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１．18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。

営業収益 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月期 70,392 (2.9) 1,419 (12.9) 1,731 (14.8)

17年９月期 68,429 (3.2) 1,257 (△14.8) 1,508 (△13.4)

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

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

営業収益
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年９月期 787 (1,762.1) 72 91 ――― 5.2 5.4 2.5

17年９月期 42 (△94.8) 3 92 ――― 0.3 5.0 2.2

（注）①期中平均株式数 18年９月期 10,796,268株 17年９月期 10,796,365株

②会計処理の方法の変更 無

③営業収益、営業利益、当期純利益におけるパーセント表示は対前期増減率

 ④営業収益は、売上高と営業収入の合計額であります。

(2）財政状態  

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 32,893 15,380 46.8 1,424 61

17年９月期 30,714 14,782 48.1 1,369 23

（注）①期末発行済株式数 18年９月期 10,796,242株 17年９月期 10,796,302株

②期末自己株式数 18年９月期 551株 17年９月期 491株

２．19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 35,000 950 450

通期 70,000 1,800 900

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　83円　36銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円） 配当金総額
(百万円)

配当性向
（％）

純資産配当
率（％）第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間

18年９月期 － 8.5 － 8.5 － 17.0 183 23.3 1.2

17年９月期 － 8.5 － 8.5 － 17.0 183 434.2 1.2

19年９月期（予想） － 8.5 － 8.5 － 17.0    

※　上記の業績予想は、発表日時点で入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後さまざまな

要因によって予想数値と異なる可能性があります。

なお、上記業績予想に関する情報は、６ページをご参照ください。
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１．財務諸表等

(1)貸借対照表

前事業年度
（平成17年９月30日）

当事業年度
（平成18年９月30日）

区分 金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）       

　流動資産       

　現金及び預金  880   4,797  

　売掛金  19   27  

　有価証券  300   1,000  

　商品  1,218   1,268  

　前払費用  335   350  

　未収入金  947   1,126  

　繰延税金資産  492   573  

　その他  230   98  

貸倒引当金  △0   △0  

流動資産合計  4,424 14.4  9,242 28.1

　固定資産       

　有形固定資産       

　建物  4,363   4,880  

　構築物  371   475  

　機械及び装置  6   4  

　器具及び備品  328   445  

　土地  5,103   4,258  

　建設仮勘定  1,784   13  

有形固定資産合計  11,958 38.9  10,077 30.7

　無形固定資産       

　　借地権  43   43  

　　電話加入権  19   18  

　　ソフトウェア  150   112  

　　無形固定資産合計  213 0.7  174 0.5
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前事業年度
（平成17年９月30日）

当事業年度
（平成18年９月30日）

区分 金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

　投資その他の資産       

　投資有価証券  653   644  

　関係会社株式  189   189  

　長期貸付金  720   502  

　長期差入保証金  8,448   8,335  

　長期前払費用  644   687  

　保険積立金  476   292  

　出店仮勘定  127   53  

　繰延税金資産  482   681  

　賃貸資産  2,375   2,013  

　その他  0   0  

貸倒引当金  △1   △1  

投資その他の資産合計  14,117 46.0  13,399 40.7

固定資産合計  26,290 85.6  23,651 71.9

資産合計  30,714 100.0  32,893 100.0
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前事業年度
（平成17年９月30日）

当事業年度
（平成18年９月30日）

区分 金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）       

　流動負債       

　買掛金  3,409   6,842  

　短期借入金  3,298   －  

　長期借入金（1年以内返済予
定）

 1,527   829  

　未払金  35   178  

　未払法人税等  452   730  

　未払費用  1,821   2,085  

　預り金  131   164  

　賞与引当金  379   362  

　その他  106   259  

流動負債合計  11,161 36.4  11,451 34.8

　固定負債       

　長期借入金  873   2,340  

　長期預り保証金  2,462   2,330  

　退職給付引当金  897   647  

　役員慰労引当金  418   429  

　その他  117   312  

固定負債合計  4,769 15.5  6,061 18.4

負債合計  15,931 51.9  17,513 53.2

（資本の部）       

　資本金  2,660 8.7  － －

　資本剰余金       

　資本準備金 2,856   －   

　資本剰余金合計  2,856 9.3  － －

　利益剰余金       

　利益準備金 220   －   

　任意積立金       

　別途積立金 8,461   －   

当期未処分利益 390   －   

利益剰余金合計  9,073 29.5  － －

　その他有価証券評価差額金  193 0.6  － －

　自己株式  △0 △0.0  － －

資本合計  14,782 48.1  － －

負債資本合計  30,714 100.0  － －
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前事業年度

（平成17年９月30日）
当事業年度

（平成18年９月30日）

区分 金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（純資産の部）       

　株主資本       

　資本金  － －  2,660 8.1

　資本剰余金       

　資本準備金 －   2,856   

資本剰余金合計  － －  2,856 8.7

　利益剰余金       

　利益準備金 －   220   

　その他利益剰余金       

任意積立金 －   8,461   

繰越利益剰余金 －   994   

利益剰余金合計  － －  9,677 29.4

　自己株式  － －  △0 △0.0

株主資本合計  － －  15,193 46.2

　評価・換算差額等       

　その他有価証券評価差額金  －  187   

評価・換算差額等合計  － －  187 0.6

純資産合計  － －  15,380 46.8

負債純資産合計  － －  32,893 100.0
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(2)損益計算書

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

区分 金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

　売上高  67,473 100.0  69,147 100.0

　売上原価  50,258 74.5  51,788 74.9

　売上総利益  17,214 25.5  17,358 25.1

営業収入  955 1.4  1,245 1.8

　営業総利益  18,170 26.9  18,603 26.9

　販売費及び一般管理費  16,913 25.1  17,184 24.9

　営業利益  1,257 1.8  1,419 2.0

　営業外収益       

　受取利息配当金 81   85   

　賃貸料収入 57   83   

　その他 180 319 0.5 226 395 0.6

　営業外費用       

　支払利息 42   59   

　その他 25 67 0.1 23 83 0.1

　経常利益  1,508 2.2  1,731 2.5

　特別利益       

　固定資産売却益 114   719   

　システム関連受取補償金 126   －   

　その他 － 240 0.4 129 848 1.2

　特別損失       

　固定資産除却損 69   69   

　減損損失 875   777   

　その他 75 1,020 1.5 90 937 1.3

税引前当期純利益  727 1.1  1,642 2.4

法人税、住民税及び事業税 795   1,131   

法人税等調整額 △109 685 1.0 △276 855 1.3

当期純利益  42 0.1  787 1.1

前期繰越利益  440   －  

中間配当額  91   －  

当期未処分利益  390   －  
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(3)利益処分案

前事業年度
株主総会承認日

（平成17年12月22日）

区分 金額（百万円）

　当期未処分利益  390,864

　利益処分額   

配当金 91,768 91,768

　次期繰越利益  299,095
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(4)株主資本等変動計算書
当事業年度（自平成17年10月１日　至平成18年９月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計

資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

任意積立金
繰越利益剰
余金

平成17年９月30日　残高

（百万円）
2,660 2,856 220 8,461 390 9,073 △0 14,589

当事業年度中の変動額

剰余金の配当（百万円） － － － － △183 △183 － △183

当期純利益（百万円） － － － － 787 787 － 787

自己株式の取得（百万円） － － － － － － △0 △0

株主資本以外の項目の当事

業年度中の変動額（純額）

（百万円）

－ － － － － － － －

当事業年度中の変動額合計

（百万円）
－ － － － 603 603 △0 603

平成18年９月30日　残高

（百万円）
2,660 2,856 220 8,461 994 9,677 △0 15,193

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

平成17年９月30日　残高

（百万円）
193 14,782

当事業年度中の変動額

剰余金の配当（百万円） － △183

当期純利益（百万円） － 787

自己株式の取得（百万円） － △0

株主資本以外の項目の当事業

年度中の変動額（純額）

（百万円）

△5 △5

当事業年度中の変動額合計

（百万円）
△5 597

平成18年９月30日　残高

（百万円）
187 15,380
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（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

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

（評価差額金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）

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

価差額金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

移動平均法による原価法

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）商品　　売価還元法による原価法

但し生鮮食品は最終仕入原価

法

(1）商品　　　　 同左

(2）貯蔵品　最終仕入原価法 (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

定率法を採用しております。

ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物（建物附属設備を除く）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。

(1）有形固定資産

同左

建物 10～34年

構築物 10～15年

機械及び装置 ９～15年

器具及び備品 ３～８年

(2）無形固定資産

自社利用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

づく定額法によっております。

(2）無形固定資産

同左

(3）長期前払費用

定額法を採用しております。

(3）長期前払費用

同左

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備え

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
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項目
前事業年度

（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

(2）賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、将

来の支給見込額のうち当期の負担額を

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。

数理計算上の差異は,その発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（10年）による定額法により、翌

事業年度から費用処理することとして

おります。

(3）退職給付引当金

同左

(4）役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため

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

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．その他財務諸表作成のた

めの重要な事項

消費税等の会計処理方法

消費税等の会計処理は税抜方式を採用して

おります。

消費税等の会計処理方法

同左
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会計処理の変更

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

　　　　　　　　　　　―――――― （貸借対照表の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、純資産の部と同額であります。

（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」（企業会計基準適用指針第６号　平成15年10

月31日）が平成16年３月31日に終了する事業年度に係る財

務諸表から適用できることになったことに伴い、当事業年

度から同会計基準及び同適用指針を適用しております。こ

れにより営業利益及び経常利益は17百万円増加し、税引前

当期純利益は855百万円減少しております。

 　なお、減損損失累計額については、各資産の金額から直

接控除しております。

　　　　　　　　　　――――――

追加情報

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

（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

表示方法）

   実務対応報告第12号「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」

（企業会計基準委員会　平成16年２月13日）が公表された

ことに伴い、当事業年度から同実務対応報告に基づき、法

人事業税の付加価値割及び資本割59百万円を販売費及び一

般管理費として処理しております。この結果、販売費及び

一般管理費が59百万円増加し、営業利益、経常利益及び税

引前当期純利益が59百万円減少しております。

　　　　　　　　　　　―――――

－ 38 －



注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成17年９月30日）

当事業年度
（平成18年９月30日）

１　有形固定資産の減価償却累計額　　　 5,331百万円　

　　　

１　有形固定資産の減価償却累計額　　　 5,681百万円　

   　賃貸資産の減価償却累計額　　　  　　 773百万円   　賃貸資産の減価償却累計額　　　  　　 961百万円　

２　担保に供している資産 ２　担保に供している資産 

建物 1,011百万円

土地 2,057百万円

投資有価証券 43百万円

賃貸資産 423百万円

計 3,536百万円

建物 934百万円

土地 2,057百万円

投資有価証券 47百万円

賃貸資産 412百万円

計 3,452百万円

担保資産に対応する債務の額 担保資産に対応する債務の額

買掛金 151百万円

短期借入金 679百万円

１年以内返済予定長期借入金 1,427百万円

長期借入金 873百万円

計 3,132百万円

買掛金 157百万円

１年以内返済予定長期借入金 720百万円

長期借入金 2,074百万円

計 2,952百万円

３　発行済株式総数 ３　発行済株式総数

普通株式 10,796,793株 普通株式 10,796,793株 

４　自己株式 ４　自己株式

普通株式 491株 普通株式 511株 

５　偶発債務

 債務保証

 　次の関係会社等について、金融機関からの借入れ

に対し債務保証を行っております。

５　偶発債務

債務保証

　次の関係会社等について、金融機関からの借入れ

に対し債務保証を行っております。

保証先 金額 内容

 マミーサービス㈱ 520百万円 借入債務 

保証先 金額 内容

マミーサービス㈱ 580百万円 借入債務

㈱ギガ物産 300百万円 借入債務 

彩裕フーズ㈱ 1百万円 仕入債務 

計 881百万円  

６　当座貸越契約

　運転資金の効率的な調達を行うため、13取引金融機

関と当座貸越契約を締結しております。これらの契約

に基づく当期末の借入未実行残高は以下のとおりであ

ります。

６　当座貸越契約

　運転資金の効率的な調達を行うため、12取引金融機

関と当座貸越契約を締結しております。これらの契約

に基づく当期末の借入未実行残高は以下のとおりであ

ります。

当座貸越契約極度額 7,200百万円

借入実行残高 3,248百万円

差引額 3,951百万円

当座貸越契約極度額 6,900百万円

借入実行残高 －百万円

差引額 6,900百万円
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

１　関係会社に対する事項 １　関係会社に対する事項

商品仕入高 1,475百万円

その他営業費用 639百万円

営業取引以外の取引 113百万円

商品仕入高 1,522百万円

その他営業費用 675百万円

営業取引以外の取引 234百万円

２　減損損失の内訳

    当社は以下の資産グループについて減損損失を計上い

たしました。

２　減損損失の内訳

　当社は以下の資産グループについて減損損失を計上い

たしました。

用途 種類 場所

 営業店舗
リース資産、 
 その他

 今福店
 （埼玉県川越市）

 営業店舗
土地、 
 その他

熊谷店
 （埼玉県熊谷市）

 営業店舗
リース資産、 
 その他

上日出谷店
（埼玉県桶川市）

 営業店舗
リース資産、 
 その他

行田谷郷店
（埼玉県行田市）

 賃貸資産
土地、
 その他

埼玉県東松山市、
群馬県太田市

 遊休資産 土地 群馬県太田市 

用途 種類 場所

営業店舗
建物及び構築物、
リース資産、そ
の他

北本店
（埼玉県北本市）

営業店舗 構築物
深井店
（埼玉県北本市）

営業店舗
建物及び構築物、
リース資産、そ
の他

西浦和店
（埼玉県さいたま
市）

営業店舗
建物及び構築物、
リース資産、そ
の他

稲毛長沼店
（千葉県千葉市）

賃貸資産
賃貸資産（建物
等）、賃貸資産
（土地）

埼玉県蓮田市
埼玉県上尾市

遊休資産
賃貸資産（土
地）

群馬県太田市
埼玉県桶川市

　当社は、営業店舗及び賃貸資産並びに遊休資産につい

ては個別物件単位で資産のグルーピングを行っておりま

す。

　当事業年度において、継続的な地価の下落及び資産グ

ループ単位の収益性等を踏まえて検証した結果、一部の

営業店舗及び賃貸不動産並びに遊休不動産については、

将来キャッシュ・フローによって当該資産の帳簿価額を

全額回収できる可能性が低いと判断し、期首の帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（875

百万円）として特別損失に計上いたしました。その内訳

は、建物及び構築物37百万円、土地763百万円、リース

資産67百万円及びその他７百万円であります。

　なお、当該資産の回収可能価額は正味売却価額と使用

価値のいずれか高い価額としております。正味売却価額

は、主として不動産鑑定評価基準に基づいて算出した見

積価額から処分費用見込額を差し引いて算定し、使用価

値は将来キャッシュ・フロー見積額を4.0％で割り引い

て算定しております。

　当社は、営業店舗及び賃貸資産並びに遊休資産につい

ては個別物件単位で資産のグルーピングを行っておりま

す。

　当事業年度において、継続的な地価の下落及び資産グ

ループ単位の収益性等を踏まえて検証した結果、一部の

営業店舗及び賃貸不動産並びに遊休不動産については、

将来キャッシュ・フローによって当該資産の帳簿価額を

全額回収できる可能性が低いと判断し、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（777百万

円）として特別損失に計上いたしました。その内訳は、

建物268百万円、構築物42百万円、賃貸資産（建物等）

61百万円、賃貸資産（土地）289百万円、リース資産101

百万円及びその他13百万円であります。

　なお、当該資産の回収可能価額は正味売却価額と使用

価値のいずれか高い価額としております。正味売却価額

は、主として不動産鑑定評価基準に基づいて算出した見

積価額から処分費用見込額を差し引いて算定し、使用価

値は将来キャッシュ・フロー見積額を4.0％で割り引い

て算定しております。
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前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

３　固定資産売却益の内訳 ３　固定資産売却益の内訳

土地 114百万円 土地 291百万円

建物他 427百万円

　計 719百万円

４　固定資産除却損の内訳 ４　固定資産除却損の内訳

建物 36百万円 

器具及び備品 19百万円 

その他 13百万円 

　計 69百万円 

建物 10百万円

器具及び備品 0百万円

その他 59百万円

　計 69百万円

（株主資本等変動計算書関係）

当事業年度（自　平成17年10月１日　至　平成18年９月30日）

自己株式に関する事項

 　株式の種類 前事業年度末株式数 増加 減少 当事業年度末株式数

普通株式 491株 60株 － 551株

　　　　(注）自己株式の増加は、単元未満株式の買取によるものであります。 

 

（リース取引関係）

　ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。

（有価証券関係）

　前事業年度（平成17年９月30日現在）及び当事業年度（平成18年９月30日現在）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
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９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

繰延税金資産（流動）

ポイントカード損金不算入額 259百万円

賞与引当金繰入限度超過額 153百万円

未払事業税 41百万円

その他 38百万円

計 492百万円

繰延税金資産（流動）

ポイントカード損金不算入額 261百万円

賞与引当金繰入限度超過額 146百万円

未払事業税 55百万円

その他 109百万円

計 573百万円

繰延税金資産（固定）

退職給付引当金繰入限度超過額 350百万円

役員退職慰労引当金繰入限度超過

額
169百万円

減価償却超過額 28百万円

減損損失 346百万円

その他 28百万円

小計 922百万円

評価性引当額 △309百万円

計 613百万円

繰延税金資産（固定）

退職給付引当金繰入限度超過額 261百万円

役員退職慰労引当金繰入限度超過

額
173百万円

減価償却超過額 44百万円

減損損失 615百万円

その他 104百万円

小計 1,199百万円

評価性引当額 △391百万円

計 808百万円

繰延税金負債（固定）

その他有価証券評価差額金 △131百万円

計 △131百万円

繰延税金資産（固定）の純額 482百万円

繰延税金資産の純額 974百万円

繰延税金負債（固定）

その他有価証券評価差額金 △127百万円

計 △127百万円

繰延税金資産（固定）の純額 681百万円

繰延税金資産の純額 1,254百万円

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 40.4％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.3

評価性引当額の増減 42.5

住民税均等割 11.8

その他 △0.8

税効果会計適用後の法人税等の負担率 94.2％

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 0.3

評価性引当額の増減 5.3

住民税均等割 5.4

その他 △0.5

税効果会計適用後の法人税等の負担率 50.9％

（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

 当社は、平成17年10月１日から退職給付制度の改定を行い

ました。従来、退職一時金制度と適格退職年金制度からなっ

ておりましたが、これを退職一時金制度と確定拠出年金制

度に変更しました。

　この結果、翌事業年度において、特別利益に制度終了益

（151百万円）を計上する見込みです。

　　　　　　　　　　―――――
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２．役員の異動
（１）代表者の異動

　　該当事項はありません。

（２）役員の異動

新任取締役候補

 取締役　筏井　誠　　住友商事㈱　ライフスタイル・リテイル事業本部　リテイル事業部長

 

 退任予定取締役

取締役　梶原謙治
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