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(百万円未満切捨て)
１．平成29年3月期の連結業績（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

（１）連結経営成績 (％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

29年3月期 7,541 16.2 408 11.5 383 15.6 246 △9.2

28年3月期 6,489 ― 366 ― 331 ― 271 ―

(注) 包括利益 29年3月期 △125 百万円 ( ― ％) 28年3月期 199 百万円 ( ― ％)
　

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

円 銭 円 銭

　29年3月期 41.16 ―

　28年3月期 45.31 ―
(注)平成28年3月期より連結財務諸表を作成しているため、平成28年3月期の対前期増減率は記載しておりません。

　

（２）連結財政状態

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

　29年3月期 8,742 4,519 43.7 637.25

　28年3月期 7,619 4,004 50.5 641.47

(参考) 自己資本 　29年3月期 3,820百万円 　28年3月期 3,846百万円
　

（３）連結キャッシュ・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

　29年3月期 493 △1,569 598 1,174

　28年3月期 157 △1,453 405 574

　

２．配当の状況

年間配当金 配当金総額
(合計)

配当性向
(連結)

純資産
配当率
(連結)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 ％ ％

28年3月期 ― 0.00 ― 12.00 12.00 71 26.5 1.9

29年3月期 ― 0.00 ― 12.00 12.00 71 29.2 1.9

30年3月期(予想) ― 0.00 ― 12.00 12.00 ―

　

３．平成30年 3月期の連結業績予想（平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日）

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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) 3,600 △2.1 200 27.0 180 ― 140 ― 23.35

通 期 7,700 2.1 460 12.6 450 17.3 300 21.6 50.03
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※ 注記事項

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) ： 無

　

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

　① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

　② ①以外の会計方針の変更 ： 無

　③ 会計上の見積りの変更 ： 無

　④ 修正再表示 ： 無

　

（３）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 　29年3月期 6,000,000 株 　28年3月期 6,000,000 株

② 期末自己株式数 　29年3月期 4,045 株 　28年3月期 3,215 株

③ 期中平均株式数 29年3月期 5,996,170 株 　28年3月期 5,996,956 株

　

(参考) 個別業績の概要

１．平成29年3月期の個別業績（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

（１）個別経営成績 (％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 ％

　29年3月期 6,252 △4.8 492 △11.5 528 △0.8 354 △12.2

　28年3月期 6,564 △8.2 556 △20.4 532 △42.5 403 26.7
　

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
円 銭 円 銭

　29年3月期 59.09 ―

　28年3月期 67.26 ―

　

（２）個別財政状態

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

　29年3月期 8,095 4,267 52.7 711.79

　28年3月期 7,389 3,964 53.6 661.04

(参考) 自己資本 　29年3月期 4,267百万円 　28年3月期 3,964百万円

　

２．平成30年 3月期の個別業績予想（平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日）

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

売上高 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 ％ 円 銭

第２四半期(累計) 3,000 △1.0 205 2,530.7 145 1,302.1 24.18

通 期 6,300 0.8 520 △1.5 350 △1.2 58.37

　

※ 決算短信は監査の対象外です。

　

※ 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の見通し等の将来に関する記述は、現時点で入手可能な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、実際の業績等は、様々な要因により大きく異なる可能性があります。また、業績予

想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等につきましては、添付資料４ページ「１．経営成

績等の概況(４)今後の見通し」をご覧ください。
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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

当連結会計年度におけるわが国経済は、個人消費や民間設備投資は力強さを欠くものの、雇用・所得環境が改善

し、緩やかな回復基調となっております。一方、世界経済は、景気減速の流れに歯止めがかかったものの、米国の

対外政策の行方や中国をはじめとする新興国経済の景気動向など懸念材料を抱えた状態が続きました。

当社グループの主要な取引先である自動車業界では、新型車や改良型の販売が好調だった登録車の販売台数が伸

び国内新車販売台数は前年度を上回る結果となりました。

このような環境のなかで、当連結会計年度の当社グループの連結業績は、売上高は7,541百万円（前期比16.2％

増）、営業利益は408百万円（前期比11.5％増）、経常利益は383百万円（前期比15.6％増）、親会社株主に帰属す

る当期純利益は246百万円（前期比9.2％減）となりました。

（２）当期の財政状態の概況

当連結会計年度末における資産の残高は、8,742百万円（前連結会計年度末7,619百万円）となり、1,123百万円増

加しました。流動資産は4,582百万円となり1,060百万円増加し、固定資産は4,159百万円となり62百万円増加しまし

た。

当連結会計年度末における負債の残高は、4,223百万円（前連結会計年度末3,614百万円）となり、608百万円増加

しました。流動負債は3,299百万円となり511百万円増加し、固定負債は923百万円となり96百万円増加しました。

当連結会計年度末における純資産の残高は、4,519百万円（前連結会計年度末4,004百万円）となり、514百万円増

加しました。
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（３）当期のキャッシュ・フローの概況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末に比べ、

599百万円増加し1,174百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度において、営業活動の結果得られた資金は、493百万円（前年同期は157百万円）となりました。

これは主に、税金等調整前当期純利益と減価償却費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）

当連結会計年度において、投資活動の結果支出した資金は、1,569百万円（前年同期は1,453百万円）となりまし

た。

これは主に、有形固定資産の取得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）

当連結会計年度において、財務活動の結果得られた資金は、598百万円（前年同期は405百万円）となりました。

これは主に、長期借入れによる収入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

平成27年３月期 平成28年３月期 平成29年３月期

自己資本比率（％） ― 50.5 43.7

時価ベースの自己資本比率（％） ― 23.8 23.2

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） ― 11.7 4.2

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） ― 19.0 40.0

　

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

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

（注１）各指標は、連結ベースの財務数値により計算しております。

（注２）平成28年３月期より連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておりますので、平成27年３月期の各

数値は記載しておりません。

（注３）株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

（注４）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを使用しております。

（注５）有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象とし

ております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用して

おります。
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（４）今後の見通し

今後の経済見通しにつきましては、米国新政権の動向や欧州における主要な選挙の結果、北朝鮮問題などの地

政学的リスクの高まり等が世界経済や為替の動向に重大な影響を及ぼす可能性があります。また、国内経済は緩

やかな回復基調にありますが、個人消費の低迷やエネルギー価格の上昇など、予断を許さない状況が続くと思わ

れます。

このような環境のなか、通期連結業績予想につきましては、売上高は7,700百万円(前期比2.1%増）、営業利益

は460百万円(前期比12.6%増）、経常利益は450百万円(前期比17.3％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は

300百万円(前期比21.6％増）を予想しております。

また、上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業

績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。
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２．企業集団の状況

当社グループは、当社（㈱タツミ）及び連結子会社２社（コルポラシオン・タツミ・デ・メヒコ・エス・エー・

デ・シー・ブイ、ピーティー・タツミ・インドネシア）により構成されており、自動車の電装品用部品及びブレーキ

用部品の製造並びに販売を主な事業として取り組んでおります。

両社は当社の特定子会社になります。

なお、当連結会計年度よりコルポラシオン・タツミ・デ・メヒコ・エス・エー・デ・シー・ブイの重要性が増した

ため、連結の範囲に含めております。

また、当社グループは親会社である㈱ミツバが形成している企業グループの輸送用機器関連事業の一角を担ってお

ります。

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。

３．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループは、日本基準を適用して連結財務諸表を作成しております。

なお、当社グループは、将来の国際会計基準の適用に向け、社内のマニュアルや指針等の整備及びその適用時期

について検討を進めております。
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４．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当連結会計年度
(平成29年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 617,885 1,226,511

受取手形及び売掛金 936,487 1,093,613

電子記録債権 638,020 723,671

商品及び製品 111,537 129,131

仕掛品 229,101 323,225

原材料及び貯蔵品 191,861 534,982

未収入金 454,138 372,878

未収還付法人税等 92,557 -

1年内回収予定の長期貸付金 76,583 -

繰延税金資産 98,519 94,018

その他 75,474 84,689

流動資産合計 3,522,167 4,582,722

固定資産

有形固定資産

建物 2,297,849 2,823,299

減価償却累計額 △1,463,852 △1,541,053

建物（純額） 833,997 1,282,245

構築物 170,230 170,988

減価償却累計額 △132,714 △136,908

構築物（純額） 37,515 34,079

機械及び装置 4,543,483 5,452,550

減価償却累計額 △3,456,197 △3,634,838

機械及び装置（純額） 1,087,286 1,817,711

車両運搬具 10,343 22,583

減価償却累計額 △8,510 △9,196

車両運搬具（純額） 1,832 13,387

工具、器具及び備品 369,633 475,757

減価償却累計額 △306,502 △336,347

工具、器具及び備品（純額） 63,130 139,410

土地 40,361 176,813

リース資産 - 152,072

減価償却累計額 - △10,296

リース資産（純額） - 141,776

建設仮勘定 78,405 84,454

有形固定資産合計 2,142,529 3,689,879

無形固定資産

借地権 4,892 4,892

ソフトウエア 2,758 3,235

その他 847 847

無形固定資産合計 8,499 8,975

投資その他の資産

投資有価証券 841,047 133,483

長期未収入金 101,639 -

長期貸付金 712,106 -

長期前払費用 3,206 1,386

退職給付に係る資産 245,029 271,989

その他 43,053 54,279

投資その他の資産合計 1,946,084 461,139

固定資産合計 4,097,113 4,159,993
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資産合計 7,619,280 8,742,716
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当連結会計年度
(平成29年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 206,285 242,585

短期借入金 895,000 1,123,520

1年内返済予定の長期借入金 193,064 270,648

リース債務 - 10,430

未払金及び未払費用 1,263,613 1,285,171

未払法人税等 - 120,190

賞与引当金 172,749 160,738

役員賞与引当金 2,999 3,198

事業構造改善引当金 14,746 -

その他 39,142 83,080

流動負債合計 2,787,600 3,299,562

固定負債

長期借入金 761,346 665,769

リース債務 - 145,711

長期未払金 9,570 5,970

繰延税金負債 55,455 94,710

退職給付に係る負債 444 11,652

固定負債合計 826,816 923,812

負債合計 3,614,417 4,223,374

純資産の部

株主資本

資本金 715,000 715,000

資本剰余金 677,955 701,775

利益剰余金 2,338,105 2,469,691

自己株式 △1,194 △1,460

株主資本合計 3,729,866 3,885,006

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 20,918 42,559

為替換算調整勘定 63,785 △150,495

退職給付に係る調整累計額 32,180 43,841

その他の包括利益累計額合計 116,885 △64,094

非支配株主持分 158,111 698,429

純資産合計 4,004,863 4,519,341

負債純資産合計 7,619,280 8,742,716
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成27年４月１日
　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成28年４月１日
　至 平成29年３月31日)

売上高 6,489,336 7,541,498

売上原価 5,475,002 6,469,627

売上総利益 1,014,333 1,071,871

販売費及び一般管理費 648,183 663,430

営業利益 366,150 408,440

営業外収益

受取利息 4,332 2,481

受取配当金 2,288 2,187

技術指導料 19,207 -

設備使用料 13,648 12,160

補助金収入 10,596 -

その他 29,852 24,850

営業外収益合計 79,925 41,679

営業外費用

支払利息 8,190 12,533

為替差損 105,040 48,148

その他 959 5,652

営業外費用合計 114,190 66,333

経常利益 331,885 383,786

特別利益

固定資産売却益 - 1,859

投資有価証券売却益 54,272 1,641

特別利益合計 54,272 3,501

特別損失

固定資産除却損 4,398 1,219

減損損失 466 3,080

その他 - 15

特別損失合計 4,864 4,315

税金等調整前当期純利益 381,292 382,973

法人税、住民税及び事業税 22,109 164,732

法人税等調整額 146,793 24,865

法人税等合計 168,903 189,598

当期純利益 212,389 193,374

非支配株主に帰属する当期純損失（△） △59,353 △53,442

親会社株主に帰属する当期純利益 271,742 246,817
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連結包括利益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成27年４月１日
　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成28年４月１日
　至 平成29年３月31日)

当期純利益 212,389 193,374

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △12,693 21,640

為替換算調整勘定 95,673 △352,149

退職給付に係る調整額 △95,463 11,661

その他の包括利益合計 △12,483 △318,847

包括利益 199,905 △125,472

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 227,371 71,486

非支配株主に係る包括利益 △27,465 △196,959
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（３）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度(自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日)

(単位：千円)

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

当期首残高 715,000 677,955 2,126,334 △1,030 3,518,258

当期変動額

剰余金の配当 △59,972 △59,972

親会社株主に帰属す

る当期純利益
271,742 271,742

自己株式の取得 △163 △163

連結範囲の変動

連結子会社の増資に

よる持分の増減

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

-

当期変動額合計 - - 211,770 △163 211,607

当期末残高 715,000 677,955 2,338,105 △1,194 3,729,866

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金

為替換算

調整勘定

退職給付に係る

調整累計額

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 33,612 63,565 97,177 217,355 3,832,790

当期変動額

剰余金の配当 △59,972

親会社株主に帰属す

る当期純利益
271,742

自己株式の取得 △163

連結範囲の変動

連結子会社の増資に

よる持分の増減

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△12,693 220 32,180 19,708 △59,243 △39,535

当期変動額合計 △12,693 220 32,180 19,708 △59,243 172,072

当期末残高 20,918 63,785 32,180 116,885 158,111 4,004,863
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当連結会計年度(自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日)

(単位：千円)

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

当期首残高 715,000 677,955 2,338,105 △1,194 3,729,866

当期変動額

剰余金の配当 △71,961 △71,961

親会社株主に帰属す

る当期純利益
246,817 246,817

自己株式の取得 △266 △266

連結範囲の変動 △43,269 △43,269

連結子会社の増資に

よる持分の増減
23,820 23,820

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

-

当期変動額合計 - 23,820 131,586 △266 155,140

当期末残高 715,000 701,775 2,469,691 △1,460 3,885,006

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金

為替換算

調整勘定

退職給付に係る

調整累計額

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 20,918 63,785 32,180 116,885 158,111 4,004,863

当期変動額

剰余金の配当 △71,961

親会社株主に帰属す

る当期純利益
246,817

自己株式の取得 △266

連結範囲の変動 △43,269

連結子会社の増資に

よる持分の増減
23,820

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

21,640 △214,281 11,661 △180,979 540,317 359,337

当期変動額合計 21,640 △214,281 11,661 △180,979 540,317 514,477

当期末残高 42,559 △150,495 43,841 △64,094 698,429 4,519,341

決算短信（宝印刷） 2017年05月08日 12時43分 14ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



株式会社タツミ(7268) 平成29年３月期 決算短信

― 13 ―

（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成27年４月１日
　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成28年４月１日
　至 平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 381,292 382,973

減価償却費 334,709 413,254

減損損失 466 3,080

有形固定資産除却損 4,373 1,219

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） △367,620 △14,746

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △20,751 △26,959

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 446 △737

賞与引当金の増減額（△は減少） 14,255 △12,011

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 2,999 198

受取利息及び受取配当金 △6,621 △4,669

支払利息 8,190 12,533

為替差損益（△は益） 10,227 341

有形固定資産売却損益（△は益） - △1,859

投資有価証券売却損益（△は益） △54,272 △1,641

売上債権の増減額（△は増加） 467,933 △119,314

たな卸資産の増減額（△は増加） △29,322 △483,192

仕入債務の増減額（△は減少） △463,540 216,465

未払金の増減額（△は減少） △95,612 57,298

その他の流動資産の増減額（△は増加） △153,386 70,116

その他の流動負債の増減額（△は減少） 442,127 34,700

小計 475,896 527,048

利息及び配当金の受取額 5,406 4,676

利息の支払額 △8,292 △12,340

法人税等の支払額 △315,223 △26,148

営業活動によるキャッシュ・フロー 157,785 493,236

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △74,000 △24,000

定期預金の払戻による収入 62,500 15,000

有形固定資産の取得による支出 △252,095 △1,568,092

有形固定資産の売却による収入 - 2,008

無形固定資産の取得による支出 △143 △1,510

投資有価証券の取得による支出 △235 △242

投資有価証券の売却による収入 314,527 12,081

子会社株式の取得による支出 △713,740 -

投資その他の資産の増減額（△は増加） △1,348 △5,209

貸付けによる支出 △788,689 -

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,453,224 △1,569,964

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △90,000 228,520

長期借入れによる収入 658,024 400,000

長期借入金の返済による支出 △102,216 △260,647

非支配株主からの出資受入による収入 - 302,818

自己株式の取得による支出 △163 △266

配当金の支払額 △59,854 △71,658

財務活動によるキャッシュ・フロー 405,790 598,766

現金及び現金同等物に係る換算差額 △10,262 △91,053

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △899,911 △569,014

現金及び現金同等物の期首残高 1,163,338 574,885

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 311,459 1,168,639

現金及び現金同等物の期末残高 574,885 1,174,511
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（５）連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

　

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

１．連結の範囲に関する事項

　連結子会社の数 2社

当連結会計年度より、コルポラシオン・タツミ・デ・メヒコ・エス・エー・デ・シー・ブイを連結の範囲に含め

ております。

２．持分法の適用に関する事項

　該当事項はありません。

(会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示)

(会計方針の変更)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報

告第32号 平成28年６月17日）を当連結会計年度に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築

物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

なお、これによる当連結会計年度の損益に与える影響は軽微であります。

(追加情報)

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を当連結会

計年度より適用しております。

(セグメント情報等)

セグメント情報

当社グループは、自動車用部品事業の単一のセグメントであるため、記載しておりません。

　

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日)

１株当たり純資産額 641.47円 637.25円

１株当たり当期純利益金額 45.31円 41.16円

(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株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当連結会計年度
(平成29年３月31日)

親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 271,742 246,817

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益金額
(千円)

271,742 246,817

期中平均株式数(株) 5,996,956 5,996,170

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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５．その他

（１）役員の異動

① 代表者の異動

　 該当事項はありません。

　

② その他の役員の異動

　 ・新任取締役（監査等委員である取締役を除く）候補

　 取締役 新井 志万夫（現 常務執行役員）

　 ・退任予定取締役

　 取締役 田邉 泰

　

③ 異動予定日

　平成29年６月21日

（２）その他

該当事項はありません。
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