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１．平成18年12月期の業績（平成18年１月１日～平成18年12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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年12月期 53,158 (   4.7) 1,358 ( △13.7) 1,530 (  41.8)

17年12月期 50,796 (△ 0.6) 1,574 (   24.0) 1,079 (  29.7)

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12月期 628 (△20.4) 4 73 － － 0.5 1.0 2.9
17年12月期 790 (  16.2) 5 94 － － 0.6 0.7 2.1
（注）①期中平均株式数 18年12月期          132,959,839株 17年12月期 132,959,852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、対前期増減率であります。

(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12月期 142,695 132,601 92.9 997 30
17年12月期 149,235 139,397 93.4 1,048 42
（注）①期末発行済株式数 18年12月期       132,959,802株 17年12月期 132,959,852株

②期末自己株式数 18年12月期 198株 17年12月期 148株

２．平成19年12月期の業績予想（平成19年１月１日～平成19年12月31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 26,000 ～ 28,000 250 ～ 1,000 100 ～ 　600 
通　期 52,000 ～ 56,000 500 ～ 2,000 200 ～ 1,200 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　１円50銭　～　９円３銭

※　上記の予想は、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。実際の業

績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。

３．配当状況

・現金配当  一株当たり配当金（円）
配当金総額
(百万円)

配当性向
（％）

純資産配当率
（％）

中間期末 期末 年間

17年12月期 － 30 30 3,988 504.9 2.8

18年12月期 － 30 30 3,988 634.3 2.9

19年12月期（予想） － 30 30    
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６．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

第35期
（平成17年12月31日）

第36期
（平成18年12月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

１．現金及び預金 261 449  
２．売掛金 ※６ 4,465 4,874  
３．有価証券 ※１ 416 250  
４．前払費用 2,209 2,241  
５．繰延税金資産 55 45  
６．短期貸付金 ※６ 14,000 15,500  
７．その他  34 105  
流動資産合計 21,442 14.4 23,468 16.4 2,025

Ⅱ　固定資産  

１．有形固定資産 ※５  
(1）建物 65,454 60,690  

減価償却累計額 44,004 21,449 42,471 18,218  
(2）構築物 6,965 6,662  

減価償却累計額 4,782 2,182 4,792 1,870  
(3）工具器具及び備品 82 82  

減価償却累計額 80 2 80 1  
(4）土地 ※８ 16,820 17,277  
有形固定資産合計 40,455 27.1 37,367 26.2 △3,087

２．無形固定資産  
(1）借地権 729 729  
(2）ソフトウエア 3,210 3,409  
(3）電話加入権 48 48  
無形固定資産合計 3,988 2.7 4,188 2.9 199

３．投資その他の資産  
(1）投資有価証券 ※１ 6,567 4,626  
(2）関係会社株式 1,160 1,160  
(3）関係会社出資金 206 217  
(4）長期貸付金 35 17  
(5）破産債権、再生債権、更生債権

その他これらに準ずる債権
892 848  

(6）長期前払費用 1,034 1,203  
(7）繰延税金資産 1,886 1,891  
(8）再評価に係る繰延税金資産 ※８ 1,925 －  
 (9）敷金・保証金 69,898 67,441  
(10）その他 ※１ 812 1,320  

貸倒引当金 △1,071 △1,057  

投資その他の資産合計 83,349 55.8 77,671 54.5 △5,677

固定資産合計 127,793 85.6 119,227 83.6 △8,565

資産合計 149,235 100.0 142,695 100.0 △6,539
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第35期
（平成17年12月31日）

第36期
（平成18年12月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（負債の部）  
Ⅰ　流動負債  
１. 買掛金 636 623  
２. 短期借入金 3,500 3,000  
３．未払金 ※６ 4,506 4,998  
４．未払費用  17 58  
５．未払法人税等 141 55  
６．未払消費税等 214 －  
７．賞与引当金 0 －  
８．その他 24 42  
流動負債合計 9,041 6.1 8,778 6.2 △262

Ⅱ　固定負債  
１．関係会社長期借入金 500 500  
２. 役員退職慰労引当金 23 36  
３．預り保証金 273 270  
４．再評価に係る繰延税金負債 ※８ － 508  

固定負債合計 796 0.5 1,315 0.9 519
負債合計 9,837 6.6 10,094 7.1 256

（資本の部）  
Ⅰ　資本金 ※２ 24,113 16.2 － － －
Ⅱ　資本剰余金  
 　 資本準備金 42,124   －    
資本剰余金合計 42,124 28.2 － － －

Ⅲ　利益剰余金  
１．利益準備金 253 －  
２．当期未処分利益 72,072 －  
利益剰余金合計 72,325 48.5 － － －

Ⅳ　土地再評価差額金 ※８ △2,806 △1.9 － － －
Ⅴ　その他有価証券評価差額金 3,641 2.4 － － －
Ⅵ　自己株式 ※３ △0 △0.0 － － －

資本合計 139,397 93.4 － － －

負債及び資本合計 149,235 100.0 － － －

 
（純資産の部）         
Ⅰ　株主資本         
１．資本金   － －  24,113 16.9 －
２．資本剰余金         
(1）資本準備金  －   42,124    
資本剰余金合計   － －  42,124 29.5 －

３．利益剰余金         
(1）利益準備金  －   253    
(2）その他利益剰余金         
　　繰越利益剰余金  －   68,712    
利益剰余金合計   － －  68,965 48.3 －

４．自己株式   － －  △0 △0.0 －
株主資本合計   － －  135,202 94.7 －

Ⅱ　評価・換算差額等         
１．その他有価証券評価差額金   － －  2,639 1.9 －
２．土地再評価差額金 ※８  － －  △5,240 △3.7 －

評価・換算差額等合計   － －  △2,601 △1.8 －

純資産合計   － －  132,601 92.9 －

負債純資産合計   － －  142,695 100.0 －
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(2）損益計算書

第35期
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

第36期
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅰ　売上高  ※３  50,796 100.0  53,158 100.0 2,362
Ⅱ　売上原価  47,438 93.4  49,724 93.5 2,286

売上総利益 3,357 6.6 3,434 6.5 76
Ⅲ　販売費及び一般管理費  ※１ 1,783 3.5 2,075 3.9 292

営業利益 1,574 3.1 1,358 2.6 △215
Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息 ※３ 238 264  

２．受取配当金 109 204  
３. 受取休業補償金 123 121  

４．その他  116 588 1.1 123 714 1.3 125

Ⅴ　営業外費用  
１．支払利息 19 16  
２．貸倒引当金繰入額 － 58  
３．店舗用固定資産除却損 1,035 453  
４．その他 28 1,083 2.1 14 542 1.0 △541
経常利益 1,079 2.1 1,530 2.9 451

Ⅵ　特別利益  
１. 貸倒引当金戻入益 47 －  
２. 店舗移転補償金 230 277 0.6 80 80 0.1 △197

Ⅶ　特別損失  
１．固定資産除却損 ※２ 97 58  
２．受取補償金返還損 ※４ － 97 0.2 222 281 0.5 183
税引前当期純利益 1,260 2.5 1,330 2.5 70
法人税、住民税及び事業税 8 8  
法人税等調整額 461 470 0.9 692 701 1.3 231
当期純利益 790 1.6 628 1.2 △161
前期繰越利益 71,282 － －
当期未処分利益 72,072 － －

 

売上原価明細書

第35期
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

第36期
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

支払賃借料 43,350 91.4 44,615 89.7 1,264

減価償却費 4,087 8.6 5,109 10.3 1,021

 47,438 100.0 49,724 100.0 2,286

 

  

  

－ 4 －



(3）利益処分計算書及び株主資本等変動計算書

利益処分計算書

第35期
（株主総会承認日
平成18年３月27日）

区分
注記
番号

金額（百万円）

Ⅰ　当期未処分利益 72,072

Ⅱ　利益処分額

配当金 ※ 3,988 3,988

Ⅲ　次期繰越利益 68,083

　　※　配当金は、自己株式148株分を除いております。
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株主資本等変動計算書

第36期（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31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
資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益
剰余金

利益剰余
金合計

繰越利益
剰余金

平成17年12月31日　残高
（百万円）

24,113 42,124 42,124 253 72,072 72,325 △0 138,562

事業年度中の変動額

剰余金の配当     △3,988 △3,988  △3,988

当期純利益     628 628  628

自己株式の取得       △0 △0

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

        

事業年度中の変動額合計
（百万円）

－ － － － △3,359 △3,359 △0 △3,360

平成18年12月31日　残高
（百万円）

24,113 42,124 42,124 253 68,712 68,965 △0 135,202

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

土地再評価差額金
評価・換算差額等
合計

平成17年12月31日　残高
（百万円）

3,641 △2,806 834 139,397

事業年度中の変動額

剰余金の配当    △3,988

当期純利益    628

自己株式の取得    △0

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△1,002 △2,433 △3,436 △3,436

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△1,002 △2,433 △3,436 △6,796

平成18年12月31日　残高
（百万円）

2,639 △5,240 △2,601 132,601
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重要な会計方針

項目
第35期

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

第36期
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１．有価証券の評価基準及

び評価方法

(1）満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

(1）満期保有目的の債券

同左

(2）子会社株式及び関連会社株式

総平均法による原価法

(2）子会社株式及び関連会社株式

同左

(3）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、

売却原価は総平均法により算定）

(3）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

価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は総平均法により算定）

時価のないもの

　総平均法による原価法

時価のないもの

同左

２．固定資産の減価償却の

方法

(1）有形固定資産

定額法

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

(1）有形固定資産

定額法

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

建物及び構築物 ２年～50年

工具器具及び備品 ２年～20年

建物 ２年～40年

構築物 ２年～50年

工具器具及び備品 ２年～20年

(2）無形固定資産

定額法

　なお、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）

に基づく定額法を採用しております。

(2）無形固定資産

同左

(3）長期前払費用

定額法

(3）長期前払費用

同左

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　金銭債権の貸倒損失に備えるため、一

般債権については、貸倒実績率による計

算額を、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検討し、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

　従業員に対して支給する賞与に充てる

ため、支給見込額の当事業年度負担額を

計上しております。

(2）賞与引当金

同左

(3）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備えて、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。

(3）役員退職慰労引当金

同左

４．その他財務諸表作成の

ための基本となる重要

な事項

　消費税等の処理方法

　消費税等の会計処理は、税抜方式によっ

ております。

　消費税等の処理方法

同左
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会計処理方法の変更

第35期
（自　平成17年１月１日

　　　　至　平成17年12月31日）

第36期
（自　平成18年１月１日

　　　　至　平成18年12月31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。

 

 （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132,601百万円

であります。

　なお、財務諸表等規則の改正により、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、改正後の財務諸表

等規則により作成しております。

表示方法の変更

第35期
（自　平成17年１月１日

至　平成17年12月31日）

第36期
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

　前事業年度において営業外費用に区分掲記しておりまし

た「賃貸契約解約違約金」は、当事業年度において金額的

重要性が乏しくなったため、営業外費用「その他」に含め

て記載しております。なお、当期計上額は18百万円であり

ます。

      　　     ――――――――――
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注記事項

（貸借対照表関係）

第35期
（平成17年12月31日）

第36期
（平成18年12月31日）

※１．有価証券416百万円、投資有価証券250百万円及び投

資その他の資産における「その他」のうち640百万円

は、前払式証票の規則等に関する法律に基づきマック

カード発行に係る営業保証金として供託されておりま

す。なお、当該供託保証金は、当社連結子会社である

日本マクドナルド株式会社の負債（前受金469百万円）

の担保として供託しております。

※１．有価証券250百万円、投資その他の資産における「そ

の他」のうち1,160百万円は、前払式証票の規則等に

関する法律に基づきマックカード発行に係る営業保証

金として供託されております。なお、当該供託保証金

は、当社連結子会社である日本マクドナルド株式会社

の負債（前受金423百万円）の担保として供託してお

ります。

※２．授権株式数及び発行済株式数 ※２．　　　　　――――――――――

授権株式数　　　普通株式 480,840,000株

発行済株式総数　普通株式 132,960,000株

   

   

※３．当社が保有する自己株式の数は、普通株式148株で

あります。

※３．　　　　　――――――――――

　４．偶発債務

(1）金融機関からの出資会社への借入金に対して次の

とおり保証を行っております。

　４．偶発債務

(1）金融機関からの出資会社への借入金に対して次の

とおり保証を行っております。

日本トイザらス株式会社 3,304百万円 日本トイザらス株式会社 1,128百万円

(2）従業員住宅ローンの銀行からの借入金に対して次

のとおり保証を行っております。

(2）従業員住宅ローンの銀行からの借入金に対して次

のとおり保証を行っております。

    13百万円       ６百万円

(3）会社分割時点で日本マクドナルド株式会社に承継

された負債について全額債務保証しております。当

事業年度末現在、同社の預り保証金566百万円につ

いて債務保証をしております。

(3）会社分割時点で日本マクドナルド株式会社に承継

された負債について全額債務保証しております。当

事業年度末現在、同社の預り保証金43百万円につい

て債務保証をしております。

※５．保険差益による有形固定資産の圧縮額は82百万円、

収用による有形固定資産の圧縮額は110百万円であり

ます。

※５．保険差益による有形固定資産の圧縮額は82百万円、

収用による有形固定資産の圧縮額は110百万円であり

ます。

※６．関係会社に係る注記

　区分掲記されているもの以外で各科目に含まれてい

る関係会社に対する資産及び負債が、次のとおり含ま

れております。

※６．関係会社に係る注記

　区分掲記されているもの以外で各科目に含まれてい

る関係会社に対する資産及び負債が、次のとおり含ま

れております。

売掛金 4,465百万円

短期貸付金 14,000百万円

未払金 4,500百万円

売掛金 4,874百万円

短期貸付金 15,500百万円

未払金 4,986百万円

　７．配当制限

　有価証券の時価評価により、純資産額が3,641百万

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。

　７．　　　　　――――――――――
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第35期
（平成17年12月31日）

第36期
（平成18年12月31日）

※８．土地再評価

　「土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公

布法律第34号）」に基づき、事業用の土地の再評価を

行い、再評価差額金を資本の部に計上しております。

※８．土地再評価

　「土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公

布法律第34号）」に基づき、事業用の土地の再評価を

行い、再評価差額金を資本の部に計上しております。

　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日公布政令第119号）第２条第３号」に定める

固定資産税評価額に基づき合理的な調整を行い算出

しております。

　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日公布政令第119号）第２条第３号」に定める

固定資産税評価額に基づき合理的な調整を行い算出

しております。

再評価を行った年月日 平成13年12月31日

再評価を行った土地の期末

における時価と再評価後の

帳簿価額との差額

      △4,037百万円

再評価を行った年月日 平成13年12月31日

再評価を行った土地の期末

における時価と再評価後の

帳簿価額との差額

       △4,114百万円
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（損益計算書関係）

第35期
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

第36期
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

※１．当事業年度におきましては販売費に属する費用は発

生しておりません。一般管理費に属する費用の内、主

要な費目及び金額は次のとおりであります。

※１．当事業年度におきましては販売費に属する費用は発

生しておりません。一般管理費に属する費用の内、主

要な費目及び金額は次のとおりであります。

(1）役員報酬 167百万円

(2）役員退職慰労引当金繰入額 32

(3）外部委託費 559

(4）株主優待関連費用 528

(1）役員報酬 190百万円

(2）役員退職慰労引当金繰入額 13

(3）外部委託費 595

(4）株主優待関連費用 572

(5) 上場管理費用 224

※２．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 ※２．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

建物 40百万円

構築物 4

ソフトウェア 53

計 97百万円

建物 24百万円

構築物 0

ソフトウェア 34

計 58百万円

※３．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。　　　　　　 

受取賃貸収入 50,576百万円

受取利息 165百万円

※３．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。　　　　　　 

受取賃貸収入 52,927百万円

受取利息 182百万円

※４．

――――――――――

※４．特別損失に計上しております「受取補償金返還損」

は過年度において当社が計上した受取休業補償金及び

店舗移転補償金のうち、当社の子会社である日本マク

ドナルド株式会社に帰属する部分が当事業年度におい

て発覚したことによるものです。

（株主資本等変動計算書関係）

第36期（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前期末株式数
（株）

当期増加株式数
（株）

当期減少株式数
（株）

当期末株式数
（株）

自己株式

普通株式（注） 148 50 － 198

合計 148 50 － 198

（注）普通株式の自己株式の増加は、単元未満株式の買取による増加であります。

①　有価証券

第35期（平成17年12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。

第36期（平成18年12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。
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②　税効果会計

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

項目
第35期

（平成17年12月31日）
第36期

（平成18年12月31日）

繰延税金資産 （百万円） （百万円）

未払事業税等 60 30

役員退職慰労引当金 － 14

貸倒引当金限度超過額 430 426

減価償却費 261 295

繰越欠損金 3,526 2,975

その他 245 206

繰延税金資産小計 4,524 3,949

　　評価性引当額 － △  157

　　繰延税金資産計 4,524 3,792

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △2,498 △1,810

その他 △ 　83 △   44

繰延税金負債計 △2,581 △1,854

繰延税金資産の純額 1,942 1,937

 

　上記のほか、「再評価に係る

繰延税金資産」として計上して

いる土地の再評価に係る繰延税

金資産及び繰延税金負債の内訳

は次のとおりであります。

　上記のほか、「再評価に係る

繰延税金負債」として計上して

いる土地の再評価に係る繰延税

金資産及び繰延税金負債の内訳

は次のとおりであります。

繰延税金資産

土地再評価に係る繰延税金資産 2,433 2,433

評価性引当額 － △2,433

計 2,433 －

繰延税金負債

土地再評価に係る繰延税金負債 △　508 △　508

計 △　508 △　508

繰延税金資産の純額 1,925 －

繰延税金負債の純額 － △　508
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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原因

第35期
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

第36期
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

　当事業年度における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に重要な差異の原因となった主要

な項目別の内訳

　当事業年度における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に重要な差異の原因となった主要

な項目別の内訳

  ％

法定実効税率 40.69

（調整）  

　交際費等永久に損金に算入されない項目 0.22

　受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △4.41

　住民税均等割額 0.70

　その他 0.10

　税効果会計適用後の法人税等の負担率 37.30

  ％

法定実効税率 40.69

（調整）  

　交際費等永久に損金に算入されない項目 4.20

　受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △4.59

　住民税均等割額 0.67

　評価性引当額 11.85

　その他 △0.09

　税効果会計適用後の法人税等の負担率 52.72

（１株当たり情報）

第35期
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

第36期
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１株当たり純資産額 1,048.42円

１株当たり当期純利益金額 5.94円

１株当たり純資産額 997.30円

１株当たり当期純利益金額 4.73円

 なお、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金額につい

ては、潜在株式が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。

第35期
(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

第36期
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当期純利益（百万円） 790 628

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 790 628

期中平均株式数（千株） 132,959 132,959

（重要な後発事象）

　　　該当事項はありません。　 
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７．役員の異動
 　記載が可能になり次第「決算発表資料の追加（役員の異動）」として開示いたします。

 　　なお、追加開示の時期は平成19年２月20日を予定しております。
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