
                                   

平成 18 年６月期   個別中間財務諸表の概要             平成18年２月３日 

会 社 名 株式会社和井田製作所                          上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ 
コ ー ド 番 号 ６１５８                                本社所在都道府県 岐阜県 
（ＵＲＬ http://www.waida.co.jp ） 
代  表  者 役  職  名  代表取締役社長 
         氏    名  和井田 俶生 
問い合わせ先 責任者役職名  常 務 取 締 役  
         氏    名  橋 本  捨 男            ＴＥＬ（0577）32－0390 
決算取締役会開催日  平成18年２月３日   中間配当制度の有無  有 
中間配当支払開始日  平成18年３月１日   単元株制度採用の有無 有 （１単元100株） 
 

１．17年12月中間期の業績（平成17年６月21日～平成17年12月20日） 

(1) 経営成績                                           （百万円未満切捨） 

 売上高 営業利益 経常利益 

 

17年12月中間期 

16年12月中間期 

百万円   ％

3,363 13.3

2,968    ― 

百万円   ％

562 40.7

399    ―

百万円   ％

567 47.8

384    ―

17年６月期  6,053 892 838 
 

 中間(当期)純利益 １株当たり中間(当期)純利益 

 

17年12月中間期 

16年12月中間期  

百万円   ％

337 16.7

289    ―

円  銭

48   02

88  62 

17年６月期  5 2 4   80  26 
(注) ①期中平均株式数   17年12月中間期  7,028,000株  16年12月中間期  3,264,000株  17年６月期  6,545,808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 
④平成17年４月５日付で普通株式１株につき２株の分割を行っております。株式分割後の発行済株式数は6,528,000株であ
り、当該株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の平成16年12月中間期の１株当たり中間純利益は44円31銭
となります。 
⑤平成17年６月８日に公募にて普通株式500,000株を発行し、発行済株式数は7,028,000株となりました。 

 (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12月中間期 

16年12月中間期  

円  銭 

12  00 

 0  00  

円  銭

― 

―  

17年６月期  ―  20  00 

 (3) 財政状態                                           （百万円未満切捨） 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

 

17年12月中間期 

16年12月中間期  

百万円 

7,869 

       7,056  

百万円

4,343

       3,360

％ 

55.2 

47.6 

円   銭

617 96

1,029 68 
17年６月期  7,629  4,065      53.3     578  40

(注)  ①期末発行済株式数    17年12月中間期  7,028,000株  16年12月中間期  3,264,000株  17年６月期  7,028,000株 

②期末自己株式数      17年12月中間期  ― 株      16年12月中間期 ― 株        17年６月期 ― 株 
③平成17年４月５日付で普通株式１株につき２株の分割を行っております。株式分割後の発行済株式数は6,528,000株であ
り、当該株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の平成16年12月中間期の１株当たり株主資本は514円84銭
となります。 

 

２．1８年６月期の業績予想（平成17年６月21日～平成18年６月20日）                 （百万円未満切捨） 

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 

6,78 6 

百万円

1,139 

百万円

820 

円 銭 

13  00  

円 銭

2  00 5  
（参考）１株当たり予想当期純利益(通期) 114円32銭 

※ 業績予測につきましては、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、予想につきましては、様々
な不確定要素が内在しておりますので、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合があります。 
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６ 中間財務諸表等 

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12月20日) 

当中間会計期間末 

(平成17年12月20日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17年６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   892,406 1,270,009  1,031,528

２ 受取手形   691,273 602,016  817,252

３ 売掛金   1,749,391 1,775,504  1,901,572

４ たな卸資産   1,512,941 1,830,105  1,594,693

５ 繰延税金資産   22,766 54,297  39,984

６ その他   56,896 95,537  99,326

  貸倒引当金   △1,661 △1,659  △1,772

流動資産合計   4,924,014 69.8 5,625,810 71.5  5,482,584 71.9

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

(1) 建物及び構築物 ※1.2  868,738 812,441  843,174

(2) 土地 ※２  565,085 565,085  565,085

(3) その他 ※１  270,422 254,835  257,702

有形固定資産合計   1,704,246 24.2 1,632,362 20.7  1,665,962 21.8

２ 無形固定資産   17,284 0.2 22,347 0.3  16,578 0.2

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券   207,647 427,734  262,943

(2) その他   215,878 174,938  214,887

  貸倒引当金   △12,535 △13,334  △13,283

投資その他の資産 
合計 

  410,991 5.8 589,337 7.5  464,547 6.1

固定資産合計   2,132,522 30.2 2,244,047 28.5  2,147,088 28.1

資産合計   7,056,536 100.0 7,869,857 100.0  7,629,673 100.0
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前中間会計期間末 

(平成16年12月20日) 

当中間会計期間末 

(平成17年12月20日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17年６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 支払手形   353,504 297,848  376,441

２ 買掛金   205,442 301,201  275,500

３ 短期借入金 ※２  1,200,000 850,000  750,000

４ １年以内返済予定 
  長期借入金 

※２  249,000 199,920  224,920

５ その他   264,173 493,909  492,570

流動負債合計   2,272,121 32.2 2,142,879 27.2  2,119,432 27.8

Ⅱ 固定負債    

１ 社債 ※２  600,000 600,000  600,000

２ 長期借入金 ※２  545,000 428,480  528,440

３ 繰延税金負債   11,897 79,675  18,189

４ 退職給付引当金   137,595 129,739  161,393

５ 役員退職慰労引当金   129,041 146,044  137,189

固定負債合計   1,423,534 20.2 1,383,939 17.6  1,445,213 18.9

負債合計   3,695,656 52.4 3,526,818 44.8  3,564,645 46.7

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   664,800 9.4 843,300 10.7  843,300 11.1

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金   636,744 881,244  881,244

資本剰余金合計   636,744 9.0 881,244 11.2  881,244 11.5

Ⅲ 利益剰余金    

１ 利益準備金   100,000 100,000  100,000

２ 任意積立金   1,400,000 1,700,000  1,400,000

３ 中間(当期) 
  未処分利益 

  541,309 674,398  794,063

利益剰余金合計   2,041,309 28.9 2,474,398 31.5  2,294,063 30.1

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  18,026 0.3 144,095 1.8  46,420 0.6

資本合計   3,360,880 47.6 4,343,039 55.2  4,065,027 53.3

負債資本合計   7,056,536 100.0 7,869,857 100.0  7,629,673 100.0
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② 中間損益計算書 

 

  
前中間会計期間 

(自 平成16年６月21日 
至 平成16年12月20日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年６月21日 
至 平成17年12月20日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成16年６月21日 
至 平成17年６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   2,968,338 100.0 3,363,847 100.0  6,053,632 100.0

Ⅱ 売上原価   1,821,111 61.4 1,994,376 59.3  3,715,070 61.4

売上総利益   1,147,227 38.6 1,369,470 40.7  2,338,561 38.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費   747,451 25.1 806,898 24.0  1,446,496 23.9

営業利益   399,775 13.5 562,572 16.7  892,064 14.7

Ⅳ 営業外収益 ※１  14,957 0.4 20,538 0.6  22,530 0.4

Ⅴ 営業外費用 ※２  30,651 1.0 15,452 0.4  76,289 1.3

経常利益   384,081 12.9 567,658 16.9  838,305 13.8

Ⅵ 特別利益   ― ― 67 0.0  ― ―

Ⅶ 特別損失 ※３  15,560 0.5 1,476 0.1  30,232 0.5

税引前中間(当期) 
純利益 

  368,520 12.4 566,249 16.8  808,073 13.3

法人税、住民税 
及び事業税 

 74,534 246,000 291,000 

法人税等調整額  4,707 79,242 2.7 △17,295 228,704 6.8 △24,958 266,041 4.4

中間(当期)純利益   289,278 9.7 337,545 10.0  542,031 8.9

前期繰越利益   252,031 336,853  252,031

中間(当期)未処分 
利益 

  541,309 674,398  794,063
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 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６月21日 
至 平成16年12月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年６月21日 
至 平成17年12月20日) 

前事業年度 
(自 平成16年６月21日 
至 平成17年６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 

  (イ)時価のあるもの 

中間決算末日の市場

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 

  (イ)時価のあるもの 

同左 

 ② その他有価証券 

  (イ)時価のあるもの 

決算末日の市場価格

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) 

   (ロ)時価のないもの 

移動平均法による原

価法 

  (ロ)時価のないもの 

同左 

  (ロ)時価のないもの 

同左 

 (2) たな卸資産 

 ① 製品 

個別法による原価法 

(2) たな卸資産 

 ① 製品 

同左 

(2) たな卸資産 

 ① 製品 

同左 

  ② 原材料 

移動平均法による原価

法 

 ② 原材料 

同左 

 ② 原材料 

同左 

  ③ 仕掛品 

機械は個別法による原

価法 

部品は移動平均法によ

る原価法 

 ③ 仕掛品 

同左 

 ③ 仕掛品 

同左 

  ④ 貯蔵品 

最終仕入原価法による

原価法 

 ④ 貯蔵品 

同左 

 ④ 貯蔵品 

同左 

２ 固定資産の減価償却

の方法 

(1) 有形固定資産 

  建物(建物附属設備を除

く)は、定額法を採用してお

ります。また、その他の有

形固定資産は、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。 

   建物 31年～38年
 
   機械装置 10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 

  なお、ソフトウェア(自社

利用分)については、社内に

おける見込利用可能期間

(５年)に基づく定額法を採

用しております。 

(2) 無形固定資産 

同左 

(2) 無形固定資産 

同左 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年６月21日 
至 平成16年12月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年６月21日 
至 平成17年12月20日) 

前事業年度 
(自 平成16年６月21日 
至 平成17年６月20日) 

３ 繰延資産の処理方法 (1) 社債発行費 

支払時に全額費用処理し

ております。 

――――― (1) 新株発行費 

  支払時に全額費用処理し

ております。 

   (2) 社債発行費 

  支払時に全額費用処理し

ております。 

４ 外貨建の資産及び負

債の本邦通貨への換

算基準 

 外貨建金銭債権債務は、中間

決算日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は損益

として処理しております。 

同左  外貨建金銭債権債務は、決算

日の直物為替相場により円貨

に換算し、換算差額は損益とし

て処理しております。 

５ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

  債権の貸倒れによる損失

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

可能性を検討して回収不能

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) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備え

るため、当中間期末におけ

る退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき計上し

ております。 

  会計基準変更時差異につ

いては、５年による按分額

を費用処理しております。 

(2) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備え

るため、当中間期末におけ

る退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき計上し

ております。 

 

(2) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備え

るため、当期末における退

職給付債務及び年金資産の

見込額に基づき計上してお

ります。 

  会計基準変更時差異につ

いては、５年による按分額

を費用処理しております

が、当事業年度において全

額計上済となっておりま

す。 

 (3) 役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支給

に備えるため、内規に基づ

く中間期末要支給額を計上

しております。 

(3) 役員退職慰労引当金 

同左 

(3) 役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支給

に備えるため、内規に基づ

く期末要支給額を計上して

おります。 

６ 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 

７ 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) 消費税及び地方消費税の

会計処理 

  税抜方式によっておりま

す。 

(1) 消費税及び地方消費税の

会計処理 

同左 

(1) 消費税及び地方消費税の

会計処理 

同左 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 

前中間会計期間 
(自 平成16年６月21日 
至 平成16年12月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年６月21日 
至 平成17年12月20日) 

前事業年度 
(自 平成16年６月21日 
至 平成17年６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」(企業会計基準適用指針第
６号 平成15年10月31日)を適用して
おります。これによる損益に与える影
響はありません。 

――――― 

 

追加情報 

 

前中間会計期間 
(自 平成16年６月21日 
至 平成16年12月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年６月21日 
至 平成17年12月20日) 

前事業年度 
(自 平成16年６月21日 
至 平成17年６月20日) 

(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方法) 

「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 企業会計基準委員会 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4,758千円について

は、販売費及び一般管理費に計上してお

ります。 

――――― (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方法) 

「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 企業会計基準委員会 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10,949千円については、販

売費及び一般管理費に計上しておりま

す。 
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注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

 

前中間会計期間末 
(平成16年12月20日) 

当中間会計期間末 
(平成17年12月20日) 

前事業年度末 
(平成17年６月20日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

3,665,279千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

3,739,767千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

3,716,836千円

※２ 担保資産 

 (1) 担保に供している資産 

建物 167,207千円 

土地 14,519千円 

 計 181,727千円 
 

※２ 担保資産 

 (1) 担保に供している資産 

建物 160,053千円

土地 14,519千円

 計 174,573千円
 

※２ 担保資産 

 (1) 担保に供している資産 

建物 166,848千円

土地 14,519千円

 計 181,368千円
 

 (2) 上記に対応する債務 

短期借入金 350,000千円 

１年以内 
返済予定 
長期借入金 

180,000千円 

長期借入金 470,000千円 

社債に係る 
銀行保証 

400,000千円 

 計 1,400,000千円 
 

 (2) 上記に対応する債務 

短期借入金 300,000千円

１年以内 
返済予定 
長期借入金 

199,920千円

長期借入金 428,480千円

社債に係る 
銀行保証 

400,000千円

 計 1,328,400千円
 

 (2) 上記に対応する債務 

短期借入金 215,000千円

１年以内 
返済予定 
長期借入金 

199,920千円

長期借入金 528,440千円

社債に係る 
銀行保証 

400,000千円

 計 1,343,360千円
 

 ３ 受取手形割引高 65,000千円 

   (うち輸出手形割引高 

65,000千円) 

 ３ 受取手形割引高 52,420千円

   (うち輸出手形割引高 

52,420千円)

 ３ 受取手形割引高 95,508千円

   (うち輸出手形割引高 

95,508千円)

４     ――――― ４ 保証債務 

下記連結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。 

ジャパン・イー・エム株式会社 

  54,000千円

４    ――――― 

 ５ 消費税等の取扱い 

   仮払消費税等及び仮受消費税等は

相殺のうえ、流動資産のその他に含

めて表示しております。 

 ５ 消費税等の取扱い 

   仮払消費税等及び仮受消費税等は

相殺のうえ、流動負債のその他に含

めて表示しております。 

 ５    ――――― 
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(中間損益計算書関係) 

 

前中間会計期間 
(自 平成16年６月21日 
至 平成16年12月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年６月21日 
至 平成17年12月20日) 

前事業年度 
(自 平成16年６月21日 
至 平成17年６月20日) 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 517千円 

受取配当金 2,158千円 
 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 1,455千円

受取配当金 2,862千円

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 1,526千円

受取配当金 2,456千円

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 14,877千円 

手形売却損 481千円 

社債利息 2,631千円 

社債発行費 9,250千円 
 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 11,127千円

手形売却損 395千円

社債利息 2,437千円
 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 28,728千円

手形売却損 1,217千円

社債利息 5,068千円

社債発行費 9,250千円
 

※３ 特別損失の主要項目 

機械装置 
売却損 

300千円 

工具器具備品 
除却損 

3,134千円 

退職給付会計 
変更時差異 
償却 

12,125千円 

 

※３ 特別損失の主要項目 

工具器具備品 
除却損 

1,452千円

機械装置 
除却損 

24千円

 

※３ 特別損失の主要項目 

機械装置 
売却損 

475千円

工具器具備品 
除却損 

4,013千円

機械装置 
除却損 

277千円

建物除却損 314千円

退職給付会計 
変更時差異 
償却 

24,251千円

 
 ４ 減価償却実施額 

有形固定資産 67,865千円 

無形固定資産 1,528千円 
 

 ４ 減価償却実施額 

有形固定資産 62,647千円

無形固定資産 2,721千円
 

 ４ 減価償却実施額 

有形固定資産 138,136千円

無形固定資産 3,707千円
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(リース取引関係) 

 

前中間会計期間 
(自 平成16年６月21日 
至 平成16年12月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年６月21日 
至 平成17年12月20日) 

前事業年度 
(自 平成16年６月21日 
至 平成17年６月20日) 

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 

(借主側) 

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中間期末残高

相当額 

 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却
累計額
相当額
(千円)

中間期末 
残高 
相当額 
(千円) 

機械装置 96,000 5,600 90,400 

工具器具 
備品 

5,191 4,470 721 

合計 101,191 10,070 91,121 

  なお、取得価額相当額は、未経過リ

ース料中間期末残高が有形固定資産

の中間期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法により算定し

ております。 

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 

(借主側) 

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中間期末残高

相当額 

 
取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額
相当額
(千円)

中間期末
残高 
相当額
(千円)

機械装置 96,000 15,200 80,800

工具器具 
備品 

5,781 803 4,978

合計 101,781 16,003 85,778

同左 

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 

(借主側) 

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)

機械装置 96,000 10,400 85,600

工具器具 
備品 

5,781 321 5,460

合計 101,781 10,721 91,060

  なお、取得価額相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資産の期

末残高等に占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定しておりま

す。 

２ 未経過リース料中間期末残高相当額 

１年以内 10,321千円 

１年超 80,800千円 

 合計 91,121千円 

  なお、未経過リース料中間期末残高

相当額は、未経過リース料中間期末残

高が有形固定資産の中間期末残高等

に占める割合が低いため、支払利子込

み法により算定しております。 

２ 未経過リース料中間期末残高相当額

１年以内 10,563千円

１年超 75,215千円

 合計 85,778千円

同左 

２ 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 10,563千円

１年超 80,496千円

 合計 91,060千円

  なお、未経過リース料期末残高相当

額は、未経過リース料期末残高が有形

固定資産の期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法により算

定しております。 

３ 支払リース料、減価償却費相当額 

支払リース料 6,032千円 

減価償却費 
相当額 

6,032千円 

 

３ 支払リース料、減価償却費相当額 

支払リース料 5,281千円

減価償却費 
相当額 

5,281千円

 

３ 支払リース料、減価償却費相当額 

支払リース料 11,370千円

減価償却費 
相当額 

11,370千円

 
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。 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 
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(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成16年12月20日) 

子会社株式で時価のあるものはありません。 

 

当中間会計期間末(平成17年12月20日) 

子会社株式で時価のあるものはありません。 

 

前事業年度末(平成17年６月20日) 

子会社株式で時価のあるものはありません。 
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(１株当たり情報) 
 

前中間会計期間 
(自 平成16年６月21日 
至 平成16年12月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年６月21日 
至 平成17年12月20日) 

前事業年度 
(自 平成16年６月21日 
至 平成17年６月20日) 

１株当たり純資産額 1,029円68銭 

 

１株当たり純資産額 617円96銭

 

１株当たり純資産額 578円40銭

 

１株当たり中間純利益 88円62銭

 

１株当たり中間純利益 48円02銭

 

１株当たり当期純利益 80円26銭

 
 なお、潜在株式調整後１株当たり中間

純利益については、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。 

同左  なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益については、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。 

 平成17年４月５日付で株式１株につき

２株の株式分割を行っております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行われ

たと仮定した場合の前事業年度における

１株当たり情報については、以下のとお

りとなります。 

１株当たり純資産額 482円07銭

１株当たり当期純利益 93円25銭
 

(注) １株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年６月21日 
至 平成16年12月20日)

当中間会計期間 
(自 平成17年６月21日 
至 平成17年12月20日) 

前事業年度 
(自 平成16年６月21日 
至 平成17年６月20日)

中間損益計算書 
(損益計算書)上の 
中間(当期)純利益(千円) 

289,278 337,545 542,031

普通株式に係る中間(当期) 
純利益(千円) 

289,278 337,545 525,381

普通株主に帰属しない金額の 
内訳(千円) 

 

 利益処分による役員賞与金 ― ― 16,650

普通株主に帰属しない金額 
(千円) 

― ― 16,650

普通株式の期中平均株式数 
(株) 

3,264,000 7,028,000 6,545,808
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(重要な後発事象) 
 

前中間会計期間 
(自 平成16年６月21日 
至 平成16年12月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年６月21日 
至 平成17年12月20日) 

前事業年度 
(自 平成16年６月21日 
至 平成17年６月20日) 

(株式分割) 

 当社は、平成17年３月11日に開催され

た取締役会において平成17年４月５日を

もって下記のとおり当社普通株式１株を

２株に分割を行うことを決議いたしまし

た。 

 (1) 株式分割の目的 

   当社株式の流動性を高めることを

目的とするものであります。 

 (2) 株式分割の割合 

   平成17年４月５日最終の株主名簿

に記載または記録された株主の所

有株式数を、１株につき２株の割合

をもって分割いたします。 

 (3) 株式分割の時期 

   株式分割基準日 

平成17年４月５日 

   効力発生日 

平成17年４月５日 

 (4) 配当起算日 

平成16年12月21日 

 (5) １株当たり情報に及ぼす影響 

   当該株式分割が前期首に行われた

と仮定した場合の１株当たり情報

については、下記のとおりでありま

す。 

第76期中間会計期間 
(自 平成16年６月21日 
至 平成16年12月20日) 

１株当たり純資産額  514円84銭 

１株当たり中間純利益 44円31銭 

 なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、潜在株式が存在

していないため記載しておりません。 
  

――――― ――――― 
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