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１．17年11月中間期の業績(平成17年５月21日～平成17年11月20日) 

(1)経営成績                 

 売上高 営業利益 経常利益 

 

17年11月中間期 

16年11月中間期 

百万円   ％

22,514    （  8.1 ）

20,827    （ 10.2 ）

百万円   ％

1,786    （ 10.4 ）

1,618    （ 21.3 ）

百万円   ％

2,151    （ 12.2 ）

1,917    （ 17.8 ）

17年５月期 42,039              3,097              3,765              
 

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 

（当期）純利益 
 

 

17年11月中間期 

16年11月中間期 

百万円   ％

1,156    （  8.4 ）

1,066    （ 22.3 ）

円   銭

101      56   

93   54  

17年５月期 1,894              166      15    

(注)①期中平均株式数 17年11月中間期  11,389,875株   16年11月中間期  11,404,625株  

  17年５月期    11,404,625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、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 

 

(2) 配当状況 

 
１株当たり 

中間配当金 

１株当たり 

年間配当金 

 

17年11月中間期 

16年11月中間期 

円  銭 

20 00   

0    00   

円  銭

――――― 

――――― 

17年５月期 ―――――   30  00  

(注)17年11月中間期配当金の内訳 

  記念配当  5円 00銭 

  特別配当 －円 －銭 

 

(3) 財政状態 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

 

17年11月中間期 

16年11月中間期 

百万円 

30,546         

28,426     

百万円

22,132        

20,440    

％ 

72.5     

71.9   

円   銭

1,946      49   

1,792   31  

17年５月期 29,588     21,285    71.9   1,866      38   

(注)①期末発行済株式数 17年11月中間期  11,370,700株  16年11月中間期  11,404,625株   

17年５月期    11,404,625株 

②期末自己株式数   17年11月中間期  34,700株  16年11月中間期   775株  17年５月期   775株 

 

２．18年５月期の業績予想(平成17年５月21日～平成18年５月20日) 

１株当たり年間配当金 
 売上高 経常利益 当期純利益 

期 末  

 

通 期 

百万円 

44,140        

百万円

4,040       

百万円

2,050       

円  銭 

20   00   

円  銭

40   00  

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 180円 13銭 



 

－34－ 

 
＊ 上記の予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料

発表日現在における仮定を前提としています。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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項につきましては、添付資料を

参照してください。 



６．【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

  
前中間会計期間末 
（平成16年11月20日） 

当中間会計期間末 
（平成17年11月20日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年５月20日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金  5,535,047   6,741,999   7,264,910   

２．受取手形 ※３  2,585,156   2,515,142   2,788,352   

３．売掛金  6,196,568   6,856,656   5,445,895   

４．たな卸資産  914,325   973,945   1,123,529   

５．その他  383,774   398,826   395,283   

貸倒引当金  △174,126   △137,312   △164,220   

流動資産合計   15,440,745 54.3  17,349,259 56.8  16,853,751 57.0 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1）建物  1,605,528   1,605,986   1,644,591   

(2）土地  7,213,054   7,014,318   7,144,686   

(3）その他  416,473   609,826   352,515   

有形固定資産合計   9,235,056    9,230,130    9,141,793   

２．無形固定資産   285,125    456,973    267,456   

３．投資その他の資産 ※１          

(1）敷金・保証金  1,467,381   1,106,958   1,124,439   

(2）その他  2,119,195   2,492,789   2,329,363   

貸倒引当金  △120,868   △89,989   △128,479   

投資その他の資産
合計   3,465,707    3,509,759    3,325,323   

固定資産合計   12,985,890 45.7  13,196,864 43.2  12,734,573 43.0 

資産合計   28,426,636 100.0  30,546,123 100.0  29,588,324 100.0 

           
 



  
前中間会計期間末 
（平成16年11月20日） 

当中間会計期間末 
（平成17年11月20日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年５月20日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．買掛金  3,149,273   3,415,017   2,957,360   

２．短期借入金  1,610,000   1,300,000   1,680,000   

３．１年以内返済予定
の長期借入金  8,220   23,332   23,332   

４．未払法人税等  836,063   968,981   1,045,104   

５．賞与引当金  239,211   272,590   250,000   

６．その他  642,992   648,542   690,357   

流動負債合計   6,485,760 22.8  6,628,464 21.7  6,646,154 22.5 

Ⅱ 固定負債           

１．長期借入金  －   29,169   40,835   

２．退職給付引当金  613,086   676,071   661,712   

３．役員退職慰労引当
金  705,053   931,384   796,786   

４．その他  182,090   148,059   157,508   

固定負債合計   1,500,230 5.3  1,784,683 5.8  1,656,841 5.6 

負債合計   7,985,991 28.1  8,413,148 27.5  8,302,996 28.1 

           

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   865,000 3.1  865,000 2.8  865,000 2.9 

Ⅱ 資本剰余金           

１．資本準備金  1,514,376   1,514,376   1,514,376   

２．その他資本剰余金  －   281   －   

資本剰余金合計   1,514,376 5.3  1,514,657 5.0  1,514,376 5.1 

Ⅲ 利益剰余金           

１．利益準備金  124,883   124,883   124,883   

２．任意積立金  8,000,000   8,000,000   8,000,000   

３．中間（当期）未処
分利益  9,819,107   11,461,824   10,647,205   

利益剰余金合計   17,943,990 63.1  19,586,707 64.1  18,772,089 63.4 

Ⅳ その他有価証券評価
差額金   117,973 0.4  257,901 0.9  134,558 0.5 

Ⅴ 自己株式   △696 △0.0  △91,292 △0.3  △696 △0.0 

資本合計   20,440,644 71.9  22,132,974 72.5  21,285,328 71.9 

負債資本合計   28,426,636 100.0  30,546,123 100.0  29,588,324 100.0 

           



②【中間損益計算書】 

  
前中間会計期間 

（自 平成16年５月21日 
至 平成16年11月20日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年５月21日 
至 平成17年11月20日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成16年５月21日 
至 平成17年５月20日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   20,827,271 100.0  22,514,233 100.0  42,039,703 100.0 

Ⅱ 売上原価   16,472,938 79.1  17,817,559 79.1  33,240,168 79.1 

売上総利益   4,354,333 20.9  4,696,673 20.9  8,799,534 20.9 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費   2,735,491 13.1  2,909,985 13.0  5,702,104 13.5 

営業利益   1,618,841 7.8  1,786,688 7.9  3,097,429 7.4 

Ⅳ 営業外収益 ※１  322,838 1.5  391,303 1.8  717,639 1.7 

Ⅴ 営業外費用 ※２  23,985 0.1  25,995 0.1  49,449 0.1 

経常利益   1,917,694 9.2  2,151,996 9.6  3,765,619 9.0 

Ⅵ 特別利益 ※３  50,071 0.2  43,022 0.2  102,218 0.2 

Ⅶ 特別損失 ※4,5  130,567 0.6  196,347 0.9  301,535 0.7 

税引前中間（当
期）純利益   1,837,198 8.8  1,998,670 8.9  3,566,302 8.5 

法人税、住民税及
び事業税  818,328   950,746   1,791,346   

法人税等調整額  △47,918 770,410 3.7 △108,833 841,913 3.8 △119,930 1,671,416 4.0 

中間（当期）純利
益   1,066,787 5.1  1,156,757 5.1  1,894,886 4.5 

前期繰越利益   8,752,319   10,305,067   8,752,319  

中間（当期）未処
分利益   9,819,107   11,461,824   10,647,205  

           



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年５月21日 
至 平成16年11月20日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年５月21日 
至 平成17年11月20日） 

前事業年度 
（自 平成16年５月21日 
至 平成17年５月20日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1）有価証券 

①子会社株式 

移動平均法による原価法 

(1）有価証券 

①子会社株式 

同 左 

(1）有価証券 

①子会社株式 

同 左 

 ②その他有価証券 

時価のあるもの 

中間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、売却原価は移動平均法

により算定） 

②その他有価証券 

時価のあるもの 

同 左 

②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、

売却原価は移動平均法によ

り算定） 

 時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同 左 

時価のないもの 

同 左 

 (2）たな卸資産 

   商品 

移動平均法に基づく原価法 

(2）たな卸資産 

   商品 

同 左 

(2）たな卸資産 

   商品 

同 左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

 定率法によっております。 

 ただし、平成10年４月１日以

後取得した建物（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。 

 主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

建物        3～47年 

構築物       3～20年 

車両運搬具     3～6年 

工具、器具及び備品 2～20年 

(1）有形固定資産 

     同 左 

(1）有形固定資産 

同 左 

 (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、社内における見

込利用可能期間（５年）に基づ

いております。 

(2）無形固定資産 

同 左 

(2）無形固定資産 

同 左 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 売上債権及び貸付金の貸倒に

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 

(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

の支給に充てるため、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 

(2）賞与引当金 

同 左 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年５月21日 
至 平成16年11月20日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年５月21日 
至 平成17年11月20日） 

前事業年度 
（自 平成16年５月21日 
至 平成17年５月20日） 

 (3）役員賞与引当金 

－  

(3）役員賞与引当金 

  取締役及び監査役に対する賞

与の支給に充てるため、支給見

込額に基づき計上しておりま

す。 

  

 （追加情報） 

 「役員賞与の会計処理に関す

る当面の取扱い」（企業会計基

準委員会実務対応報告第13号）

が平成16年３月９日以降終了す

る事業年度から適用されること

となったことに伴い、従来、株

主総会決議時に未処分利益の減

少として会計処理していた役員

賞与を、当中間会計期間から発

生時に費用処理しております。

なお、当中間会計期間における

計上はありません。 

(3）役員賞与引当金 

 取締役及び監査役に対する賞

与の支給に充てるため、支給見

込額に基づき計上しておりま

す。 

  

（追加情報） 

 「役員賞与の会計処理に関す

る当面の取扱い」（企業会計基

準委員会実務対応報告第13号）

が平成16年３月９日以降終了す

る事業年度から適用されること

となったことに伴い、従来、株

主総会決議時に未処分利益の減

少として会計処理していた役員

賞与を、当事業年度から発生時

に費用処理しております。この

結果、従来の方法と比較し、営

業利益、計上利益及び税引前当

期純利益が、それぞれ51,515千

円減少しております。 

 (4）退職給付引当金 

 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

給付債務見込額に基づき当中間

会計期間末において発生してい

ると認められる額を計上してお

ります。なお、会計基準変更時

差異（318,243千円）については

５年による按分額を費用処理し

ております。 

 数理計算上の差異は、その発

生時の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（５年）による定額

法により、翌事業年度から費用

処理することとしております。 

(4）退職給付引当金 

 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

給付債務見込額に基づき当中間

会計期間末において発生してい

ると認められる額を計上してお

ります。 

 数理計算上の差異は、その発

生時の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（５年）による定額

法により、翌事業年度から費用

処理することとしております。 

(4）退職給付引当金 

 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

給付債務見込額に基づき計上し

ております。なお、会計基準変

更時差異（318,243千円）につい

ては５年による按分額を費用処

理しております。 

 数理計算上の差異は、その発

生時の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（５年）による定額

法により、翌事業年度から費用

処理することとしております。 

 (5）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、内規に基づく当中間

会計期間末における要支給額を

計上しております。 

 なお、過年度分相当額につい

ては、平成14年５月期から５年

間にわたり均等額を計上するこ

ととし、当中間会計期間では

77,734千円を特別損失に計上し

ております。 

(5）役員退職慰労引当金 

同 左 

(5）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、内規に基づく期末要

支給額を計上しております。 

 なお、過年度分相当額777,349 

千円は５年間にわたって均等額

を計上することとし、当期にお

いては155,469千円を特別損失に

計上しております。 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年５月21日 
至 平成16年11月20日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年５月21日 
至 平成17年11月20日） 

前事業年度 
（自 平成16年５月21日 
至 平成17年５月20日） 

４．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。 

同 左 同 左 

５．その他中間財務諸表（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。 

 なお、「仮払消費税等」及び

「仮受消費税等」は相殺の上、

期中納付額を控除した額を流動

負債の「その他」に含めて表示

しております。 

(1）消費税等の会計処理 

同 左 

(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。 

 (2）匿名組合方式 

 当社は平成９年８月26日に航

空機リースを事業とする匿名組

合への参加契約（出資額100,000

千円、契約期間10年）を締結し

ております。この匿名組合の出

資額は貸借対照表の投資その他

の資産の「その他」に含めて計

上しており、出資に係る損益

は、同組合が定める計算期間及

び当社持分相当額により当中間

会計期間に属する額を匿名組合

出資利益として処理しておりま

す。また同匿名組合の累積損失

額のうち当社負担に帰属するも

のは平成16年11月20日現在

95,155千円となっており、固定

負債の「その他」として貸借対

照表に計上しております。 

(2）匿名組合方式 

 当社は平成９年８月26日に航

空機リースを事業とする匿名組

合への参加契約（出資額100,000

千円、契約期間10年）を締結し

ております。この匿名組合の出

資額は貸借対照表の投資その他

の資産の「その他」に含めて計

上しており、出資に係る損益

は、同組合が定める計算期間及

び当社持分相当額により当中間

会計期間に属する額を匿名組合

出資利益として処理しておりま

す。また同匿名組合の累積損失

額のうち当社負担に帰属するも

のは平成17年11月20日現在  

73,191千円となっており、固定

負債の「その他」として貸借対

照表に計上しております。 

(2）匿名組合方式 

 当社は平成９年８月26日に航

空機リースを事業とする匿名組

合への参加契約（出資額100,000

千円、契約期間10年）を締結し

ております。この匿名組合の出

資額は貸借対照表の投資その他

の資産の「その他」に含めて計

上しており、出資に係る損益

は、同組合が定める計算期間及

び当社持分相当額により当事業

年度に属する額を匿名組合出資

利益として処理しております。

また同匿名組合の累積損失額の

うち当社負担に帰属するものは

平成17年５月20日現在84,780千

円となっており、固定負債の

「その他」として貸借対照表に

計上しております。 



会計処理の変更 

追加情報 

前中間会計期間 

 （自 平成16年５月21日 

至 平成16年11月20日） 

当中間会計期間 

 （自 平成17年５月21日 

至 平成17年11月20日） 

前事業年度 

  （自 平成16年５月21日 

 至 平成17年５月20日） 

－  （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間会計期間より、「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

計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計

基準適用指針第６号）を適用しております。

これにより税引前中間純利益は111,838千円

減少しております。 

 なお、減損損失累計額については、改正後

の中間財務諸表等規則に基づき各資産の金額

から直接控除しております。 

－ 

前中間会計期間 

 （自 平成16年５月21日 

至 平成16年11月20日） 

当中間会計期間 

 （自 平成17年５月21日 

至 平成17年11月20日） 

前事業年度 

  （自 平成16年５月21日 

 至 平成17年５月20日） 

 「地方税法等の一部を改正する法律」（平

成15年法律第9号）が平成15年3月31日に公布

され、平成16年4月1日以降に開始する事業年

度より外形標準課税制度が導入されたことに

伴い、当中間会計期間から「法人事業税にお

ける外形標準課税部分の損益計算書上の表示

についての実務上の取扱い」（平成16年2月

13日企業会計委員会実務対応報告第12号)に

従い、法人事業税の付加価値割及び資本割に

ついては、販売費及び一般管理費に計上して

おります。この結果、従来の方法と比較し、

販売費及び一般管理費が17,734千円増加し、

営業利益、経常利益及び税引前中間純利益が

17,734千円減少しております。 

－  「地方税法等の一部を改正する法律」（平

成15年法律第9号）が平成15年3月31日に公布

され、平成16年4月1日以降に開始する事業年

度より外形標準課税制度が導入されたことに

伴い、当事業年度から「法人事業税における

外形標準課税部分の損益計算書上の表示につ

いての実務上の取扱い」（平成16年2月13日

企業会計委員会実務対応報告第12号)に従

い、法人事業税の付加価値割及び資本割につ

いては、販売費及び一般管理費に計上してお

ります。この結果、従来の方法と比較し、販

売費及び一般管理費が35,410千円増加し、営

業利益、経常利益及び税引前当期純利益が

35,410千円減少しております。 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

項目 
前中間会計期間末 

（平成16年11月20日） 
当中間会計期間末 
（平成17年11月20日） 

前事業年度末 
（平成17年５月20日） 

※１．減価償却累計額    

 有形固定資産 1,697,834千円 

投資その他の資産 796,388千円 

有形固定資産 1,836,466千円 

投資その他の資産 821,165千円 

有形固定資産 1,764,654千円 

投資その他の資産 810,199千円 

２．偶発債務   下記子会社の金融機関からの借入

に対し、債務保証を行っておりま

す。 

  下記子会社の金融機関からの借入

に対し、債務保証を行っておりま

す。 

  下記子会社の金融機関からの借入

 に対し、債務保証を行っておりま 

 す。 

 ㈲山之内電材 28,880千円 ㈲山之内電材 21,600千円 ㈲山之内電材 26,240千円 

※３. 中間会計期間末日

(期末日）満期手形 

 中間会計期間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、当中間会計期間末日が金融

機関の休日であったため、次の中間 

会計期間末満期手形が中間会計期間 

末残高に含まれております。 

 中間会計期間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、当中間会計期間末日が金融

機関の休日であったため、次の中間 

会計期間末満期手形が中間会計期間 

末残高に含まれております。。 

－ 

 受取手形 146,601千円 受取手形 109,463千円  



（中間損益計算書関係） 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年５月21日 
至 平成16年11月20日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年５月21日 
至 平成17年11月20日） 

前事業年度 
（自 平成16年５月21日 
至 平成17年５月20日） 

※１．営業外収益のうち重要

なもの 

   

 受取利息 14,902千円 受取利息 9,425千円 受取利息 31,907千円 

 受取会費 181,028千円 受取会費 273,213千円 受取会費 441,074千円 

 賃貸料収入 47,028千円 賃貸料収入 47,028千円 賃貸料収入 94,056千円 

 匿名組合投資利益 9,008千円 匿名組合投資利益 11,588千円 匿名組合投資利益 19,384千円 

※２．営業外費用のうち重要

なもの 

   

 支払利息 4,832千円 支払利息 2,789千円 支払利息 8,462千円 

 減価償却費 13,811千円 減価償却費 10,966千円 減価償却費 27,622千円 

 貸倒引当金繰入額 4,822千円 貸倒引当金繰入額 10,655千円 貸倒引当金繰入額 12,846千円 

※３．特別利益のうち重要な

もの 

   

      土地売却益 10,617千円      

 貸倒引当金戻入益 40,378千円 貸倒引当金戻入益 26,593千円 貸倒引当金戻入益 51,146千円 

※４．特別損失のうち重要な

もの 

   

 役員退職慰労引当

金繰入額 
77,734千円 

役員退職慰労引当

金繰入額 
77,734千円 

役員退職慰労引当

金繰入額 
155,469千円 

 退職給付費用 31,824千円 退職給付費用 －千円 退職給付費用 63,648千円 

  減損損失 111,838千円  

※５．減損損失  －     当中間会計期間において、当社 

 は、以下の資産グループについて 

 減損損失を計上しております。 

   当社は、営業用資産については 

 営業所単位により、賃貸用資産及 

 び遊休資産については個別物件単 

 位により、福利厚生資産について 

 は共用資産としてグルーピングし 

 ております。 

   上記遊休資産については、当面 

  使用の目処が立たないことから、 

 帳簿価額を回収可能価額まで減額 

 し、当該減少額を減損損失  

 （111,838千円）として特別損失に

 計上いたしました。 

   なお、回収可能価額は正味売却 

 価額により算定しております。正 

 味売却価額は、固定資産税評価額 

 に合理的な調整を行って算出した 

 金額を使用しております。 

用途 種類   場所 

 遊休資産  土地  千葉県旭市  

 遊休資産  土地 千葉県成田市 

 遊休資産  土地  静岡県伊東市 

－  

６．減価償却実施額    

 有形固定資産 116,502千円 有形固定資産 114,182千円 有形固定資産 245,347千円 

 無形固定資産 28,411千円 無形固定資産 13,091千円 無形固定資産 45,968千円 



（リース取引関係） 

（有価証券関係） 

 前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度における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。 

（１株当たり情報） 

前中間会計期間 
（自 平成16年５月21日 
至 平成16年11月20日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年５月21日 
至 平成17年11月20日） 

前事業年度 
（自 平成16年５月21日 
至 平成17年５月20日） 

 該当事項はありません。  該当事項はありません。  該当事項はありません。 

   

      

               

     

前中間会計期間 
（自 平成16年５月21日 
至 平成16年11月20日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年５月21日 
至 平成17年11月20日） 

前事業年度 
（自 平成16年５月21日 
至 平成17年５月20日） 

１株当たり純資産額 1,792.31円 

１株当たり中間純利益 93.54円 

１株当たり純資産額 1,946.49円 

１株当たり中間純利益 101.56円 

１株当たり純資産額 1,866.38円 

１株当たり当期純利益 166.15円 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、希薄化

効果を有している潜在株式がないた

め記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、希薄化

効果を有している潜在株式がないた

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、希薄化効

果を有している潜在株式がないため

記載しておりません。 

１株当たり中間純利益の算定上の

基礎 

１株当たり中間純利益の算定上の

基礎 

１株当たり当期純利益の算定上の

基礎 

中間損益計算書上の中間純利益 中間損益計算書上の中間純利益 損益計算書上の当期純利益 

1,066,787千円 1,156,757千円 1,894,886千円 

普通株式に係る中間純利益 普通株式に係る中間純利益 普通株式に係る当期純利益 

1,066,787千円 1,156,757千円 1,894,886千円 

普通株主に帰属しない金額の主

要な内訳 

 該当事項はありません。 

普通株主に帰属しない金額の主

要な内訳 

 該当事項はありません。 

普通株主に帰属しない金額の主

要な内訳 

該当事項はありません。 

普通株式の期中平均株式数 普通株式の期中平均株式数 普通株式の期中平均株式数 

11,404,625株 11,389,875株 11,404,625株 



（重要な後発事象） 

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

前中間会計期間 

   （自 平成16年５月21日 

    至 平成16年11月20日） 

当中間会計期間 

   （自 平成17年５月21日 

    至 平成17年11月20日） 

前事業年度 

   （自 平成16年５月21日 

    至 平成17年５月20日） 

 該当事項はありません。   当社は、当社グループの事業とのシ

 ナジー創出を図るため、平成17年９月

 13日開催の取締役会において、㈱あか

 り及び㈱ライフインテリアの全株式を

 取得することを決議し、平成17年11月

 21日付で連結子会社といたしました。

  (1)㈱あかりについて 

  ①会社名   ㈱あかり 

  ②事業内容  電気工事業、室内装

         飾設計・施工、他 

  ③事業規模  平成17年2月期 

         売上高 956,058千円

         資本金  20,000千円

  ④取得日   平成17年11月21日 

  ⑤取得株式数 400株 

          (議決権割合 100%) 

  ⑥取得価額  75,000千円 

 (2)㈱ライフインテリアについて 

  ①会社名   ㈱ライフインテリア

  ②事業内容  内外装工事業、イン

         テリアコーディネー

         ト業、他 

  ③事業規模  平成17年2月期 

         売上高 616,670千円

         資本金  10,000千円

  ④取得日   平成17年11月21日 

  ⑤取得株式数 200株 

         (議決権割合 100%）

  ⑥取得価額  60,000千円   

 該当事項はありません。 




