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1.  21年12月期の業績（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 

（注） 当期末及び平成20年12月期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益につきましては、潜在株式は存在するものの、希薄化効果を有しないため記載
しておりません。 

(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 ％

21年12月期 11,323 △3.3 84 △74.0 76 △76.2 1 △99.0

20年12月期 11,709 7.2 324 △6.0 322 △6.4 188 △6.5

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 ％ ％ ％

21年12月期 274.92 ― 0.1 2.1 0.7
20年12月期 28,187.16 ― 14.2 9.6 2.8

（参考） 持分法投資損益 21年12月期  ―百万円 20年12月期  ―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

21年12月期 3,925 1,337 34.1 204,541.11
20年12月期 3,495 1,398 40.0 208,523.66

（参考） 自己資本   21年12月期  1,337百万円 20年12月期  1,398百万円

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

21年12月期 △234 △116 116 1,156
20年12月期 141 △46 207 1,391

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 ％ ％

20年12月期 ― 0.00 ― 6,900.00 6,900.00 46 24.5 3.5
21年12月期 ― 0.00 ― 6,900.00 6,900.00 45 2,509.8 3.3

22年12月期 
（予想）

― 0.00 ― 6,900.00 6,900.00 64.5

3.  22年12月期の業績予想（平成22年1月1日～平成22年12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

6,454 12.5 119 540.4 106 637.5 61 ― 9,327.22

通期 12,600 11.3 137 62.5 120 56.4 70 ― 10,703.36
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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） 

（注） １株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、29ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年12月期 6,705株 20年12月期 6,705株

② 期末自己株式数 21年12月期  165株 20年12月期  ―株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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、多分に不確定な要素を含んでおります。 
実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
なお、上記予想に関する事項は、３ページ「1.経営成績（1）経営成績に関する分析」をご覧下さい。 
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(1）経営成績に関する分析 

（当事業年度の概況） 

 当事業年度におけるわが国経済は、米国の金融不安に端を発した世界的な経済情勢の悪化の影響を受け、企業収益

の低迷が続く中、政府の緊急経済対策等により、一部で回復の兆しが見られたものの、急激な円高進行、デフレ傾向

などの不安定要素は多く、先行きが不透明な状況で推移いたしました。 

 このような状況の中、当社が属するコンピュータ販売業界におきましても、企業における情報化投資の抑制や価格

競争の激化による販売価格の下落傾向など厳しい状況が続きました。また、「Windows ７」が平成21年10月に販売さ

れましたが、当社がターゲットとする法人市場での影響は限定的なものにとどまりました。 

 当社はこのような経営環境の中、「重点取引先との取引拡大」、「新規開拓による取引先数の増加」を営業方針と

して掲げ、当社の強みである小口需要に注力した営業活動を展開してまいりました。 

 以上の結果、当事業年度の業績は、売上高 千円（前期比3.3%減）、経常利益は 千円（同76.2%

減）、当期純利益は 千円（同99.0%減）となりました。 

 各事業別の営業の概況は次のとおりであります。 

①コンピュータ事業 

 新規開拓による取引先数の増加、重点取引先との関係強化による取引拡大は図れたものの、パソコン本体の価格

下落等の影響を受け、売上高は 千円（同3.1%減）となりました。 

②アスクル＆サプライ事業 

 既存取引先の稼働推進が順調に進むとともに、特にアスクル事業が好調で取引数が順調に拡大したことにより、

売上高は 千円（同5.7%増）となりました。  

③サービス＆サポート事業 

 顧客企業における案件規模の縮小や先延ばし等、情報投資の抑制の影響を受け、売上高 千円(同23.3%

減）となりました。 

  

（次期の見通し） 

 次期の見通しにつきましては、海外経済の回復基調を背景に景気の持ち直し傾向はあるものの、国内需要の自立的

回復力には脆弱性が懸念され、依然として先行きは不透明な状況で続くものと思われます。 

 このような経営環境の中、当社は市場ニーズを的確に把握し、販売戦略の再構築と、新しい販売モデルの確立に取

組むとともに、更なる発展のために継続して社内研修・訓練など人材育成に注力してまいります。また、経営効率を

より一層高めるため、コストの圧縮・削減を図り、収益力向上に努めてまいります。 

 現時点における平成22年12月期の業績見通しにつきましては、売上高126億円、経常利益１億20百万円、当期純利

益70百万円を計画しております。 

    

(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

1)流動資産 

 当事業年度末の流動資産の残高は、 千円（前事業年度末は 千円）となり、 千円増加

いたしました。現金及び預金が減少したものの、売掛金、商品が増加したことが大きな要因であります。 

2)固定資産 

 当事業年度末の固定資産の残高は、 千円（前事業年度末は 千円）となり、 千円増加いたし

ました。有形固定資産の増加が大きな要因であります。 

3)流動負債 

 当事業年度末の流動負債の残高は、 千円（前事業年度末は 千円）となり、 千円増加

いたしました。買掛金、一年内返済予定長期借入金の増加が大きな要因であります。 

4)固定負債 

 当事業年度末の固定負債の残高は、 千円（前事業年度末は 千円）となり、 千円減少いたし

ました。長期借入金の減少が大きな要因であります。 

5)純資産 

 当事業年度末の純資産合計は、前事業年度末に比べ 千円減少し 千円となり、自己資本比率は

40.0%から34.1%に減少しました。 

 なお、１株当たりの純資産額は前事業年度末に比べ 円55銭減少し 円11銭となりました。 

  

１．経営成績

11,323,716 76,730

1,811

9,155,681

1,571,264

596,769

3,665,558 3,259,365 406,193

260,047 235,814 24,232

2,340,394 1,821,621 518,772

247,513 275,408 27,895

60,452 1,337,698

3,982 204,541
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②キャッシュ・フローの状況 

 当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度と比較して 千円減少

し、 千円となりました。 

 当事業年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

     

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動により使用した資金は 千円（前期比 千円の支出増）になりました。これは主に仕入債務

の増加 千円があったものの、売上債権の増加 千円及びたな卸資産の増加 千円があったこと

によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は 千円（前期比 千円の支出増）となりました。これは主に定期預金

等の払戻による収入 千円があったものの、定期預金等の預入による支出 千円及び敷金及び保証金の

差入による支出 千円があったことによるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動により得られた資金は 千円（前期比 千円の収入減）となりました。これは長期借入によ

る収入 千円及び長期借入金の返済による支出 千円によるものであります。 

  

  当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりであります。 

自己資本比率：純資産／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 

※いずれも財務数値により計算しております。 

※キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用している。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すべての負債を対象としております。 

※平成21年12月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオは、営業キャッシ

ュ・フローがマイナスのため記載しておりません。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

  当社は、株主の皆様への利益還元の充実を重要な課題のひとつと考えており、当期の配当金につきましては、１株

当たり6,900円を予定しております。 

 次期の配当金につきましては、１株当たり6,900円を予定しております。今後も株主の皆様への安定的な利益還元

や業績の伸展、配当性向等を勘案し、積極的に取り組んでまいります。 

  

234,403

1,156,774

234,528 375,876

354,181 376,168 223,768

116,867 70,521

273,000 319,120

59,880

116,991 90,156

500,000 371,771

  平成19年12月期 平成20年12月期 平成21年12月期  

自己資本比率（％）  39.3  40.0  34.1

時価ベースの自己資本比率（％）  51.1  23.9  16.1

キャッシュ・フロー対有利子負債比率

（年） 
 1.8  5.2 － 

インタレスト・カバレッジ・レシオ

（倍） 
 55.7  21.6 － 
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(4）事業等のリスク 

  当社の経営成績及び財政状態、財務諸表等に関する事項のうち、本決算発表日現在において、投資家の判断に重要

な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。 

①コンピュータ販売について 

1)価格競争の動向について 

  事業の中心であるコンピュータ販売では、法人、個人とも国内市場は飽和状態にあり、代替需要が中心となって

おります。商品の低価格化も進んでおり、今後、市場全体（販売台数・販売金額）の伸びは緩やかなものにならざ

るを得ません。その中でインターネットの価格比較サイト等による商品価格情報の提供やメーカー直販による低価

格販売により、コンピュータ機器の価格に対する競争は激しさを増しています。 

  当社は、売れ筋商品に限定した在庫を保有し仕入価格を下げることにより、価格優位性を保ち価格競争に巻きこ

まれることのない経営を行っておりますが、今後のコンピュータ業界の動向によっては当社の業績に影響を及ぼす

可能性があります。 

2)事業集中について 

 当社は法人向けの販売中心にビジネスを展開しており、当事業年度においては、コンピュータ事業が売上高の

80.8%を占め、コンピュータ事業への依存度が高くなっております。リスク分散のため、アスクル＆サプライ事

業、サービス＆サポート事業など新しい事業の柱を育てておりますが、今後のコンピュータ事業の動向によって

は、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

②情報管理について 

 当社では業務に関連して多数の企業情報を保有するとともに、個人情報取扱業者として多数の個人情報を保有し

ております。これらの情報の管理については、社内規程を制定し、その遵守に努めております。また、財団法人日

本情報処理開発協会よりプライバシーマークの付与認定を受けており、定期的に従業員に対する教育を行っており

ます。しかしながら、予期せぬ事態により情報が漏洩した場合には、損害賠償請求や社会的信用下落等によって、

当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

③人材の確保について 

 今後の事業拡大にあたり、人材の確保は必要不可欠であります。 

 当社は採用活動に積極的に取り組んでおりますが、雇用環境の変化により人材の確保が計画通りに進まない場合

には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

④株式価値希薄化について 

 当社はストックオプション制度を採用しており、当社取締役、監査役及び使用人に対して新株予約権922株相

当、潜在株式を含めたシェア12.1%を付与しております。かかる新株予約権は、使用人等の業績向上に対する意欲

や士気をより一層高めるものでありますが、新株予約権が行使された場合には、１株当たりの株式価値が希薄化す

る可能性があります。また、新株予約権により取得した株式が市場で売却された場合は、需給バランスに変動を生

じ、適正な株価形成に影響を及ぼす可能性があります。 
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 当社は子会社及び関連会社を有しておりませんので、事業内容について記載いたします。 

(1）コンピュータ事業 

 当社は、法人ユーザー（主に上場企業及びその関連会社、従業員が100人以上でかつ情報システム担当者が設けら

れている法人）、システムインテグレータ、その他販売店等をターゲットとして、サーバ、コンピュータをはじめ、

プリンタ、周辺機器、ネットワーク関連機器、ビジネス用ソフトウェア等を販売しております。ユーザーのニーズに

合わせ、様々なメーカーの製品からそれぞれ優れたものを選んで組み合わせ、販売するマルチベンダーであります。

 また、当社は売れ筋商品を大量に仕入れることによって、低価格での販売と早い納品体制を作っております。企業

の部署単位での入れ替え、機器の故障、従業員の増加、部署移転などに伴う小規模及び随時の需要に注目し、電子メ

ール及びＦＡＸにて頻繁に価格情報を提供することにより、ユーザーに需要が発生した際に即時に受注につながる体

制を作っております。 

  

(2）アスクル＆サプライ事業 

 当社は、コンピュータ事業によって取引を開始したユーザーを中心に、オフィス関連用品及びサプライ製品の販売

を行っております。 

①アスクル事業 

 アスクル株式会社が行っている通信販売事業「ＡＳＫＵＬ」の代理店業務を展開し、オフィス関連用品の提供を

行っております。 

②サプライ事業 

 セイコーエプソン製トナーカートリッジをはじめとする各社純正トナー及びリサイクルトナー、記録メディア、

帳票用紙などの消耗品の提供を行っております。 

  

(3）サービス＆サポート事業 

 当社は、コンピュータ事業において取引を開始したユーザーを中心に、オフィス全般の設置保守作業、ヘルプデス

クの運営、デジタルコンテンツの制作等の付加価値の高いサービス提供を目指しております。 

①設置保守事業 

 ユーザーのオフィス環境構築全般の提案を目指し、商品を販売した際の搬入や据付、設定などの業務、ＬＡＮ配

線等のネットワークインフラ構築、電話配線作業、オフィスレイアウト及びユーザーが導入している機器全般を対

象とした、ネットワーク環境保守を行っております。 

②ヘルプデスク事業 

 ユーザーのオフィス内に当社のスタッフが常駐し、機器の管理、故障やトラブルの問い合わせへの対応、情報シ

ステム部門への業務改善の提案を行うヘルプデスク事業を展開しております。 

③デジタルコンテンツ事業 

 ウェブサイトの制作、ショールーム・イベント会場・展示会場用の映像やソフトウェアの制作を主に行っており

ます。コーポレートアイデンティティ(CI)・セールスプロモーション(SP)用コンテンツについて企画・提案から制

作、運営サポートまで一貫したサービスを提供するとともに、それに伴うシステム環境の提案・構築を行っており

ます。 

  

２．企業集団の状況
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 以上で述べた事項を事業系統図によって示すと次の通りであります。 
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(1）会社の経営の基本方針 

  当社は、「ユーザーニーズ実現企業」として、すべてのステークホルダーとの長期的に安定した共存共栄を目指す

ことを経営理念に掲げております。 

 この理念に基づく経営方針は以下のとおりであります。 

 ①市場ニーズの的確な把握を進め、全ての販売戦略の再構築と、新しい販売モデルの確立 

 ②全部門、全社員における生産性のアップ 

 ③徹底した教育研修による、全社員のスキルアップ 

 企業価値の向上を図り、当社を支持していただいている株主、顧客、取引先の皆様の期待にお応えしていくことを

目標として、事業活動を展開しております。 

  

(2）目標とする経営指標 

  当社は販売を中心とする企業であり、企業の発展と存続を示すものとの観点から、売上高の安定的拡大ならびに事

業の収益力を示す営業利益、経常利益を指標として重視し、これら指標の継続的向上に努めてまいります。 

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

  当社は、経営基盤のさらなる安定と継続的な成長を目指し、常に企業価値を高めるために、以下の目標に前向きに

取り組んでまいります。 

①利便性の追求 

 コンピュータ事業を中心に、アスクル＆サプライ、サービス＆サポートの各事業により、ユーザーとの強力な取

引関係を築き、常に新しい商材・サービスを提供し続けることで、ユーザーにとって一番利便性が高い企業を目指

します。 

②効率的な企業運営 

 社内システムや組織体制の見直し、業務改善等を通じて業務の効率化を図るとともに、成長性が高く利益率が高

い事業分野に積極的に資源を投入することにより、収益性を高め効率的な企業運営を目指します。 

③信頼される企業 

 従業員のモラルとモチベーションを高めながら、業績の向上、透明性の高い経営体制の維持、コンプライアン

ス・情報管理の徹底、優秀な人材の育成等を通じて、株主やユーザー・仕入先等のお取引先から信頼される企業を

目指します。 

  

(4）会社の対処すべき課題 

  収益力を高め、経営体質の強化を図っていくため、当社が対処すべき課題としては以下のものがあります。 

①新規顧客の獲得と既存顧客との取引拡大 

 当社は、国内法人を主な取引先としておりますが、未開拓企業も多く、今後一層業容を拡大していくためには、

地域戦略・業種戦略を踏まえた上でターゲットとする企業を明確にし、新規開拓をしてまいります。また、コンピ

ュータ販売で開拓した新規顧客の中で優良法人ユーザーを抽出し、ネットワークの構築や設置保守、ヘルプデス

ク、デジタルコンテンツなどの提案を通じて、顧客との取引拡大に努めてまいります。 

②新規事業の拡大 

 当社は、法人ユーザーに対して、従来より、アスクル、ヘルプデスク、デジタルコンテンツなど相乗効果の高い

新規事業を展開してまいりました。業容拡大のため事業間の相乗効果は重要であり、今後も効率よく新規事業を立

ち上げ、展開してまいります。 

③人材育成 

 当社の 大の財産は人材であり、優秀な人材の育成は経営基盤を維持し、拡大する上で不可欠であります。その

ため、当社では人材育成を経営の重要課題と位置付け、従来よりＯＪＴや外部機関を活用した階層別研修・専門研

修を行ってまいりました。今後とも、優秀な人材の確保のため、教育研修制度の一層の充実に努めてまいります。

  

(5）内部管理体制の整備・運用状況 

  コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」に記

載されております。 

  

(6）その他、会社の経営上重要な事項 

  該当事項はありません。 

  

３．経営方針
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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20年12月31日) 

当事業年度 
(平成21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,577,856 1,389,573

受取手形 ※1  157,483 ※1  196,390

売掛金 1,281,372 1,556,938

商品 202,599 426,459

貯蔵品 1,272 1,181

前渡金 3,387 3,061

前払費用 18,261 8,554

未収入金 － 69,881

繰延税金資産 17,351 20,617

その他 8,701 3,051

貸倒引当金 △8,920 △10,150

流動資産合計 3,259,365 3,665,558

固定資産   

有形固定資産   

建物 2,017 27,296

減価償却累計額 △185 △1,498

建物（純額） 1,832 25,798

工具、器具及び備品 14,121 15,401

減価償却累計額 △7,731 △8,001

工具、器具及び備品（純額） 6,390 7,400

有形固定資産合計 8,222 33,199

無形固定資産   

ソフトウエア 10,279 10,422

その他 1,273 1,273

無形固定資産合計 11,553 11,696

投資その他の資産   

投資有価証券 37,593 40,093

出資金 10,000 10,000

破産更生債権等 20,007 78,075

長期前払費用 2,293 1,937

繰延税金資産 7,375 14,220

敷金 72,195 59,893

差入保証金 58,143 58,226

その他 28,437 30,781

貸倒引当金 △20,007 △78,075

投資その他の資産合計 216,038 215,152

固定資産合計 235,814 260,047

資産合計 3,495,180 3,925,606
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年12月31日) 

当事業年度 
(平成21年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,174,368 1,528,550

短期借入金 250,000 300,000

1年内返済予定の長期借入金 214,124 370,248

未払金 47,809 38,576

未払費用 35,378 46,576

未払法人税等 61,548 21,275

前受金 4,467 4,241

預り金 12,497 11,596

賞与引当金 21,428 19,330

流動負債合計 1,821,621 2,340,394

固定負債   

長期借入金 275,408 247,513

固定負債合計 275,408 247,513

負債合計 2,097,029 2,587,907

純資産の部   

株主資本   

資本金 250,865 250,865

資本剰余金   

資本準備金 201,000 201,000

資本剰余金合計 201,000 201,000

利益剰余金   

利益準備金 2,607 2,607

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 943,277 898,825

利益剰余金合計 945,885 901,432

自己株式 － △14,979

株主資本合計 1,397,750 1,338,317

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 400 △619

評価・換算差額等合計 400 △619

純資産合計 1,398,151 1,337,698

負債純資産合計 3,495,180 3,925,606
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 11,709,308 11,323,716

売上原価   

商品期首たな卸高 216,742 202,599

当期商品仕入高 10,007,395 9,983,297

合計 10,224,138 10,185,896

商品期末たな卸高 202,599 426,459

商品売上原価 10,021,538 ※1  9,759,437

売上総利益 1,687,769 1,564,278

販売費及び一般管理費 ※2  1,363,233 ※2  1,479,992

営業利益 324,536 84,285

営業外収益   

受取利息 3,127 2,023

受取配当金 1,385 1,116

投資有価証券売却益 582 －

広告料収入 － 500

その他 508 646

営業外収益合計 5,602 4,286

営業外費用   

支払利息 6,202 11,612

固定資産除却損 783 －

その他 334 228

営業外費用合計 7,320 11,841

経常利益 322,819 76,730

特別損失   

本社移転費用 － 40,214

特別損失合計 － 40,214

税引前当期純利益 322,819 36,516

法人税、住民税及び事業税 133,301 44,115

法人税等調整額 522 △9,411

法人税等合計 133,824 34,704

当期純利益 188,994 1,811
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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１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 250,865 250,865

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 250,865 250,865

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 201,000 201,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 201,000 201,000

資本剰余金合計   

前期末残高 201,000 201,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 201,000 201,000

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 2,607 2,607

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,607 2,607

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 799,876 943,277

当期変動額   

剰余金の配当 △45,594 △46,264

当期純利益 188,994 1,811

当期変動額合計 143,400 △44,452

当期末残高 943,277 898,825

利益剰余金合計   

前期末残高 802,484 945,885

当期変動額   

剰余金の配当 △45,594 △46,264

当期純利益 188,994 1,811

当期変動額合計 143,400 △44,452

当期末残高 945,885 901,432

自己株式   

前期末残高 － －
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当期変動額   

自己株式の取得 － △14,979

当期変動額合計 － △14,979

当期末残高 － △14,979

株主資本合計   

前期末残高 1,254,349 1,397,750

当期変動額   

剰余金の配当 △45,594 △46,264

当期純利益 188,994 1,811

自己株式の取得 － △14,979

当期変動額合計 143,400 △59,432

当期末残高 1,397,750 1,338,317

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 8,455 400

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,054 △1,019

当期変動額合計 △8,054 △1,019

当期末残高 400 △619

評価・換算差額等合計   

前期末残高 8,455 400

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,054 △1,019

当期変動額合計 △8,054 △1,019

当期末残高 400 △619

純資産合計   

前期末残高 1,262,804 1,398,151

当期変動額   

剰余金の配当 △45,594 △46,264

当期純利益 188,994 1,811

自己株式の取得 － △14,979

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,054 △1,019

当期変動額合計 135,346 △60,452

当期末残高 1,398,151 1,337,698
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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１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 322,819 36,516

減価償却費 8,932 7,434

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,883 62,924

賞与引当金の増減額（△は減少） △562 △2,098

受取利息及び受取配当金 △4,512 △3,140

支払利息 6,202 11,612

本社移転費用 － 40,214

売上債権の増減額（△は増加） 41,387 △376,168

たな卸資産の増減額（△は増加） 14,938 △223,768

仕入債務の増減額（△は減少） △102,107 354,181

その他 △2,753 △13,782

小計 286,227 △106,073

利息及び配当金の受取額 4,426 3,057

利息の支払額 △6,532 △11,588

本社移転費用支払額 － △36,191

法人税等の支払額 △142,773 △83,732

営業活動によるキャッシュ・フロー 141,347 △234,528

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 △259,103 △319,120

定期預金の払戻による収入 244,000 273,000

有形固定資産の取得による支出 △7,685 △32,129

無形固定資産の取得による支出 △7,800 △3,393

投資有価証券の取得による支出 △6,180 △4,219

投資有価証券の売却による収入 2,400 －

敷金及び保証金の差入による支出 △12,109 △59,880

敷金及び保証金の回収による収入 134 28,875

投資活動によるキャッシュ・フロー △46,346 △116,867

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額（△は減少） 50,000 50,000

長期借入れによる収入 600,000 500,000

長期借入金の返済による支出 △397,258 △371,771

自己株式の取得による支出 － △14,979

配当金の支払額 △45,594 △46,257

財務活動によるキャッシュ・フロー 207,148 116,991

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 302,149 △234,403

現金及び現金同等物の期首残高 1,089,028 1,391,178

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  1,391,178 ※1  1,156,774
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 該当事項はありません。  

継続企業の前提に関する注記
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重要な会計方針

項目 
前事業年度 

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1）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、売却原価は移動平均法により

算定）を採用しております。 

(1）その他有価証券 

時価のあるもの 

         同左 

  時価のないもの 

 移動平均法による原価法を採用して

おります。 

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 

商品 

  移動平均法による原価法を採用してお

ります。 

商品 

  移動平均法による原価法（貸借対照表

価額については収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法により算定）を採用

しております。 

  

  （会計方針の変更） 

   当事業年度より「棚卸資産の評価に

関する会計基準」（企業会計基準第９

号 平成18年７月５日公表分）を適用

しております。 

   この変更による損益に与える影響は

軽微であります。 

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。 

   なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

  工具、器具及び備品  ４～６年 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

  定率法を採用しております。  

   ただし、平成10年４月１日以降取得

した建物（建物附属設備は除く）につ

いては、定額法によっております。 

   なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

  建物         ６～15年 

  工具、器具及び備品  ４～６年  

  (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ェアにつ

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。 

(2）無形固定資産（リース資産を除く） 

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 

  (2）賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の支出に

充てるため、支給見込額に基づき計上し

ております。 

(2）賞与引当金 

同左 
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項目 
前事業年度 

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

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。  

────────  

６．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及び

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取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。 

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 

(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

抜方式によっております。  

(1）消費税等の会計処理 

同左 

   

  ──────── (2）リース取引開始日が平成20年12月31日

以前の所有権移転外ファイナンス・リース

取引 

 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。  
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表示方法の変更

前事業年度 
（自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日） 

（貸借対照表）  

────────  

  

（貸借対照表） 

  前期において流動資産の「その他」に含めて表示して

 おりました「未収入金」は資産の総額の100分の１を超 

 えたため、当期において区分掲記することに変更いたし

 ました。   

  なお、前期における「未収入金」は5,461千円であり 

 ます。 

（損益計算書） 

  前期において営業外収益の「その他」に含めて表示し

 ておりました「投資有価証券売却益」は営業外収益の総

 額の100分の10を超えたため、当期において区分掲記す 

 ることに変更いたしました。 

  なお、前期における「投資有価証券売却益」は101千 

 円であります。 

（損益計算書） 

  前期において営業外収益の「その他」に含めて表示し

 ておりました「広告料収入」は営業外収益の総額の100 

 分の10を超えたため、当期において区分掲記することに

 変更いたしました。 

  なお、前期における「広告料収入」は200千円であり 

 ます。 
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成20年12月31日） 

当事業年度 
（平成21年12月31日） 

※１．期末日満期手形 

 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日

をもって決済処理しております。 

 なお、当期末日が金融機関の休日であったため、次

の期末日満期手形が期末残高に含まれております。 

※１．期末日満期手形 

 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日

をもって決済処理しております。 

 なお、当期末日が金融機関の休日であったため、次

の期末日満期手形が期末残高に含まれております。 

受取手形 千円13,523 受取手形 千円14,765

（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

────────  ※１. 商品期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下げ

後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に

含まれております。 

  千円3,081

※２．販売費に属する費用のおおよその割合は62.3％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は37.7％であ

ります。 

※２．販売費に属する費用のおおよその割合は65.0％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は35.0％であ

ります。 

 主要な費目及び金額は次のとおりであります。  主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

役員報酬 千円64,920

給料手当  582,645

法定福利費  85,495

賞与引当金繰入額  21,428

販売手数料  115,478

減価償却費  8,650

地代家賃  103,207

貸倒引当金繰入額  7,721

役員報酬 千円68,061

給料手当  635,717

法定福利費  93,441

賞与引当金繰入額  19,330

販売手数料  128,482

減価償却費  7,434

地代家賃  101,750

貸倒引当金繰入額  62,924
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前事業年度（自平成20年１月１日 至平成20年12月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

         

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末株式 
数（株） 

当事業年度増加株 
式数（株） 

当事業年度減少株 
式数（株） 

当事業年度末株式 
数（株） 

発行済株式         

普通株式  6,705 － － 6,705 

 合計 6,705 － － 6,705 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成20年３月27日 

定時株主総会 
普通株式 45,594 6,800 平成19年12月31日 平成20年３月28日

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成21年３月26日 

定時株主総会 
普通株式 46,264  利益剰余金 6,900 平成20年12月31日 平成21年３月27日

-20-

株式会社ハイパー（3054）　平成21年12月期決算短信（非連結）



当事業年度（自平成21年１月１日 至平成21年12月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

  

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）自己株式の株式数の増加は、取締役会決議に基づくものであります。  

  

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

  
前事業年度末株式 
数（株） 

当事業年度増加株 
式数（株） 

当事業年度減少株 
式数（株） 

当事業年度末株式 
数（株） 

発行済株式         

普通株式   6,705  －  －  6,705 

 合計  6,705  －  －  6,705 

  
前事業年度末株式 
数（株） 

当事業年度増加株 
式数（株） 

当事業年度減少株 
式数（株） 

当事業年度末株式 
数（株） 

自己株式         

普通株式   －  165  －  165 

 合計  －  165  －  165 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成21年３月26日 

定時株主総会 
普通株式  46,264  6,900 平成20年12月31日 平成21年３月27日

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成22年３月25日 

定時株主総会 
普通株式  45,126  利益剰余金  6,900 平成21年12月31日 平成22年３月26日

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

※１. 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

  されている科目の金額との関係 

※１. 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

  されている科目の金額との関係 

（平成20年12月31日現在） （平成21年12月31日現在） 

（千円） （千円） 

現金及び預金勘定 1,577,856

預入期間が３ヶ月を超える定期預

金等 
△186,678

現金及び現金同等物 1,391,178

現金及び預金勘定 1,389,573

預入期間が３ヶ月を超える定期預

金等 
△232,798

現金及び現金同等物 1,156,774

-21-

株式会社ハイパー（3054）　平成21年12月期決算短信（非連結）



（リース取引関係）

前事業年度 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

１．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 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

  

(2）未経過リース料期末残高相当額 

  

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

 (5）利息相当額の算定方法 

    リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差

額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。 

  
取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

工具、器具及び
備品  

 19,844  8,869  10,975

ソフトウェア  3,830  574  3,255

合計  23,674  9,443  14,230

１年内  5,553千円 

１年超 9,126千円  

合計  14,680千円 

支払リース料  5,681千円 

減価償却費相当額  5,185千円  

支払利息相当額  666千円  

１．ファイナンス・リース取引 

  所有権移転外ファイナンス・リース取引 

   該当事項はありません。 

   

  なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が平成20年12月31日以前のリース

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、その内容は以下のとおりであり

ます。 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

  

  
取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

工具、器具及び
備品  

 8,195  6,155  2,039

ソフトウェア  3,830  1,340  2,489

合計  12,025  7,495  4,529

(2）未経過リース料期末残高相当額 

  

１年内  2,753千円 

１年超 1,975千円  

合計  4,728千円 

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

支払リース料  4,676千円 

減価償却費相当額  4,278千円  

支払利息相当額  350千円  

(4）減価償却費相当額の算定方法 

         同左 

 (5）利息相当額の算定方法 

            同左 
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前事業年度（平成20年12月31日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

（有価証券関係）

  種類 取得原価（千円） 
貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

  (1）株式  31,967  32,643  676

貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの 

(2）債券  －  －  －

(3）その他  －  －  －

  小計  31,967  32,643  676

  (1）株式  －  －  －

貸借対照表計上額が取

得原価を超えないもの 

(2）債券  －  －  －

(3）その他  －  －  －

  小計  －  －  －

合計  31,967  32,643  676

  貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券      

非上場株式  4,950
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当事業年度（平成21年12月31日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

前事業年度（自平成20年１月１日 至平成20年12月31日）及び当事業年度（自平成21年１月１日 至平成21年12

月31日） 

 当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

前事業年度（自平成20年１月１日 至平成20年12月31日）及び当事業年度（自平成21年１月１日 至平成21年12

月31日） 

 当社には退職給付制度がないため、該当事項はありません。 

  種類 取得原価（千円） 
貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

  (1）株式  －  －  －

貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの 

(2）債券  －  －  －

(3）その他  －  －  －

  小計  －  －  －

  (1）株式  36,187  35,143  △1,043

貸借対照表計上額が取

得原価を超えないもの 

(2）債券  －  －  －

(3）その他  －  －  －

  小計  36,187  35,143  △1,043

合計  36,187  35,143  △1,043

  貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券      

非上場株式  4,950

（デリバティブ取引関係）

（退職給付関係）
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前事業年度（自平成20年１月１日 至平成20年12月31日） 

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

 （注）株式数に換算して記載しております。 

  

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、

株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

② 単価情報 

（ストック・オプション等関係）

  
平成18年 

ストック・オプション 

付与対象者の区分及び数 取締役５名、監査役２名 及び使用人116名 

ストック・オプション数（注） 普通株式   1,100株 

付与日 平成18年１月20日 

権利確定条件 
 権利行使時に当社または当社子会社の取締役、監査役及び使用人の地位にある

こと 

対象勤務期間  平成18年１月20日から 平成19年12月21日まで 

権利行使期間  平成19年12月22日から 平成27年12月21日まで 

  
平成18年 

ストック・オプション 

権利確定前      （株）      

前事業年度末  －

付与  －

失効  －

権利確定  －

未確定残  －

権利確定後      （株）      

前事業年度末  987

権利確定  －

権利行使  －

失効  28

未行使残  959

  
平成18年 

ストック・オプション 

権利行使価格      （円）  230,000

行使時平均株価     （円）  －

公正な評価単価（付与日）（円）  －
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当事業年度（自平成21年１月１日 至平成21年12月31日） 

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

 （注）株式数に換算して記載しております。 

  

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、

株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

② 単価情報 

  
平成18年 

ストック・オプション 

付与対象者の区分及び数 取締役５名、監査役２名 及び使用人116名 

ストック・オプション数（注） 普通株式   1,100株 

付与日 平成18年１月20日 

権利確定条件 
 権利行使時に当社または当社子会社の取締役、監査役及び使用人の地位にある

こと 

対象勤務期間  平成18年１月20日から 平成19年12月21日まで 

権利行使期間  平成19年12月22日から 平成27年12月21日まで 

  
平成18年 

ストック・オプション 

権利確定前      （株）      

前事業年度末  －

付与  －

失効  －

権利確定  －

未確定残  －

権利確定後      （株）      

前事業年度末  959

権利確定  －

権利行使  －

失効  37

未行使残  922

  
平成18年 

ストック・オプション 

権利行使価格      （円）  230,000

行使時平均株価     （円）  －

公正な評価単価（付与日）（円）  －
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（税効果会計関係）

前事業年度 
（平成20年12月31日） 

当事業年度 
（平成21年12月31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 (千円)

貸倒引当金繰入限度超過額  8,696

未払事業税否認  5,330

未払事業所税否認  1,185

賞与引当金繰入限度超過額  8,719

その他  1,765

繰延税金資産計  25,697

繰延税金負債      

その他有価証券評価差額金  △275

その他  △695

繰延税金負債計  △970

繰延税金資産の純額  24,727   

繰延税金資産 (千円)

貸倒引当金繰入限度超過額  33,293

未払事業税否認  2,274

未払事業所税否認  1,328

賞与引当金繰入限度超過額  7,865

未払費用否認   6,867

その他  1,835

繰延税金資産小計  53,465

評価性引当額  △18,627

繰延税金資産計  34,838

繰延税金資産の純額  34,838

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

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな

った主要な項目別の内訳 

 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であるた

め注記を省略しております。  

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

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな

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  3.30

評価性引当額の増加  51.01

その他   0.04

税効果会計適用後の法人税等の負担率  95.04

（持分法損益等）

前事業年度 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

 該当事項はありません。 同左 

-27-

株式会社ハイパー（3054）　平成21年12月期決算短信（非連結）



前事業年度（自平成20年１月１日 至平成20年12月31日） 

  該当事項はありません。 

当事業年度（自平成21年１月１日 至平成21年12月31日） 

  該当事項はありません。 

前事業年度（自平成20年１月１日 至平成20年12月31日） 

  該当事項はありません。 

当事業年度（自平成21年１月１日 至平成21年12月31日） 

 該当事項はありません。 

（企業結合等関係）

（関連当事者情報）
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 （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、以下のとおりで

あります。 

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

１株当たり純資産額 円 銭208,523 66

１株当たり当期純利益金額 円 銭28,187 16

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につき

ましては潜在株式は存在するものの、希薄化効果を有し

ないため記載しておりません。 

１株当たり純資産額 円 銭204,541 11

１株当たり当期純利益金額 円 銭274 92

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につき

ましては潜在株式は存在するものの、希薄化効果を有し

ないため記載しておりません。 

  
前事業年度 

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

１株当たり当期純利益金額            

 当期純利益（千円）  188,994  1,811

 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）  188,994  1,811

 普通株式の期中平均株式数（株）  6,705  6,591

             

潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額            

 当期純利益調整額（千円）  －  －

 普通株式増加数（株）  －  －

  （うち新株予約権（株））               (－)               (－) 

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 

──────── ──────── 

（重要な後発事象）

前事業年度 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

会社法第165条第２項の規定による定款の定めに基づく自

己株式の取得 

 当社は、平成21年２月25日開催の取締役会において、会

社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同

法第156条の規定に基づき、自己株式を取得することを決

議いたしました。 

  
(1)理由        ：資本効率の向上と経営環境の変化に対応 

             した機動的な資本政策の遂行のため 

(2)取得する株式の種類  ：普通株式 

(3)取得する株式の数  ：250株 

            （上限） 

(4)株式取得価額の総額 ：40,000千円 

            （上限） 

(5)自己株式取得の期間 ：平成21年３月２日から 

             平成21年５月29日まで 

──────── 
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(1）役員の異動 

  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 

   開示内容が定まった時点で開示いたします。 

  

(2）その他 

  該当事項はありません。 

  

５．その他
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