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1.  22年3月期の業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 2,402 △39.9 △405 ― △188 ― △120 ―
21年3月期 4,001 △51.3 △585 ― △879 ― △2,502 ―

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 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 △0.12 ― △3.3 △3.9 △16.8
21年3月期 △2.49 ― △67.1 △17.5 △14.6

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  △100百万円 21年3月期  △321百万円

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

22年3月期 4,736 3,604 76.1 3.58
21年3月期 5,027 3,725 74.1 3.70

（参考） 自己資本   22年3月期  3,604百万円 21年3月期  3,725百万円

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

22年3月期 △332 362 △50 1,417
21年3月期 142 436 △51 1,438

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
純資産配当

率第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
23年3月期 

（予想）
― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  23年3月期の業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間

1,250 5.8 △150 ― △140 ― △150 ― △0.14

通期 3,160 31.5 △250 ― △240 ― △250 ― △0.24
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4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 1,020,698,682株 21年3月期 1,020,698,682株
② 期末自己株式数 22年3月期  14,735,721株 21年3月期  14,728,940株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が発表日現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいて
おり、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。 
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当期のわが国経済は、景気の一部に持ち直しの兆しが見られるものの、世界的な不況の中、国内 

外の需要は依然として本格的な回復に至らず、また厳しい雇用情勢が続くなど先行き不透明な状況 

が続いておりました。 

 このような環境の下、当社の売上高につきましては、ニッケル事業では、ＬＭＥ価格の上昇に伴 

い販売価格も上昇基調にありましたが、昨年からの需要家の在庫調整に加え主な仕入先であります 

ヴァーレ・インコ社の長期ストライキによる影響から供給量が減り販売数量は前年同期に比べ大幅 

に減少したことにより売上高は10億46百万円（前年同期23億7百万円）となりました。 

 不動産事業では、リスクを回避する為、売買案件を大幅に絞り込んだことにより、売上高は63百 

万円（前年同期２億27百万円）となりました。 

 教育事業では、新規生徒の募集と退会防止に努めた結果、売上高は12億91百万円（前年同期14億 

66百万円）となりました。 

 また、株価の上昇により有価証券評価益１億89百万円を営業外収益に計上し、さらに関係会社の 

株式売却益49百万円を特別利益に計上いたしました。 

 以上の結果当期の業績は、売上高24億２百万円（前年同期売上高40億１百万円）、営業損失４億 

５百万円（前年同期営業損失５億85百万円）、経常損失１億88百万円(前年同期経常損失８億79百 

万円)、当期純損失１億20百万円（前年同期純損失25億２百万円）となりました。 

  

次期の業績も厳しい状況になると予想されますが、ニッケル事業は、ＬＭＥ価格及び為替の変動 

等に対応した仕入と販売のバランスを取りながら取引の拡大に努めてまいります。 

 不動産事業につきましては、慎重かつ機動的な対応をとりつつも徐々に物件の仕入にも着手し、 

また販売用物件の販売促進をはかり、収益確保に努めてまいります。 

 教育事業につきましては、関西地区において高校受験と中学受験を目指した学習塾「ＷＩＮ」及 

び「ＦＥＬＩＸ」の運営を行っており、塾生徒及び保護者のニーズに対応した営業を行い「面倒見 

の良い塾」に徹しテレビ、ラジオでのＣＭ展開の他、各種イベントを開催し生徒数の増加を目指し 

利益向上に努めてまいります。 

 環境事業につきましては、当社のコンポスト化システムの有効活用を視野に入れながら今期の事 

業化を目指し取り組んでまいります。また、当社が開発を進めてきました「排気ガス低減装置」に 

つきましては、市場性と環境技術の動向を見ながら今後の取り組みを判断いたします。 

 以上により平成23年３月期の通期業績の見通しにつきましては、売上高31億60百万円、営業損失 

２億50百万円、経常損失２億40百万円、当期純損失２億50百万円を見込んでおります。 

  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

 ①経営成績

 ②次期の見通し
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当事業年度末の資産総額は、前事業年度に比べ2億90百万円減少し、47億36百万円(前事業年度比 

5.7％減)となりました。内訳は流動資産32億71百万円（前事業年度比2.1％増）、固定資産14億65 

百万円（前事業年度比19.7％減）であります。 

 負債合計は、前事業年度に比べ1億69百万円減少し11億31百万円（前事業年度比13.0％減）とな 

りました。内訳は流動負債3億23百万円（前事業年度比22.8％減）、固定負債8億8百万円(前事業年 

度比8.4％減）であります。 

 この結果、純資産合計は、前事業年度に比べ１億20百万円減少し、36億４百万円（前事業年度比 

3.2％減）となりました。 

  

当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末に比べ20百 

万円減少し、14億17百万円となりました。 

 当事業年度におけるキャッシュ・フローの状況と増減の要因は、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） 

   営業活動による資金の減少は、３億32百万円となりました。 

   主な要因は、売上債権の増加と有価証券の増加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） 

   投資活動による資金の増加は、３億62百万円となりました。 

   主な要因は、関係会社株式の売却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） 

   財務活動による資金の減少は、50百万円となりました。 

   主な要因は長期借入金の返済によるものであります。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
 （注） １. 上記指標の算出方法 

        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 

     ２. 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出し 

        ております。 

     ３. 当社は有利子負債がありませんので、キャッシュ・フロー対有利子負債比率、インタ 

        レスト・ガバレッジ・レシオは記載をしておりません。 

  

(2) 財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況 

 ②キャッシュ・フローの状況

平成18年 3月期 平成19年 3月期 平成20年 3月期 平成21年 3月期 平成22年 3月期

自己資本比率 81.1 88.7 81.5 74.1 76.1

時価ベースの自己資本比率 348.1 185.4 145.1 60.0 63.7
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当社は、株主の皆様への利益還元を経営の 重要政策に位置づけており、経営の改善と業務の効 

率化に努め、企業価値を高めていく所存でありますが、当期の配当につきましては、誠に遺憾なが 

ら損失計上となった為、期末配当は見送ることとさせていただきます。 

 今後につきましては、一刻も早く復配が出来ますように、取り組んでまいります。 

  

当社の経営成績及び財政状態に影響を与える可能性がある事項には、以下のようなものがありま 

す。 

（非鉄金属市況及び為替の変動） 

 当社の事業の一つでありますニッケル事業の製品については、ロンドン金属取引所（ＬＭＥ）の 

相場に決定される国際市況商品であるため、国際市況の変動を大きく受け、また為替変動の影響を 

受けます。このため、常に適正な在庫の確保に努めリスクの軽減を図っておりますが、非鉄金属の 

市況が当社の経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク
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 当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（株式会社エス・サイエンス）、子会社１社（ 

非連結会社）及び関係会社１社（持分法適用会社）で構成され、主な事業の内容は、ニッケル事業、 

不動産事業、教育事業及び環境事業を営んでおります。 

 
  

事業系統図は下記とおりです。 

  
 

  

   当社は、ニッケル事業、不動産事業、教育事業を中心に経営しておりますが、環境事業における  

  コンポスト化システム装置の販売にも取り組み、経営の多角化を推進し各事業の機動的な活動によ  

  り企業価値を高め、株主・顧客・従業員並びに社会にとって価値ある企業となることを目指してお  

  ります。 

    当社は、収益向上と財務体質の強化を経営目標として、事業の改革と業績向上に取り組んでおり  

  今後も各事業部門の改革と、より柔軟な営業活動により、黒字体質への転換と変革を目指し、安定  

  配当を目標としております。 

   当社は、厳しい環境の下でも利益を確保できる事業構造・体制を目指した展開をおこないます。 

     業績回復に向けた事業構造の早期回復に取り組むことが重要であると認識をしております。 

2. 企業集団の状況

区  分 主 要 製 品 等

 ニッケル事業  ニッケル地金及びニッケル塩類の販売

 不動産事業  土地、建物の売買、仲介及び賃貸

 教育事業  学習塾の経営

 環境事業  コンポスト化システム装置の販売

3. 経営方針

 (1) 会社の経営の基本方針

 (2) 目標とする経営指標

 (3) 中長期的な会社の経営戦略

 (4) 会社の対処すべき課題
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4.【財務諸表】 
(1)【貸借対照表】 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,438,693 1,417,853

受取手形 26,739 84,225

売掛金 73,972 134,345

営業未収入金 63,455 43,341

有価証券 362,625 549,059

販売用不動産 919,933 869,684

商品 45,999 5,791

製品 62,987 30,324

仕掛品 － 6,009

原材料 19,333 －

前渡金 － 14,403

前払費用 44,790 35,209

未収入金 32,809 24,741

預け金 102,360 51,377

その他 9,147 8,600

貸倒引当金 △1,630 △3,864

流動資産合計 3,201,219 3,271,103

固定資産   

有形固定資産   

建物 685,190 674,711

減価償却累計額 △329,843 △338,571

建物（純額） 355,347 336,139

構築物 29,778 29,778

減価償却累計額 △26,011 △26,444

構築物（純額） 3,767 3,333

機械及び装置 188,502 188,502

減価償却累計額 △182,180 △184,161

機械及び装置（純額） 6,321 4,340

車両運搬具 14,829 16,490

減価償却累計額 △13,499 △6,762

車両運搬具（純額） 1,330 9,727

工具、器具及び備品 188,024 180,694

減価償却累計額 △171,907 △169,027

工具、器具及び備品（純額） 16,117 11,667

有形固定資産合計 382,883 365,209

無形固定資産   

借地権 14,678 14,678

ソフトウエア 6,526 2,642
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

電話加入権 14,702 14,291

無形固定資産合計 35,906 31,611

投資その他の資産   

投資有価証券 82,551 82,636

関係会社株式 974,810 699,810

出資金 1,400 1,400

敷金及び保証金 242,566 187,589

長期貸付金 5,300 3,400

会員権 24,376 22,314

長期前払費用 6,802 5,101

長期未収入金 98,625 17,494

長期営業外未収入金 57,300 57,300

破産更生債権等 － 10,267

その他 9,868 8,266

貸倒引当金 △96,436 △27,081

投資その他の資産合計 1,407,164 1,068,499

固定資産合計 1,825,954 1,465,320

資産合計 5,027,174 4,736,423

負債の部   

流動負債   

買掛金 14,697 56,492

1年内返済予定の長期借入金 50,000 50,000

未払金 105,737 58,216

未払費用 59,970 39,191

未払法人税等 24,190 28,683

前受金 19,071 17,580

預り金 10,674 9,070

賞与引当金 2,931 1,800

未払消費税等 22,816 10,515

訴訟損失引当金 107,632 50,593

その他 1,059 885

流動負債合計 418,781 323,029

固定負債   

長期借入金 746,000 696,000

退職給付引当金 7,133 8,644

役員退職慰労引当金 50,480 44,790

繰延税金負債 － －

長期預り金 79,300 59,300

固定負債合計 882,913 808,734

負債合計 1,301,695 1,131,763
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,000,000 5,000,000

資本剰余金   

その他資本剰余金 1,560,321 1,560,321

資本剰余金合計 1,560,321 1,560,321

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △2,502,760 △2,623,738

利益剰余金合計 △2,502,760 △2,623,738

自己株式 △331,743 △331,746

株主資本合計 3,725,817 3,604,836

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △338 △175

評価・換算差額等合計 △338 △175

純資産合計 3,725,479 3,604,660

負債純資産合計 5,027,174 4,736,423
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(2)【損益計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高   

製品売上高 1,914,752 911,307

商品売上高 392,709 135,592

不動産事業売上高 227,473 63,481

その他の事業売上高 1,466,189 －

教育関連事業収入 － 1,291,688

売上高合計 4,001,124 2,402,069

売上原価   

製品期首たな卸高 206,724 62,987

当期製品製造原価 1,819,192 808,319

合計 2,025,916 871,307

製品期末たな卸高 62,987 30,324

製品売上原価 1,962,928 840,982

商品期首たな卸高 53,847 45,999

当期商品仕入高 418,340 71,810

合計 472,188 117,810

商品期末たな卸高 45,999 5,791

商品売上原価 426,188 112,019

不動産事業売上原価 205,901 52,512

教育関連事業原価 － 1,172,219

その他の事業売上原価 1,273,362 －

売上原価合計 3,868,381 2,177,733

売上総利益 132,742 224,335

販売費及び一般管理費   

販売費 304,308 237,331

一般管理費 413,791 392,885

販売費及び一般管理費合計 718,099 630,216

営業損失（△） △585,357 △405,880

営業外収益   

受取利息 2,979 2,488

受取配当金 12,625 6,220

不動産賃貸料 5,878 5,934

有価証券評価益 － 189,492

その他 5,842 15,991

営業外収益合計 27,325 220,127

営業外費用   

売上割引 8,240 1,765

有価証券評価損 302,003 －

その他 11,648 1,003

営業外費用合計 321,891 2,768

㈱エス・サイエンス（5721）　平成22年3月期　決算短信（非連結）

－10－



(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

経常損失（△） △879,923 △188,522

特別利益   

過年度損益修正益 31,164 2,989

固定資産売却益 － 5,092

関係会社株式売却益 － 49,500

受取和解金 － 20,000

役員退職慰労引当金戻入額 5,740 8,810

訴訟損失引当金戻入額 － 57,038

その他 4,450 －

特別利益合計 41,354 143,431

特別損失   

過年度損益修正損 25,347 3,356

投資有価証券評価損 78,724 －

関係会社株式評価損 1,336,734 －

事業撤退損 － 9,493

減損損失 9,309 2,636

訴訟損失引当金繰入額 57,038 －

貸倒引当金繰入額 83,570 23,886

貸倒損失 45,660 23,000

その他 14,829 1,358

特別損失合計 1,651,215 63,731

税引前当期純損失（△） △2,489,784 △108,822

法人税、住民税及び事業税 12,976 12,156

法人税等合計 12,976 12,156

当期純損失（△） △2,502,760 △120,978
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 10,000,000 5,000,000

当期変動額   

減資 △5,000,000 －

当期変動額合計 △5,000,000 －

当期末残高 5,000,000 5,000,000

資本剰余金   

その他資本剰余金   

前期末残高 1,600,440 1,560,321

当期変動額   

資本金から剰余金への振替 5,000,000 －

欠損填補 △5,040,073 －

自己株式の処分 △45 －

当期変動額合計 △40,118 －

当期末残高 1,560,321 1,560,321

資本剰余金合計   

前期末残高 1,600,440 1,560,321

当期変動額   

資本金から剰余金への振替 5,000,000 －

欠損填補 △5,040,073 －

自己株式の処分 △45 －

当期変動額合計 △40,118 －

当期末残高 1,560,321 1,560,321

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 52,000 －

当期変動額   

利益準備金の積立 － －

利益準備金の取崩 △52,000 －

当期変動額合計 △52,000 －

当期末残高 － －

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 △5,092,073 △2,502,760

当期変動額   

利益準備金の積立 － －

欠損填補 5,092,073 －

剰余金の配当 － －

当期純損失（△） △2,502,760 △120,978
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当期変動額合計 2,589,312 △120,978

当期末残高 △2,502,760 △2,623,738

利益剰余金合計   

前期末残高 △5,040,073 △2,502,760

当期変動額   

利益準備金の取崩 △52,000 －

欠損填補 5,092,073 －

剰余金の配当 － －

当期純損失（△） △2,502,760 △120,978

当期変動額合計 2,537,312 △120,978

当期末残高 △2,502,760 △2,623,738

自己株式   

前期末残高 △331,749 △331,743

当期変動額   

自己株式の処分 62 －

自己株式の取得 △56 △3

当期変動額合計 6 △3

当期末残高 △331,743 △331,746

株主資本合計   

前期末残高 6,228,617 3,725,817

当期変動額   

剰余金の配当 － －

当期純損失（△） △2,502,760 △120,978

自己株式の処分 16 －

自己株式の取得 △56 △3

当期変動額合計 △2,502,799 △120,981

当期末残高 3,725,817 3,604,836

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △11,476 △338

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 11,138 162

当期変動額合計 11,138 162

当期末残高 △338 △175

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △11,476 △338

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 11,138 162

当期変動額合計 11,138 162

当期末残高 △338 △175
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 6,217,140 3,725,479

当期変動額   

剰余金の配当 － －

当期純損失（△） △2,502,760 △120,978

自己株式の処分 16 －

自己株式の取得 △56 △3

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 11,138 162

当期変動額合計 △2,491,661 △120,818

当期末残高 3,725,479 3,604,660
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(4)【キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純損失（△） △2,489,784 △108,822

減価償却費 45,907 33,751

減損損失 9,309 2,636

投資有価証券評価損益（△は益） 78,724 －

関係会社株式評価損 1,336,734 －

損害賠償損失 57,038 －

訴訟損失引当金の増減額（△は減少） － △57,038

貸倒損失 45,660 115,293

有形及び無形固定資産売却損益（△は益） － △5,092

関係会社株式売却損益（△は益） － △49,500

受取利息及び受取配当金 △15,545 △8,708

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,088 △1,131

退職給付引当金の増減額（△は減少） △38,047 1,510

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） － △5,690

貸倒引当金の増減額（△は減少） 79,500 △67,119

売上債権の増減額（△は増加） 539,044 △111,986

仕入債務の増減額（△は減少） △14,676 41,795

たな卸資産の増減額（△は増加） 220,500 135,103

売買目的有価証券の純増（△）減 △31,811 △186,433

前渡金の増減額（△は増加） － △14,388

前払費用の増減額（△は増加） 7,047 9,581

未収入金の増減額（△は増加） 34,671 △8,499

預け金の増減額（△は増加） 313,828 50,982

未払金の増減額（△は減少） △26,760 △47,051

未払費用の増減額（△は減少） △28,399 △20,779

預り金の増減額（△は減少） △5,070 △1,604

前受金の増減額（△は減少） △5,422 △1,491

未払消費税等の増減額（△は減少） 22,816 △12,301

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減
少）

△16,781 5,313

その他 19,903 △16,617

小計 136,300 △328,289

利息及び配当金の受取額 19,975 8,267

法人税等の支払額 △13,796 △12,976

営業活動によるキャッシュ・フロー 142,480 △332,998
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

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 △4,281 △13,171

無形固定資産の取得による支出 △5,000 －

関係会社株式の売却による収入 － 324,500

短期貸付けによる支出 － △800,500

短期貸付金の回収による収入 400,000 800,341

長期貸付金の回収による収入 4,020 2,500

出資金の回収による収入 11,777 －

敷金及び保証金の回収による収入 17,780 40,595

その他 11,736 8,365

投資活動によるキャッシュ・フロー 436,032 362,631

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 △50,000 △50,000

配当金の支払額 △1,619 △469

その他 △34 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー △51,654 △50,473

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 526,858 △20,840

現金及び現金同等物の期首残高 911,835 1,438,693

現金及び現金同等物の期末残高 1,438,693 1,417,853
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前事業年度（自 平成20年４月１日  至 平成21年３月31日） 

  当該事項はありません。 

  

当事業年度（自 平成21年４月１日  至 平成22年３月31日）  

  当該事項はありません。 

(5)【継続企業の前提に関する注記】
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(6)【重要な会計方針】

前事業年度 当事業年度

（自 平成20年4月 1日 （自 平成21年4月 1日

    至 平成21年3月31日）     至 平成22年3月31日）

1.有価証券の評価基準及び評価方法 1.有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式 (1) 子会社株式及び関連会社株式

      移動平均法による原価法          同左

(2）売買目的有価証券 (2）売買目的有価証券

     時価法（売却原価は移動平均法により算定）          同左

(3) その他有価証券 (3) その他有価証券

    時価のあるもの     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 

   却原価は移動平均法により算定）

         同左

    時価のないもの     時価のないもの

      移動平均法による原価法          同左

2.たな卸資産の評価基準及び評価方法 2.たな卸資産の評価基準及び評価方法

   評価基準は原価法（収益性の低下による簿価 

  切下げの方法）によっております。

         同左

（1）製品、原材料及び仕掛品 （1）製品、原材料及び仕掛品

   （ニッケル事業）   （ニッケル事業）       

     先入先出法        同左
                  

   （その他の事業）    （その他の事業）

     先入先出法 

   

         同左

（2）貯蔵品 （2）貯蔵品

     先入先出法 

   

         同左

（3）販売用不動産 （3）販売用不動産

     個別法         同左
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前事業年度 当事業年度

（自 平成20年4月 1日 （自 平成21年4月 1日

    至 平成21年3月31日）     至 平成22年3月31日）

3.固定資産の減価償却の方法 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

   定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得し 

 た建物（附帯設備は除く）については定額法） 

 を採用しております。 

  なお、主な耐用年数は以下のとおりです。 

 建物および構築物 

  10年～50年 

 機械装置及び運搬具 

  2年～10年

         同左

   
(2）無形固定資産 (2）無形固定資産

   定額法を採用しております。 

    なお、自社利用のソフトウエアについては、 

  社内における利用可能期間(5年)に基づいてお 

  ります。

         同左

4.引当金の計上基準 4.引当金の計上基準

(1)貸倒引当金 (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 

 能性を検討し、回収不能見込額を計上しており 

 ます。

         同左

(2)賞与引当金 (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 

 見込額のうち当期対応分を計上しております。

         同左

(3)退職給付引当金 (3)退職給付引当金

   当社は、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の見込額に基づ 

 き計上しております。

         同左

(4)役員退職慰労引当金 (4)役員退職慰労引当金

  役員の退職慰労金の支給に充てるため、取締役 

 会の内規に基づく期末要支給額を計上しており 

 ます。

         同左
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前事業年度 当事業年度

（自 平成20年4月 1日 （自 平成21年4月 1日

    至 平成21年3月31日）     至 平成22年3月31日）

(5)訴訟損失引当金 (5)訴訟損失引当金

  訴訟損失引当金は、工事代金の訴訟に備えるた 

 めに、損失負担見込額を計上しております。 

  

 

         同左

5.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

  手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以 

 内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換 

 金可能であり、かつ、価値の変動について僅少 

 なリスクしか負わない短期的な投資 

 

5.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

         同左

6.その他財務諸表作成のための重要な事項 6.その他財務諸表作成のための重要な事項

(1)消費税等の会計処理 (1)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を 

 採用しております。

         同左

(2)販売用不動産について (2)販売用不動産について

   販売用不動産のうち一定基準をこえる特定物件 

 にかかわる借入金利息を当該たな卸資産の取得 

 価額に算入する方法を採用しております。

         同左
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(7)【重要な会計方針の変更】

前事業年度 当事業年度

（自 平成20年4月 1日 （自 平成21年4月 1日

 至 平成21年3月31日） 至 平成22年3月31日）

 1.リース取引に関する会計基準等の適用

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については 

  従来、賃貸借取引に係る会計処理によっておりました 

 が、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準 

 第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部会 

 ）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関 

 する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 

 16号（平成６年１月18日）（日本公認会計士協会会計 

 制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年 

 ４月１日以後開始する事業年度に係る四半期財務諸表 

 から適用することができることになったことに伴い、 

 第１四半期会計期間からこれらの会計基準等を適用し 

 通常の売買取引に係る会計処理によっております。 

 また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る 

 リース資産の減価償却の方法については、リース期間 

 を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用し 

 ております。なお、リース取引開始日が適用初年度前 

 の所有権移転外ファイナンス・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を引き 

 続き採用しております。これによる営業損失、経常損 

 失及び税引前当期純損失への影響はありません。 

 

―
  

 2.売買目的有価証券の評価損益の処理の変更 ―

  前事業年度まで売買目的有価証券として保有し有価 

 証券の売買を主たる事業として評価損益を売上高およ 

 び売上原価に計上しておりましたが、当事業年度より 

 主たる事業ではなくなりましたので、引き続き売買目 

 的有価証券としての運用は継続いたしますが、第１四 

 半期会計期間から当該評価損益につきましては営業外 

 損益に計上することといたしました。この結果、従来 

 の会計処理に比べ当事業年度の売上総利益が302,003千 

  円増加しております。
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【表示方法の変更】

前事業年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度

(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

(損益計算書) 

  前事業年度の「その他の売上高」は、当事業年度に 

 おいては「不動産事業売上高」と「その他の事業売 

 上高」に区分掲記しております。また、前事業年度 

 の「その他の売上原価」は、当事業年度においては 

「商品売上原価」、「不動産事業売上原価」および 

「その他の事業売上原価」に区分掲記しています。 

 なお、前事業年度の「その他の売上高」を当事業年 

 の基準により区分掲記した場合には、「不動産事業 

 売上高」は1,147,101千円、「その他の事業売上高」 

 は1,551,762千円となります。「その他の事業売 

 上高」と「その他の事業売上原価」はそれぞれ教育 

 事業における売上高と売上原価であります。  

 

（損益計算書） 

   前事業年度の「その他の事業売上高」及び「その他 

  の事業売上原価」は当事業年度においては「教育関 

 連事業収入」及び「教育関連事業原価」として表示 

 しております。 
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(8)【財務諸表に関する注記事項】

(貸借対照表関係)

前事業年度 当事業年度
（自 平成20年4月1日 （自 平成21年4月1日 

  至 平成21年3月31日) 至 平成22年3月31日)

1.担保資産 1.担保資産

(1) 担保に供している資産 (1) 担保に供している資産

 販売用不動産土地               349,921千円 販売不動産用土地       349,921千円

(2) 上記に対する債務 (2) 上記に対する債務

 1年以内返済予定長期借入金         50,000千円 1年以内返済予定長期借入金     50,000千円

       長期借入金         746,000千円     長期借入金            696,000千円

2.自己株式 2.自己株式 
 買取請求及び自己株式の取得での自己株式であ
 ります。

買取請求及び自己株式の取得での自己株式であ
 ります。

          普通株式     14,728,940株                    普通株式     14,735,721株

3.販売用不動産 3.販売用不動産
  当期に「販売用不動産」の取得価額に算入した
 借入金利息はありません。当期末残高に含まれ 
 る借入金利息算入額はありません。

 当期に「販売用不動産」の取得価額に算入した
 借入金利息はありません。当期末残高に含まれ 
 る借入金利息算入額はありません。

4.授権株式      普通株式 1,800,000,000株 4.授権株式      普通株式 1,800,000,000株
 発行済株式数    普通株式 1,020,698,682株 発行済株式数  普通株式 1,020,698,682株

               自己株式    14,728,940株              自己株式     14,735,721株
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(損益計算書関係)

前事業年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度

(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 

１. 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の

低下による簿価切下額

売上原価 131,219千円

１. 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の

低下による簿価切下額

不動産事業原価 27,456千円

製品売上原価 6,684千円

     

 

２. 販売費の主な内容

従業員給料 56,734千円

賞与引当金繰入額 836千円

支払手数料 5,618千円

広告宣伝費 68,835千円

減価償却費 21,403千円

賃借料 9,466千円

支払報酬 15,636千円

租税公課 6,971千円

貸倒引当金繰入額 380千円

貸倒損失 2,018千円

２. 販売費の主な内容

従業員給料 36,422千円

賞与引当金繰入額 897千円

支払手数料 241千円

広告宣伝費 67,809千円

減価償却費 5,159千円

賃借料 9,466千円

支払報酬 200千円

租税公課 17,665千円

貸倒引当金繰入額 3,691千円

貸倒損失 1,717千円

３. 一般管理費の主な内容

役員報酬 73,242千円

従業員給料 31,003千円

賞与引当金繰入額 4,415千円

役員退職慰労引当金繰入 6,230千円

支払手数料 86,364千円

広告宣伝費 528千円

減価償却費 2,514千円

租税公課 36,640千円

賃借料 65,132千円

支払報酬 31,183千円

研究開発費 11,726千円  

３. 一般管理費の主な内容

役員報酬 62,917千円

従業員給料 30,429千円

賞与引当金繰入額 1,419千円

支払手数料 67,956千円

広告宣伝費 289千円

減価償却費 4,512 千円

租税公課 41,198千円

賃借料 70,199千円

支払報酬 42,260千円

研究開発費 3,879千円

４. 研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開発費 11,726千円

４. 研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開発費 3,879千円

 

５. 関係会社との取引

受取利息 2,186千円

            

         ―

 ６. 特別損失の「その他」に含まれているのは、臨時 

 株主総会費用12,345千円等であります。

 ６. 特別損失の「その他」に含まれているのは、固定 

 資産除却損1,280千円等であります。        
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前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 

７. 当事業年度において、当社は、以下の資産グルー

プについて、減損損失を計上しました。

用途 種類 場所
減損損失
(千円)

事務所・ 
教室

建物附属
設備

大阪府 
大阪市他

2,724

事務所・ 
教室

工具器具
備品

大阪府 
大阪市他

1,034

事務所・ 
教室

電話 
加入権

大阪府 
大阪市他

2,291

事務所・ 
教室

ソフト 
ウェア

大阪府 
大阪市他

3,260

合計 9,309

当社は、事業セグメントを基本単位として資産を

グルーピングしており、教育事業については、教

室毎を基本単位としてグルーピングを行っており

ます。

上記は、時価(正味売却価額)が取得原価に比べ著

しく下落したため、9,309千円の減損損失を計上

しました。なお、回収可能額は正味売却価額によ

っております。

 

７. 当事業年度において、当社は、以下の資産グルー

プについて、減損損失を計上しました。

用途 種類 場所
減損損失
(千円)

事務所・
教室

建物附属
設備

大阪府 
大阪市他

1,836

事務所・
教室

工具器具
備品

大阪府 
大阪市他

388

事務所・
教室

電話
加入権

大阪府 
大阪市他

411

合計 2,636

当社は、事業セグメントを基本単位として資産を

グルーピングしており、教育事業については、教

室毎を基本単位としてグルーピングを行っており

ます。

上記は、時価(正味売却価額)が取得原価に比べ著

しく下落したため、2,636千円の減損損失を計上

しました。なお、回収可能額は正味売却価額によ

っております。

８．固定資産除却損の内容

―

 

種類 金額（千円）

建物附属設備   1,055

工具器具備品     225

合計     1,280
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リース取引に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考え 

 られるため開示を省略しております。 

  

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度（自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日）

自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 14,716,490 15,220 2,770 14,728,940

（注）1.普通株式の自己株式の株式数の増加15,220株は、単元未満株式の買取りによる増加であり 
    ます。 
   2.普通株式の自己株式の株式数の減少2,770株は、単元未満株式の買戻し2,770株による減少  
    であります。

当事業年度（自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日）

自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 14,728,940 6,781       ― 14,735,721

（注）1.普通株式の自己株式の株式数の増加6,781株は、単元未満株式の買取りによる増加であり
    ます。
    

(キャッシュ・フロー計算書関係)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲載され

ている科目の金額との関係

現金及び預金 1,438,693千円

現金及び現金同等物 1,438,693千円

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲載され

ている科目の金額との関係

現金及び預金 1,417,853千円

現金及び現金同等物 1,417,853千円

(リース取引関係)
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前事業年度(自 平成20年4月1日  至 平成21年３月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

 
  

  

当事業年度(自 平成21年4月1日  至 平成22年３月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

 
  

前事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)及び当事業年度(自 平成21年４月 

１日 至 平成22年３月31日) 

当社は、デリバティブ取引を利用していないため、該当事項はありません。 

  

 

(有価証券関係)

区分 貸借対照表計上額(千円) 時価(千円) 差額(千円)

 関連会社株式 954,810 763,848 △190,962

計 954,810 763,848 △190,962

区分 貸借対照表計上額(千円) 時価(千円) 差額(千円)

関連会社株式 679,810 475,867 △203,943

計 679,810 475,867 △203,943

(デリバティブ取引関係)

(持分法投資損益等)

前事業年度 当事業年度

（自 平成20年4月１日 （自 平成21年4月１日

  至 平成21年3月31日）  至 平成22年3月31日）

関連会社に対する投資の金額 関連会社に対する投資の金額

954,810千円             679,810千円

持分法を適用した場合の投資の金額 持分法を適用した場合の投資の金額

1,970,409千円            1,294,459千円

持分法を適用した場合の投資損失の金額 持分法を適用した場合の投資損失の金額

321,134千円              100,894千円

㈱エス・サイエンス（5721）　平成22年3月期　決算短信（非連結）

－27－



    前事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 
(1)役員及び個人主要株主等 

 
(取引条件及び取引条件の決定方針等) 

1 取引金額には消費税等が含まれておりません。 

2 報酬額等については、市場価格等を勘案して、一般の取引条件と同様に決定しております。 

3  株式会社エデュケーションコンサルタントは、当社取締役 福村康廣により実質的な影響力を 

   持たれている会社であります。 

  
(2)子会社等 

   
(取引条件及び取引条件の決定方針等) 

資金の貸付については、貸付利率は市場金利を勘案して決定しております。 

  

当事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

(1)役員及び個人主要株主等 

 
(取引条件及び取引条件の決定方針等) 

1 取引金額には消費税等が含まれておりません。 

2 福村康廣は、平成21年９月８日付で当社取締役を退任しております。 

3 株式の譲渡については、直近の市場価格を勘案して決定しております。 

  

  
  

(関連当事者情報)

属性
会社等 
の名称 
又は氏名

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 
(％)

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 及 び
そ の 近 親
者 が 議 決
権 の 過 半
数 を 所 有
し て い る
会社等 
(当該会社
等 の 子 会
社を含む) 

サンユー 
不動産 
（株）

東京都
千代田区

30,000 不動産業

(所有)
― 

(被所有)
―

役員の
兼任1名

支払
手数料

不動産事
業に関わ
る業務報
酬他

12,000 ― ―

㈱エデュ
ケーショ
ンコンサ
ルタント

東京都
新宿区

10,000

経営及び
投資コン
サルタン
ト業

(所有)
― 

(被所有)
―

― ―
債権の 
譲渡

39,865 ― ―

属性
会社等 
の名称 
又は氏名

住所

資本金 
又は 
出資金 
(百万円)

事業の 
内容又は
職業

議決権
等の所有
(被所有)
割合 
(％)

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

関連
会社

㈱東理ホ
ールディ
ングス

東京都 
中央区

 10,000
非鉄 
金属

(所有)
20.5 

(被所有)
12.9

役員の
兼任１名

資金の
援助

資金の
貸付

400,000
短期 
貸付金

―

貸付金
利息

2,186
未収 
収益

―

属性
会社等 
の名称 
又は氏名

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 
(％)

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

役員及びその
近親者が議決
権の過半数を
所有している
会社等 
(当該会社等
の子会社を含
む) 

福村 康廣
東京都
世田谷区

―
関連会社
役員

― ― ―

資金の貸付
及び回収

800,000
― ―

△800,000

貸付金利息 2,367 ― ―

株式の譲渡 295,000 ― ―

品田 守敏
神奈川県 
横浜市

―
当社代表
取締役

(被所有)
1.9

― ― 株式の譲渡 29,500 ― ―
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(2)子会社等 

   
(取引条件及び取引条件の決定方針等) 

このプロジェクトは中止になったので全額返却いたしました。 

  

  （親会社又は重要な関連会社に関する注記） 

  親会社又は重要な関連会社に関する注記  
  （1）親会社情報  
    該当事項はありません。  
  
  （2）重要な関連会社の要約財務諸表  
    当事業年度において、重要な関連会社は㈱東理ホールディングスであり、その要約財務情報 
    は以下のとおりであります。  
  
     
     ㈱東理ホールディングス  
  
                  （百万円） 
     流動資産合計            6,558 
     固定資産合計            6,050 
  
     流動負債合計            3,088 
     固定負債合計              950 
  
     純資産合計             8,569 
  
     売上高            23,271  
     税引前当期純損失（△）    △676 
     当期純損失（△）       △723  

  

属性
会社等 
の名称 
又は氏名

住所

資本金 
又は 
出資金 
(百万円)

事業の 
内容又は
職業

議決権
等の所有
(被所有)
割合 
(％)

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

関連
会社

㈱東理ホ
ールディ
ングス

東京都 
中央区

 10,000
非鉄 
金属

(所有)
14.5 

(被所有)
15.4

― ―

不動産
共同プ
ロジェ
クト 
資金

400,000 預り金 ―
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(税効果会計関係)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の内訳

(単位：千円)

 繰延税金資産(流動)

  訴訟損失引当金 43,795

  未払事業税 4,563

   その他 11,294

59,652

繰延税金資産(固定)

  税務上の繰越欠損金 10,039,878

  関係会社株式評価損 2,190,473

  減価償却超過額 454,244

  その他 304,517

12,989,114

 繰延税金資産小計 13,048,766

 評価性引当金 △13,048,766

 繰延税金資産の純額 ―

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の内訳

(単位：千円)

 繰延税金資産(流動)

  訴訟損失引当金 20,586

  未払事業税 6,724

  その他 10,922

38,234

繰延税金資産(固定)

  税務上の繰越欠損金 9,289,488

  関係会社株式評価損 1,559,595

  減価償却超過額 252,686

  投資有価証券 42,366

  長期未収入金 35,807

  貸付金 24,210

  貸倒引当金 10,121

  その他 201,690

11,415,965

 繰延税金資産小計 11,454,199

 評価性引当金 △11,454,199

 繰延税金資産の純額 ―

２ 税引前当期純損失のため、「法定実効税率」と「税

効果会計適用後の法人税等の負担率」との差異につい

ての項目別内訳は、記載しておりません。

２ 税引前当期純損失のため、「法定実効税率」と「税

効果会計適用後の法人税等の負担率」との差異につい

ての項目別内訳は、記載しておりません。
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前事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

  当社は、退職一時金制度を設けております。 

  

２ 退職給付債務に関する事項 

 
(注) 退職給付債務の算定にあたり簡便法を選択しております。 

  

３ 退職給付費用に関する事項 

 
         

当事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

  当社は、退職一時金制度を設けております。 

  

２ 退職給付債務に関する事項 

 
(注) 退職給付債務の算定にあたり簡便法を選択しております。 

  

３ 退職給付費用に関する事項 

 
  

(退職給付関係)

(1) 退職給付債務 △7,133千円
(2) 退職給付引当金 △7,133千円

(1) 当期発生分の退職費用 1,468千円
(2) 退職給付費用 1,468千円

(1) 退職給付債務 △8,644千円
(2) 退職給付引当金 △8,644千円

(1) 当期発生分の退職費用 1,510千円
(2) 退職給付費用 1,510千円

㈱エス・サイエンス（5721）　平成22年3月期　決算短信（非連結）

－31－



前事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)及び当事業年度(自  

平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

    該当事項はありません。 

 
  

(ストック・オプション等関係)

(企業結合等関係)

前事業年度 当事業年度

（自 平成20年4月１日 （自 平成21年4月１日

  至 平成21年3月31日）  至 平成22年3月31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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(注) 算定上の基礎 

１．１株当たり純資産額 

 
  （注）1.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。 

   2.１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

 

    ①代表取締役の異動 

    該当事項はありません。 

  

   ②その他の役員の異動 

    その他の役員の異動につきましては、後日別途開示することといたします。 

  

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１株当たりの純資産(円) 3.70 3.58

１株当たりの当期純損失(円) 2.49 0.12

１株当たり配当金 ― ―

項目
前事業年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日

 至 平成22年３月31日)

当期純損失(千円) 2,502,760 120,978

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る当期純損失(千円) 2,502,760 120,978

普通株式の期中平均株式数(千株) 1,005,976 1,005,965

(重要な後発事象)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 

             該当事項はありません。

 

該当事項はありません。

5. その他

 役員の異動
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