ 資本剰余金     

 1.資本準備金 114,170   

 2.その他資本剰余金    

  資本準備金減少差益 160,000   

  資本剰余金合計  274,470 8.2   △274,470

Ⅲ 利益剰余金    

 1.任意積立金    

 (1)別途積立金 700,000   

 2.当期未処分利益 614,474   

 利益剰余金合計  1,317,474 39.3   △1,317,474

Ⅳ その他有価証券評価 

差額金 

 

269,729 8.1

 

 

 

△269,729

資本合計  2,252,006 67.3   △2,252,006

負債・資本合計  3,348,157 100.0   △3,348,157

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

 1.資本金  393,561 9.2  393,561

 2.資本剰余金    

 (1)資本準備金  117,699   

(2)その他資本剰余金  160,000   

 資本剰余金合計  277,699 6.4  277,699

 3.利益剰余金    

(1)その他利益準備金    

 ａ．別途積立金  800,000   

 ｂ．繰越利益剰余金  595,704   

   利益剰余金合計  1,395,704 32.7  1,395,704

 株主資本合計  2,066,964 48.3  2,066,964

Ⅱ 評価・換算差額等    
その他有価証券評価差額金  320,683    

 評価・換算差額等合計  320,683 7.6  320,683

純資産合計  2,387,648 55.9  2,387,648

負債・純資産合計  4,272,051 100.0  4,272,051

    

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 



 

（２）損益計算書 

                                      （単位：千円） 

第21期 

自 平成16年10月1日 

至 平成17年9月30日 

第22期 

自 平成17年10月1日 

至 平成18年9月30日 

比 較 増 減       

期 別  

 

 

科 目 金額 構成比 金額 構成比 金額 

Ⅰ 売上高  6,860,348 100.0 7,516,688 100.0  656,340

Ⅱ 売上原価  5,508,279 80.3 6,125,704 81.5  617,425

売上総利益  1,352,068 19.7 1,390,984 18.5  38,916

Ⅲ 販売費及び一般管理費 

※1 

 695,324 10.1 734,865 9.8  39,541

営業利益  656,744 9.6 656,118 8.7  △626

Ⅳ 営業外収益    

1．受取利息 399 985   

2．受取配当金 3,196 5,730   

3．受取賃貸料 8,209 6,762   

4. 受取手数料  ※2 13,828 19,607   

5. その他 499 26,132 0.4 4,348 37,434 0.5  11,302

Ⅴ 営業外費用    

1．支払利息 2,409 6,631   

2．その他 580 2,989 0.1 2,222 8,853 0.1  5,864

経常利益  679,887 9.9 684,699 9.1  4,812

Ⅵ 特別利益    

1. 貸倒引当金戻入益 12,100 12,100 0.2 - -  △12,100

Ⅶ 特別損失    

1. 子会社清算損 13,500 -   

2.投資有価証券評価損 5,000 -   

3.関係会社投資損失引当

金繰入 

- 18,500 0.3 200,000 200,000 2.7  181,500

税引前当期純利益  673,487 9.8 484,699 6.4  △188,788

法人税、住民税 
302,636 306,187   

及び事業税 

法人税等調整額 △7,783 294,852 4.3 6,329 312,517 4.2  17,665

当期純利益  378,635 5.5 172,182 2.2  △206,453

 前期繰越利益  238,839 423,521  184,682

当期未処分利益  617,474 595,704   △21,770

    

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 

 

 

 

（３）利益処分案 
                       （単位：千円） 

第21期 

（平成17年9月期） 

 

期 別  

科 目 金額 

Ⅰ 当期未処分利益 617,474 

Ⅱ 利益処分額  

1．配当金 93,952  

2．任意積立金  

 (1)別途積立金 100,000 193,952 

Ⅲ 次期繰越利益 423,521 

   

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 

－個別4－ 



 （４）株主資本等変動計算書 
 

第22期 （自 平成17年10月1日  至 平成18年9月30日） 
（単位：千円） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他の利益剰余金 項目 株主資本
合計 

その他 資本 利益 資本金 資本 
資本 剰余金 剰余金 別途 繰越利益剰

余金 
準備金 

剰余金 合計 合計 積立金 

平成17年9月30日残高 390,332 114,470 160,000 274,470 700,000 617,474 1,317,474 1,982,277

事業年度中の変動額    

 新株の発行 
（ストックオプション 3,229 3,229 3,229   6,458
の行使） 

 剰余金の配当  △93,952 △93,952 △93,952

 当期純利益  172,182 172,182 172,182

 別途積立金の積立  100,000 △100,000  

 株主資本以外の項目の 
事業年度中の変動額    

（純額） 

事業年度中の 
3,229 3,229 ― 3,229 100,000 △21,770 78,230 84,688

変動額合計（千円） 

平成18年9月30日 
393,561 117,699 160,000 277,699 800,000 595,704 1,395,704 2,066,964

残高（千円） 

 

評価・換算 
差額等 

純資産 
項目 その他 合計 

有価証券 
評価 
差額金 

平成17年9月30日残高 269,729 2,252,006

事業年度中の変動額  

 新株の発行 
（ストックオプション  6,458
の行使） 

 剰余金の配当  △93,952

 当期純利益  172,182

 別途積立金の積立  

 株主資本以外の項目の 
50,953 50,953事業年度中の変動額 

（純額） 

事業年度中の 
50,953 135,641

変動額合計（千円） 

平成18年9月30日 
320,683 2,387,648

残高（千円） 

－個別5－ 



重要な会計方針 
 
 

期別

項目 

第21期 

自 平成16年10月1日 

至 平成17年9月30日 

第22期 

自 平成17年10月1日 

至 平成18年9月30日 

１．有価証券の評価基準及び  

  評価方法 
(1) 子会社株式 

移動平均法による原価法 

(2) その他有価証券 

時価のあるもの 

決算期末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  

(1) 子会社株式 

同左 

(2) その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算期末日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部純資産直入

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 

  

   同左 

 

２．たな卸資産の評価基準及び (1)商品 (1)商品 

  評価方法  最終仕入原価法による原価法 同左 

(2)貯蔵品 (2)貯蔵品 

 最終仕入原価法による原価法    同左 

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 

   同左 定率法 

 ただし、平成10年4月1日以降に取得

した建物（附属設備を除く）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。 

 

 

 (2)無形固定資産 (2)無形固定資産 

定額法        同左 

ただし、ソフトウエア（自社利用分）

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 

４．繰延資産の処理方法 新株発行費 株式交付費 

 支出時に全額費用として処理して

おります。  

 支出時に全額費用として処理して 

おります。 

５．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 (1)貸倒引当金 

   同左   金銭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

性を勘案し、回収不能見込額を計上

しております。 

 

 

 

 

 

(2)賞与引当金 (2)賞与引当金 

従業員の賞与の支払に備えるため、

支給見込額に基づく必要額を計上し

ております。 

   同左 

 

 
 

(3)関係会社投資損失引当金 (3) ― 

関係会社に対する投資について発生の見

込まれる損失に備えて、各社の財政状態

を勘案し、個別検討による必要額を計上

しております。 

（追加情報） 

関係会社投資損失引当金は、当下半期に

おいて本格的に営業を開始し、実質価額

－個別6－ 



が著しく低下した㈱セントラルマネジメ

ントシステムに対して、実質価額の回復

可能性の判断の根拠となる将来利益計画

を当下期に見直した結果、業績回復に相

当の時間を要すると新たに判断されたた

め、損失見込額を計上することとしたも

のであります。 

これにより、従来の方法によった場合と

比べ、税引前当期純利益は200,000 千円

減少しております。 

なお、当中間期においては、変更後の方

法によった場合の引当金計上の原因とな

る事実が発生しておりませんので、損益

に与える影響はありません。 
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 

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 

 

 

 

（会計処理方法の変更） 
 

第21期 第22期 

自 平成16年10月1日 自 平成17年10月1日 

至 平成17年9月30日 至 平成18年9月30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）および「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）を適用しています。これ

による損益に与える影響はありません。 

 

 

 

 

 

  

 （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

           ―――  当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」（企業会計基準第5号 平成17年12月9日）及び、

「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用

指針」（企業会計基準適用指針第8号 平成17年12月9日）

を適用しております。 

 

        

 従来の資本の部の合計に相当する金額は、2,387,648千円で

あります。 

なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部について

は、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸表等規則に

より作成しております。 
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(表示方法の変更) 
 

第21期 第22期 

自 平成16年10月1日 自 平成17年10月1日 

至 平成17年9月30日 至 平成18年9月30日 

（損益計算書）  

（1） 前事業年度まで営業外収益の「その他」に含めており

ました「受取配当金」は当事業年度において営業外収益

の10/100を超えたため、区分掲記することとしました。

なお、前事業年度における「受取配当金」の金額は2,310

千円であります。 

 

 

          ――― 

（2） 前事業年度まで特別損失の「その他」に含めておりま

した「投資有価証券評価損」は当事業年度において特別

損失の 10/100 を超えたため、区分掲記することとしま

した。なお、前事業年度における「投資有価評価損」の

金額は15,169千円であります。 

 

 

 

(追加情報) 
 

第21期 第22期 

自 平成16年10月1日 自 平成17年10月1日 

至 平成17年9月30日 至 平成18年9月30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たことに伴

い、当会計年度から「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22,882千円増加し、営業

利益、経常利益及び税引前当期純利益が22,882千円減少してお

ります。 

 

 

 

           ――― 

 

 

 

 

注記事項 
 
（貸借対照表関係） 

第21期 第22期 

（平成17年9月30日現在） （平成18年9月30日現在） 

※１授権株式数及び発行済株式総数 ※１授権株式数及び発行済株式総数 

   授権株式数            102,400株             ―― 

  発行済株式総数           52,196株 

２ 配当制限 ２ 配当制限 

    有価証券の時価評価により、純資産額が269,729千円

増加しております。 

     

             ―― 

    なお、当該金額は商法施行規則第124条第3号の規定

により、配当に充当することが制限されております。 

 

 

３ 債務保証 ３ 債務保証 

子会社の金融機関からの借入金に対す債務保証 子会社の金融機関からの借入金に対す債務保証 

㈱センダン             162,000千円 ㈱センダン              90,000千円 

㈱セントラルマネジメントシステム  250,000千円 ㈱セントラルマネジメントシステム  247,020千円 

 

－個別8－ 



（損益計算書関係） 
                                                    （単位：千円） 

第21期 第22期 

自 平成16年10月1日 自 平成17年10月1日 

至 平成17年9月30日 至 平成18年9月30日 

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は 5％、一般管理

費に属する費用のおおよその割合は95％であります。 

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は 5％、一般管理

費に属する費用のおおよその割合は95％であります。 

販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

 役員報酬 119,800   役員報酬 119,500  

 給与手当等 225,549   給与手当等 238,415  

 賞与引当金繰入額 17,534   賞与引当金繰入額 18,599  

 福利厚生費 47,934   福利厚生費 49,992  

 地代家賃 42,774  地代家賃 42,364  

 顧問料 44,466   顧問料 43,462  

 研修費 1,959   研修費 3,164  

 減価償却費 12,615   減価償却費 11,995  

        

※２．関係会社との取引に係るものは次のとおりであります。 ※２．関係会社との取引に係るものは次のとおりであります。

 受取手数料 13,714   受取手数料 19,607  

        

 

 

（リース関係注記） 

ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため、記載を省略しております。 

 

（有価証券関係） 

第21期（平成17年9月30日現在） 

 当事業年度（自 平成16年10月１日 至 平成17年9月30日）における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。 

 

第22期（平成18年9月30日現在） 

  当事業年度（自 平成17年10月１日 至 平成18年9月30日）における子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） 

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） 

第21期 第22期 

（平成17年9月30日） （平成18年9月30日） 

繰延税金資産（流動） 繰延税金資産（流動） 

賞与引当金繰入限度超過額         31,094 賞与引当金繰入限度超過額         29,059 

未払事業税及び未払事業所税       19,509 未払事業税及び未払事業所税       16,657 

その他                 3,622  その他                 7,976  

計                54,226     計                53,694  

  

繰延税金資産（固定） 繰延税金資産（固定） 

   投資有価証券評価損        14,648    投資有価証券評価損         14,648 

    貸倒損失              10,175   関係会社投資損失引当金       81,400 

子会社清算損             5,494     貸倒損失              10,175  

   その他                          1,940     その他                          1,637  

計                             32,258 繰延税金資産小計          107,859 

 

繰延税金負債（固定） 

その他有価証券評価差額金    △185,126  

繰延税金資産（固定）の純額   △152,867  

 

  評価性引当額繰延税金資産合計  △81,400   

   計               26,459 

 

繰延税金負債（固定） 

その他有価証券評価差額金     △220,097   

繰延税金資産（固定）の純額      △193,636 

 

－個別9－ 



（１株当たり情報） 

第21期 第22期 

自 平成16年10月1日 自 平成17年10月1日 

至 平成17年9月30日 至 平成18年9月30日 

１株当たり純資産額           45,608円46銭 １株当たり純資産額           43,145円20銭 
１株当たり当期純利益金額         3,291円39銭 １株当たり当期純利益金額         7,271円66銭 
潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額  3,238円76銭 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額  7,196円34銭 

 当社は、平成16年11月22日1：2の株式分割を実施致しま
した。 

 なお、当該株式分割が前事業年度期首に行われたと仮定した
場合の前事業年度の１株当たり情報についてはそれぞれ以
下の通りとなります。 

１株当たり純資産額           34,895円95銭 
１株当たり当期純利益金額         6,013円22銭 
潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額  5,934円54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、以下の通りであります。 

 

 第21期 第22期 

自 平成16年10月1日 自 平成17年10月1日 

至 平成17年9月30日 至 平成18年9月30日 

１株当たり当期純利益金額 

 当期純利益（千円） 378,635  172,182  

 普通株主に帰属しない金額（千円） ―    ―    

 普通株式に係る当期純利益（千円） 378,635  172,182  

 期中平均株式数（株） 52,070  52,313  

潜在株式調整後１株当たり当期純利益額 

 当期純利益調整額（千円） ―    ―    

 普通株式増加数（株） 545  850  

  （うち新株予約権） （545） （850）

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 

―  ―  

 

 

（新株の発行） 

第21期 第22期 

（平成17年9月30日現在） （平成18年9月30日現在） 
第2回ストックオプションの権利行使により、発行済株式数は
155株増加しました。これにより6,458千円の資金調達を行っ
ておりますが、資本計上の内訳としては、資本金が3,229千円
増加し、資本準備金が3,229千円増加しております。 

第１回・第２回及び第４回ストックオプションの権利行使によ
り、発行済株式数は 256 株増加しました。これにより 14,497
千円の資金調達を行っておりますが、資本計上の内訳として
は、資本金が7,249千円増加し、資本準備金が7,248千円増加
しております。 

 

（重要な後発事象） 

第21期(自 平成16年10月１日 至 平成17年９月30日) 

    該当事項ありません。 

 

第22期(自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30日) 

該当事項ありません。 

 

 

２．役員の異動 

当事業年度における役員の異動は、監査役が2名（山舘博康、瀧口正則）が、平成17年12月18日付定時株主総会にて新たに就

任しております。 
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