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1. 平成30年3月期の連結業績（平成29年4月1日～平成30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 ％

30年3月期 9,111 △3.2 1,238 △12.2 1,236 △12.5 833 1.5

29年3月期 9,412 12.4 1,410 10.9 1,413 10.2 821 5.3

（注）包括利益 30年3月期　　830百万円 （△0.5％） 29年3月期　　833百万円 （7.1％）

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 ％ ％ ％

30年3月期 136.90 ― 8.1 10.0 13.6

29年3月期 135.57 ― 9.1 12.9 15.0

（参考） 持分法投資損益 30年3月期 ―百万円 29年3月期 ―百万円

(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

30年3月期 13,120 11,238 85.7 1,735.16

29年3月期 11,581 9,420 81.3 1,555.17

（参考） 自己資本 30年3月期 11,238百万円 29年3月期 9,420百万円

(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

30年3月期 1,006 △120 959 6,609

29年3月期 1,072 △20 △119 4,773

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 ％ ％

29年3月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00 90 11.1 1.0

30年3月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00 97 11.7 0.9

31年3月期(予想) ― 0.00 ― 20.00 20.00 15.2

3. 平成31年 3月期の連結業績予想（平成30年 4月 1日～平成31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) 4,750 1.9 550 △15.4 550 △15.9 370 △15.2 57.12

通期 9,600 5.4 1,250 1.0 1,250 1.1 850 2.0 131.23



※ 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

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(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 　：　無

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） 30年3月期 6,480,000 株 29年3月期 6,060,000 株

② 期末自己株式数 30年3月期 2,841 株 29年3月期 2,681 株

③ 期中平均株式数 30年3月期 6,085,978 株 29年3月期 6,057,473 株

（参考）個別業績の概要

1. 平成30年3月期の個別業績（平成29年4月1日～平成30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 ％

30年3月期 8,284 △4.2 1,152 △10.5 1,174 △11.1 807 4.0

29年3月期 8,649 13.2 1,288 13.3 1,320 15.1 776 10.8

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

30年3月期 132.76 ―

29年3月期 128.27 ―

(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

30年3月期 12,644 10,943 86.5 1,689.48

29年3月期 11,090 9,136 82.4 1,508.42

（参考） 自己資本 30年3月期 10,943百万円 29年3月期 9,136百万円

2. 平成31年 3月期の個別業績予想（平成30年 4月 1日～平成31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) 4,350 1.8 500 △14.5 330 △17.0 50.95

通期 8,800 6.2 1,180 0.5 800 △1.0 123.51

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です

※ 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見通し等の将来に関する記述は、当社が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
の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資
料2ページ「１．経営成績等の概況」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、企業の生産活動や輸出が持ち直す中、景気回復は持続いたしました。ま

た個人消費につきましても、雇用・所得環境の改善等を背景に持ち直しの動きが見られました。

外食産業におきましては、業界全体の売上は回復傾向にあるものの、人材需給は逼迫しており、引き続き厳しい

状況が続いております。

このような情勢の中、当社グループとしては、お客様にとって満足度が高く、いち早くご相談・ご用命いただけ

る会社として「ファーストコールマシナリー」になること、そして「信頼され、信頼に応えられる企業」を目指

し、高付加価値製品の開発や、更なる販売体制の強化を行ってまいりました。

国内につきましては、主力製品である店舗向け小型ロボットや大型機をベースに、省人化・省力化をはじめとし

たお客様のニーズに沿った営業活動を展開してまいりました。海外につきましては、寿司文化の浸透を世界に働き

かけるため大規模な国際展示会に参加するとともに、海外販売店との円滑な展開を収めました。また、中東地域に

おける米飯食市場の創造に向け、平成30年２月に資本業務提携を実施いたしました。

子会社では、株式会社セハージャパンは、アルコール系洗浄剤や離型油等の販売拡大を積極的に展開いたしまし

た。また、Suzumo International Corporation（SIC）およびSuzumo Singapore Corporation（SSC）は、小型ロボ

ットを中心に積極的な販売活動と高品質なサービスを展開いたしました。

このような結果、当期の連結売上高合計は91億11百万円（前期比96.8％）となりました。製品内訳は、寿司・お

むすびロボット等の製品売上高69億91百万円（前期比98.3％）、炊飯関連機器および食品資材等の売上高18億56百

万円（前期比91.0％）、その他売上高２億64百万円（前期比101.1％）となりました。また、利益につきましては、

営業利益は12億38百万円（前期比87.8％）、経常利益は12億36百万円（前期比87.5％）、親会社株主に帰属する当

期純利益は８億33百万円（前期比101.5％）となりました。

事業のセグメントの概況は、次のとおりです。

<米飯加工機械関連事業>

米飯加工機械関連事業は主力製品を中心に営業活動を積極的に展開した結果、売上高84億14百万円（前期比96.3

％）、営業利益12億18百万円（前期比87.7％）となりました。

<衛生資材関連事業>

衛生資材関連事業は売上高６億97百万円（前期比102.9％）、営業利益19百万円（前期比90.1％）となりまし

た。

（２）当期の財政状態の概況

　資産、負債および純資産の状況

　（資産）

当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べ15億38百万円増加し131億20百万円となりました。こ

れは主に、受取手形及び売掛金が１億82百万円減少した一方で、現金及び預金が18億36百万円増加したことなどによ

るものであります。

　（負債）

当連結会計年度末における負債は、前連結会計年度末に比べ２億79百万円減少し18億81百万円となりました。これ

は主に、買掛金が１億35百万円、未払法人税等が95百万円減少したことなどによるものであります。

　（純資産）

当連結会計年度末における純資産は、前連結会計年度末に比べ18億18百万円増加し112億38百万円となりました。こ

れは主に、利益剰余金が配当金の支払90百万円により減少したこと、資本金および資本剰余金が10億79百万円増加し

たこと、および親会社株主に帰属する当期純利益により８億33百万円増加したことなどによるものであります。
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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。）は、前連結会計年度末に比べ18億36百万

円増加し66億９百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払額５億27百万円、仕入債務の減少

１億33百万円等による資金の減少はありましたが、税金等調整前当期純利益12億39百万円、減価償却費１億89百万円、

売上債権の減少１億81百万円等による資金の増加の結果、10億６百万円の資金の増加（前年同期比66百万円の減少）

となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出65百万円、無形固

定資産の取得による支出41百万円、投資有価証券の取得による支出12百万円等による資金の減少の結果、１億20百万

円の資金の減少（前年同期比１億円の減少）となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、株式の発行による収入10億75百万円による資金の

増加、配当金の支払90百万円、リース債務の返済による支出25百万円等による資金の減少の結果、９億59百万円の資

金の増加（前年同期比10億79百万円の増加）となりました。

（４）今後の見通し

景気回復は持続しておりますが、国内におきましては原材料価格の上昇や人手不足に伴う人件費の増加、海外にお

きましては米国の通商保護主義等が懸念される状況にあり、景気下押しリスクの動向には注視が必要な状況となって

おります。

このような状況の中、当社グループは、お客さまのニーズに合った高付加価値製品の開発と新製品の計画的な市場

投入、そして販売およびサービス体制の強化を積極的に展開するとともに、「米飯主食文化を世界へ」の理念のもと、

米飯食の普及・啓蒙と市場開拓を進めてまいります。

通期の連結業績予想といたしましては、売上高96億円（前期比105.4％）、営業利益12億50百万円（前期比101.0

％）、経常利益12億50百万円（前期比101.1％）、親会社株主に帰属する当期純利益８億50百万円（前期比102.0％）

を見込んでおります。

２．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、連結財務諸表の期間比較可能性および企業間の比較可能性を考慮し、当面は、日本基準で連結財務

諸表を作成する方針であります。

なお、国際会計基準の適用につきましては、国内外の諸情勢を考慮の上、適切に対応していく方針であります。
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３．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29年３月31日)

当連結会計年度
(平成30年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,773,314 6,609,543

受取手形及び売掛金 1,367,252 1,185,151

たな卸資産 1,627,878 1,605,404

繰延税金資産 89,504 104,203

その他 39,640 46,823

流動資産合計 7,897,590 9,551,126

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 3,192,538 3,225,865

減価償却累計額 △1,593,070 △1,680,770

建物及び構築物（純額） 1,599,468 1,545,094

機械装置及び運搬具 100,168 52,273

減価償却累計額 △80,577 △35,828

機械装置及び運搬具（純額） 19,590 16,444

工具、器具及び備品 1,480,104 1,500,112

減価償却累計額 △1,345,097 △1,400,560

工具、器具及び備品（純額） 135,007 99,552

土地 1,062,506 1,062,506

有形固定資産合計 2,816,572 2,723,597

無形固定資産 134,454 82,052

投資その他の資産

投資有価証券 349,662 368,496

繰延税金資産 197,634 202,833

その他 197,991 202,752

貸倒引当金 △12,030 △10,090

投資その他の資産合計 733,258 763,992

固定資産合計 3,684,285 3,569,642

資産合計 11,581,875 13,120,769
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当連結会計年度
(平成30年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 536,294 400,911

未払金 80,397 85,983

未払費用 134,816 133,637

未払法人税等 277,381 181,557

未払消費税等 63,896 45,989

賞与引当金 150,478 161,354

その他 187,295 117,396

流動負債合計 1,430,560 1,126,831

固定負債

繰延税金負債 1,863 1,209

役員退職慰労引当金 15,301 14,368

退職給付に係る負債 623,125 657,741

その他 90,836 81,722

固定負債合計 731,127 755,041

負債合計 2,161,687 1,881,872

純資産の部

株主資本

資本金 614,508 1,154,418

資本剰余金 443,050 982,960

利益剰余金 8,273,608 9,015,896

自己株式 △2,988 △3,339

株主資本合計 9,328,178 11,149,935

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 75,577 85,115

為替換算調整勘定 18,840 10,380

退職給付に係る調整累計額 △2,408 △6,535

その他の包括利益累計額合計 92,009 88,961

純資産合計 9,420,188 11,238,896

負債純資産合計 11,581,875 13,120,769
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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28年４月１日
　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

売上高 9,412,077 9,111,798

売上原価 4,964,061 4,758,801

売上総利益 4,448,016 4,352,997

販売費及び一般管理費 3,037,409 3,114,949

営業利益 1,410,606 1,238,047

営業外収益

受取利息 2,911 1,256

貸倒引当金戻入額 － 1,940

受取配当金 2,782 1,870

受取手数料 1,288 1,227

受取保険金 1,000 －

助成金収入 1,200 －

その他 1,590 1,516

営業外収益合計 10,773 7,810

営業外費用

手形売却損 154 64

売上割引 4,092 2,655

株式交付費 － 4,229

その他 3,604 2,157

営業外費用合計 7,850 9,107

経常利益 1,413,529 1,236,750

特別利益

投資有価証券売却益 － 2,618

資産除去債務消滅益 15,582 －

特別利益合計 15,582 2,618

特別損失

退職給付費用 143,260 －

特別損失合計 143,260 －

税金等調整前当期純利益 1,285,851 1,239,368

法人税、住民税及び事業税 516,690 431,309

法人税等調整額 △52,058 △25,088

法人税等合計 464,631 406,221

当期純利益 821,219 833,147

非支配株主に帰属する当期純利益 － －

親会社株主に帰属する当期純利益 821,219 833,147
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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28年４月１日
　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

当期純利益 821,219 833,147

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 18,994 9,538

為替換算調整勘定 △3,882 △8,459

退職給付に係る調整額 △2,408 △4,127

その他の包括利益合計 12,703 △3,048

包括利益 833,922 830,099

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 833,922 830,099

非支配株主に係る包括利益 － －
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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28年４月１日 至 平成29年３月31日)

(単位：千円)

株主資本 その他の包括利益累計額

純資産合計
資本金 資本剰余金利益剰余金 自己株式

株主資本合

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 614,508 443,050 7,543,253 △2,586 8,598,224 56,583 22,722 － 79,306 8,677,531

当期変動額

新株の発行 －

剰余金の配当 △90,863 △90,863 △90,863

親会社株主に帰属す

る当期純利益
821,219 821,219 821,219

自己株式の取得 △401 △401 △401

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

18,994 △3,882 △2,408 12,703 12,703

当期変動額合計 － － 730,355 △401 729,953 18,994 △3,882 △2,408 12,703 742,657

当期末残高 614,508 443,050 8,273,608 △2,988 9,328,178 75,577 18,840 △2,408 92,009 9,420,188

当連結会計年度(自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日)

(単位：千円)

株主資本 その他の包括利益累計額

純資産合計
資本金 資本剰余金利益剰余金 自己株式

株主資本合

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 614,508 443,050 8,273,608 △2,988 9,328,178 75,577 18,840 △2,408 92,009 9,420,188

当期変動額

新株の発行 539,910 539,910 1,079,820 1,079,820

剰余金の配当 △90,859 △90,859 △90,859

親会社株主に帰属す

る当期純利益
833,147 833,147 833,147

自己株式の取得 △351 △351 △351

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

9,538 △8,459 △4,127 △3,048 △3,048

当期変動額合計 539,910 539,910 742,287 △351 1,821,756 9,538 △8,459 △4,127 △3,048 1,818,708

当期末残高 1,154,418 982,960 9,015,896 △3,339 11,149,935 85,115 10,380 △6,535 88,961 11,238,896
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（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28年４月１日
　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成29年４月１日

　至 平成30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 1,285,851 1,239,368

減価償却費 257,244 189,959

貸倒引当金の増減額（△は減少） 134 △1,940

賞与引当金の増減額（△は減少） 5,914 10,875

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 190,635 28,667

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,300 △933

受取利息及び受取配当金 △5,694 △3,126

支払利息及び手形売却損 154 64

投資有価証券売却損益（△は益） － △2,618

資産除去債務消滅益 △15,582 －

株式交付費 － 4,229

売上債権の増減額（△は増加） △172,559 181,757

たな卸資産の増減額（△は増加） △249,592 19,463

仕入債務の増減額（△は減少） 142,164 △133,422

未払費用の増減額（△は減少） 13,845 △955

未払消費税等の増減額（△は減少） 36,426 △17,865

その他 84,824 16,938

小計 1,576,066 1,530,463

利息及び配当金の受取額 6,453 3,180

手形売却に伴う支払額 △154 △64

法人税等の支払額 △509,820 △527,144

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,072,544 1,006,435

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △7,284 △12,727

投資有価証券の売却による収入 － 3,368

投資有価証券の償還による収入 200,000 －

有形固定資産の取得による支出 △192,271 △65,201

無形固定資産の取得による支出 △30,320 △41,175

貸付金の回収による収入 2,496 996

差入保証金の差入による支出 △381 △1,428

差入保証金の回収による収入 17,650 927

保険積立金の積立による支出 △9,955 △8,705

保険積立金の払戻による収入 － 3,145

投資活動によるキャッシュ・フロー △20,066 △120,800

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出 △28,591 △25,135

株式の発行による収入 － 1,075,590

配当金の支払額 △90,863 △90,859

その他 △401 △351

財務活動によるキャッシュ・フロー △119,856 959,243

現金及び現金同等物に係る換算差額 519 △8,649

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 933,140 1,836,228

現金及び現金同等物の期首残高 3,840,174 4,773,314

現金及び現金同等物の期末残高 4,773,314 6,609,543
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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。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

１ 報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源

の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループは、製品・サービス別に事業を区分しており、各事業部門は、取り扱う製品・サービスについて国

内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。

当社グループは、製品・サービス別のセグメントから構成されており、「米飯加工機械関連事業」及び「衛生資

材関連事業」の２つを報告セグメントとしております。

「米飯加工機械関連事業」は、主として寿司ロボット、おむすびロボット等の米飯加工機械の製造・販売及び保

守をいたしております。「衛生資材関連事業」は、主としてアルコール系洗浄剤、除菌剤等の製造・販売をいたし

ております。

２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」にお

ける記載と概ね同一であります。

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価

格に基づいております。
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３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度(自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日)

(単位：千円)

報告セグメント

調整額
連結財務諸表計
上額

(注)米飯加工機械関
連事業

衛生資材関連事
業

計

売上高

外部顧客への売上高 8,734,465 677,611 9,412,077 ― 9,412,077

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 8,734,465 677,611 9,412,077 ― 9,412,077

セグメント利益 1,388,974 21,632 1,410,606 ― 1,410,606

セグメント資産 11,337,838 244,037 11,581,875 ― 11,581,875

セグメント負債 2,034,614 127,073 2,161,687 ― 2,161,687

その他の項目

減価償却費 256,222 1,022 257,244 ― 257,244

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

202,628 ― 202,628 ― 202,628

（注）セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と一致しております。

当連結会計年度(自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日)

(単位：千円)

報告セグメント

調整額
連結財務諸表計
上額

(注)米飯加工機械関
連事業

衛生資材関連事
業

計

売上高

外部顧客への売上高 8,414,582 697,216 9,111,798 ― 9,111,798

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 8,414,582 697,216 9,111,798 ― 9,111,798

セグメント利益 1,218,559 19,487 1,238,047 ― 1,238,047

セグメント資産 12,872,132 248,636 13,120,769 ― 13,120,769

セグメント負債 1,761,649 120,223 1,881,872 ― 1,881,872

その他の項目

減価償却費 188,759 1,199 189,959 ― 189,959

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

111,519 5,305 116,825 ― 116,825

（注）セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と一致しております。
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(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成29年４月１日
至 平成30年３月31日)

１株当たり純資産額 1,555.17円 1,735.16円

１株当たり当期純利益金額 135.57円 136.90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。

項目
前連結会計年度

(自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成29年４月１日
至 平成30年３月31日)

１株当たり当期純利益金額

　親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 821,219 833,147

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(千円)

821,219 833,147

普通株式の期中平均株式数(株) 6,057,473 6,085,978

(重要な後発事象)

　 該当事項はありません。
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４．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（平成30年６月28日付予定）

１．新任取締役候補

取締役 立木 成

（注）新任取締役候補者 立木 成氏は、社外取締役であります。
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