
印刷日時:06/02/10 9:57 ファイル名:02中57短-個別中間財務諸表 

平成 18 年 ６ 月期  個別中間財務諸表の概要     平成18年２月14日 

上 場 会 社 名        株式会社カワニシホールディングス      上場取引所    東 

コ ー ド 番 号        2689                                  本社所在都道府県 岡山県 
（ＵＲＬ  http://www.kawanishi-md.co.jp） 
代  表  者 役職名 代表取締役社長        氏名 前島 智征 
問合せ先責任者 役職名 取締役常務執行役員管理本部長 氏名 田野 雅弘 ＴＥＬ (086)245－1112 
決算取締役会開催日 平成18年２月14日         中間配当制度の有無           有 
                           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７月１日～平成 17 年 12 月 31 日) 
(1) 経営成績                （注）記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。 

 売 上 高     営業利益 経常利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％

17年12月中間期 
16年12月中間期 

805  40.9
571 △96.2

340  130.8
147 △36.4

328  137.6
138 △41.8

17年６月期 1,055 181 178 
 
 

中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

 百万円    ％ 円   銭

17年12月中間期 
16年12月中間期 

324  157.1 
126  △6.2 

56.26 
21.40 

17年６月期 141 24.14 
 (注)①期中平均株式数 17年12月中間期 5,769,143株 16年12月中間期 5,897,071株 17年６月期 5,880,523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 

 

 円   銭 円   銭

17年12月中間期 
16年12月中間期 

0.00 
0.00 

――――― 
――――― 

 

17年６月期 ――――― 10.00  
 
(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 

 百万円 百万円 ％ 円   銭

17年12月中間期 
16年12月中間期 

5,528 
4,330 

2,384
2,333

43.1 
53.9 

416.74
396.49

17年６月期 5,372 2,291 42.6 392.48
 (注)①期末発行済株式数 17年12月中間期 5,720,900株 16年12月中間期 5,884,900株 17年６月期 5,837,400株 
   ②期末自己株式数  17年12月中間期  529,100株 16年12月中間期  365,100株 17年６月期  412,600株 
 
２．18年６月期の業績予想(平成17年７月１日～平成18年６月30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  

 百万円 百万円 百万円 円  銭 円  銭

通   期 1,290 300 280 10.00 10.00

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期) 48円94銭 
 
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ます。 
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。 
なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料の連結資料７を参照してください。 

http://www.kawanishi-md.co.jp/
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中間財務諸表等 

① 中間貸借対照表 

 

  
前中間会計期間末 

(平成16年12月31日) 

当中間会計期間末 

(平成17年12月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成17年６月30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   614,338 361,360  312,631

２ 営業未収入金   79,785 82,306  73,412

３ 繰延税金資産   8,612 9,452  9,755

４ その他   53,969 133,052  30,550

流動資産合計   756,706 17.5 586,171 10.6  426,350 7.9

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

(1) 建物  952,453 965,441 948,234 

減価償却累計額  362,424 590,028 380,690 584,750 362,014 586,220

(2) 構築物  32,792 41,441 40,816 

減価償却累計額  25,157 7,634 27,526 13,914 26,305 14,510

(3) 土地   1,136,250 1,136,250  1,136,250

(4) その他  133,791 127,322 125,734 

減価償却累計額  54,534 79,256 74,027 53,294 63,504 62,229

有形固定資産合計   1,813,171 41.9 1,788,210 32.3  1,799,210 33.5

２ 無形固定資産   110,724 2.5 146,508 2.7  161,776 3.0

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券   87,893 107,186  81,031

(2) 関係会社株式   992,609 2,340,709  2,340,709

(3) 長期前払費用   20,105 18,700  19,161

(4) 保険積立金   237,374 241,218  239,067

(5) 繰延税金資産   121,499 122,741  133,535

(6) その他   190,062 177,127  171,549

投資その他の資産 
合計 

  1,649,544 38.1 3,007,685 54.4  2,985,054 55.6

固定資産合計   3,573,440 82.5 4,942,404 89.4  4,946,041 92.1

資産合計   4,330,146 100.0 5,528,575 100.0  5,372,391 100.0
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前中間会計期間末 

(平成16年12月31日) 

当中間会計期間末 

(平成17年12月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成17年６月30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 短期借入金   - 1,100,000  1,300,000

２ 一年以内返済予定の 
長期借入金 

  454,100 554,100  454,100

３ 未払金   18,336 13,334  12,924

４ 未払費用   6,763 7,221  19,326

５ 未払法人税等   1,613 1,767  7,952

６ その他   8,278 18,384  9,573

流動負債合計   489,091 11.3 1,694,807 30.7  1,803,877 33.6

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金   1,137,475 1,033,375  885,425

２ 退職給付引当金   6,167 6,862  6,497

３ 役員退職慰労引当金   269,453 303,029  287,483

４ その他   94,641 106,361  98,045

固定負債合計   1,507,736 34.8 1,449,628 26.2  1,277,450 23.8

負債合計   1,996,827 46.1 3,144,436 56.9  3,081,327 57.4

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   607,750 14.0 607,750 11.0  607,750 11.3

Ⅱ 資本剰余金    

資本準備金   343,750 343,750  343,750

資本剰余金合計   343,750 8.0 343,750 6.2  343,750 6.4

Ⅲ 利益剰余金    

１ 利益準備金   29,600 29,600  29,600

２ 任意積立金    

別途積立金  1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

３ 中間(当期)未処分 
利益 

  741,028 1,022,988  756,786

利益剰余金合計   1,770,628 40.9 2,052,588 37.1  1,786,386 33.2

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  12,065 0.3 23,517 0.4  11,802 0.2

Ⅴ 自己株式   △400,875 △9.3 △643,466 △11.6  △458,625 △8.5

資本合計   2,333,319 53.9 2,384,139 43.1  2,291,063 42.6

負債資本合計   4,330,146 100.0 5,528,575 100.0  5,372,391 100.0
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② 中間損益計算書 

 

  
前中間会計期間 

(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30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   571,621 100.0 805,356 100.0  1,055,548 100.0

Ⅱ 売上原価 ※４  68,813 12.0 78,610 9.8  147,818 14.0

売上総利益   502,807 88.0 726,745 90.2  907,730 86.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※４  355,388 62.2 386,575 48.0  726,244 68.8

営業利益   147,418 25.8 340,170 42.2  181,486 17.2

Ⅳ 営業外収益 ※１  3,564 0.6 2,066 0.3  19,871 1.9

Ⅴ 営業外費用 ※２  12,767 2.2 13,877 1.7  22,818 2.2

経常利益   138,215 24.2 328,359 40.8  178,540 16.9

Ⅵ 特別損失 ※３  12,086 2.1 24 0.0  24,613 2.3

税引前中間(当期) 
純利益 

  126,128 22.1 328,335 40.8  153,926 14.6

法人税、住民税 
及び事業税 

 171 601 25,214 

法人税等調整額  △265 △93 △0.0 3,156 3,758 0.5 △13,267 11,946 1.1

中間(当期)純利益   126,222 22.1 324,576 40.3  141,979 13.5

前期繰越利益   614,806 698,412  614,806

中間(当期) 
未処分利益 

  741,028 1,022,988  756,786
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

前中間会計期間 
(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

有価証券 

① 子会社株式及び関連会社株式 

  移動平均法に基づく原価法 

② その他有価証券 

 時価のあるもの 

  中間会計期間末日の市場価格

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) 

 時価のないもの 

  移動平均法に基づく原価法 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

有価証券 

同左 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

有価証券 

① 子会社株式及び関連会社株式

  移動平均法に基づく原価法 

② その他有価証券 

 時価のあるもの 

  期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) 

 時価のないもの 

  移動平均法に基づく原価法 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

  定率法 

なお、耐用年数及び残存価額

については、法人税法に規定す

る方法と同一の基準によってお

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。 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

  定率法 

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。 

主な耐用年数は次のとおりで

あります。 

建物      ８年～50年

構築物     10年～20年

工具器具備品  ４年～10年

なお、採用する耐用年数等は

前中間会計期間と同一のため、

経常利益及び税引前中間純利益

に与える影響はありません。 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

  定率法 

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。 

主な耐用年数は次のとおりで

あります。 

建物      ８年～50年

構築物     10年～20年

工具器具備品  ４年～10年

なお、採用する耐用年数等は

前事業年度と同一のため、経常

利益及び税引前当期純利益に与

える影響はありません。 

(2) 無形固定資産 

自社利用のソフトウェアにつ

いて、社内における利用可能期

間(５年)による定額法 

(2) 無形固定資産 

同左 

(2) 無形固定資産 

同左 

(3) 長期前払費用 

  定額法 

なお、償却期間については、

法人税法に規定する方法と同一

の基準によっております。 

(3) 長期前払費用 

同左 

(3) 長期前払費用 

同左 

３ 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、回収不

能見込額を計上することとして

おります。なお、当中間会計期

間末においては計上すべき額は

ありませんでした。 

３ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

同左 

３ 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、回収不

能見込額を計上することとして

おります。なお、当期末におい

ては計上すべき額はありません

でした。 
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前中間会計期間 

(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

(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、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、数理計算上の差異は、

その発生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数(10

年)による定額法によりそれぞ

れ発生の翌期から費用処理して

おります。 

(2) 退職給付引当金 

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。 

なお、数理計算上の差異は、

各期の発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数

(10年)による定額法によりそれ

ぞれ発生の翌期から費用処理し

ております。 

(3) 役員退職慰労引当金 

役員の退任時の退職慰労金の

支給に備えるため、会社内規に

基づく当中間会計期間末要支給

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 

役員の退任時の退職慰労金の

支給に備えるため、会社内規に

基づく当期末要支給額を計上し

ております。 

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。 

４ リース取引の処理方法 

同左 

４ リース取引の処理方法 

同左 

５ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

  消費税等の会計処理について 

   消費税等の会計処理は、税抜

方式によっております。 

５ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

  消費税等の会計処理について 

同左 

５ その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項 

  消費税等の会計処理について 

同左 

 

会計処理の変更 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

――― （固定資産の減損に係る会計基準）

 当中間会計期間から「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。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

――― 
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表示方法の変更 

 

前中間会計期間 
(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

（中間貸借対照表） 

 保険積立金は、総資産の100分の５を超えたため、

区分掲記することとしました。なお、前中間会計期

間末は投資その他の資産の「その他」に248,767千円

含まれております。 

――― 

 

追加情報 

 

前中間会計期間 
(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30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日以後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、販売費及び一般管理費

が1,400千円増加し、営業利益、経

常利益及び税引前中間純利益が

1,400千円それぞれ減少しておりま

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日以後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、販売費及び一般管理費

が3,123千円増加し、営業利益、経

常利益、税引前当期純利益が、

3,123千円減少しております。 

 当社は、平成16年１月１日に、分

社型新設分割により設立した「株式

会社カワニシ」に、医療器材事業の

営業の一切を承継させるとともに、

持株会社に移行いたしました。 

 これにより、売上高に関しては、

関係会社受取配当金、関係会社経営

指導料及び関係会社不動産賃貸収入

のみとなっております。 

 また、分割により当社から分離し

た医療器材事業に係る資産の総額は

8,847,643 千 円 、 負 債 の 総 額 は

8,180,633千円であります。 

 以上により、当中間会計期間の財

政状態及び経営成績は前中間会計期

間と比較して大きく変動しておりま

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31日) 

当中間会計期間末 
(平成17年12月31日) 

前事業年度末 
(平成17年６月30日) 

 保証債務残高 

 仕入先に対して次のとおり保

証を行っています。 

㈱ホスネット・
ジャパン 

10,566千円

㈱メドテクニカ 34,551千円
 

 保証債務残高 

 仕入先に対して次のとおり保

証を行っています。 

㈱メドテクニカ 8,606千円
 

 保証債務残高 

 仕入先に対して次のとおり保

証を行っています。 

㈱メドテクニカ 10,589千円
 

 

(中間損益計算書関係) 

 

前中間会計期間 
(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 611千円

受取配当金 2,039千円
 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 628千円

受取配当金 1,178千円
 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 1,188千円

受取配当金 2,518千円

投資有価証券 
売却益 

15,123千円
 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 9,734千円

保険解約損 2,742千円
 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 12,124千円
 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 19,189千円

保険解約損 2,742千円
 

※３ 特別損失の主要項目 

企業再編費用 11,094千円
 

――― ※３ 特別損失の主要項目 

企業再編費用 21,126千円
 

※４ 減価償却実施額 

有形固定資産 24,857千円

無形固定資産 11,565千円
 

※４ 減価償却実施額 

有形固定資産 30,880千円

無形固定資産 15,803千円
 

※４ 減価償却実施額 

有形固定資産 60,624千円

無形固定資産 35,065千円
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(リース取引関係) 

 

前中間会計期間 
(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30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 

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) 

有形 
固定資産 
その他 
(車輌 
運搬具) 

3,581 2,626 955 

無形 
固定資産 
（ソフト 
ウェア） 

24,675 9,473 15,201 

合計 28,256 12,100 16,156 

 

 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)

無形 
固定資産
（ソフト
ウェア）

24,675 14,405 10,269

 

 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 

 

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)

有形 
固定資産
その他 
(車輌 
運搬具) 

5,404 4,503 900

無形 
固定資産
（ソフト
ウェア）

24,675 11,923 12,751

合計 30,079 16,426 13,652

 
② 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年内 5,713千円

１年超 10,530千円

合計 16,243千円
 

② 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年内 5,065千円

１年超 5,203千円

合計 10,269千円
 

② 未経過リース料期末残高相当額

 

１年内 5,980千円

１年超 7,753千円

合計 13,734千円
 

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 3,145千円

減価償却費 
相当額 

2,880千円

支払利息相当額 245千円
 

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 3,032千円

減価償却費 
相当額 

2,842千円

支払利息相当額 167千円
 

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 6,573千円

減価償却費 
相当額 

6,052千円

支払利息相当額 469千円
 

④ 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法 

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。 

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。 

④ 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法 

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。 

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。 

④ 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法 

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。 

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。 
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(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成16年12月31日) 

子会社及び関連会社株式で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

 

当中間会計期間末(平成17年12月31日) 

子会社及び関連会社株式で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

 

前事業年度末(平成17年６月30日) 

子会社及び関連会社株式で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

 

(１株当たり情報) 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

 

(重要な後発事象) 

前中間会計期間 
(自 平成16年７月１日 
至 平成16年12月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日) 

―――  自己株式の取得について 

 当社は、平成17年９月27日開催の

取締役会において、商法第211条ノ

３第１項第２号の規定に基づき、自

己株式を取得することを決議いたし

ました。 

(1) 理由 経済情勢の変化に対応

した機動的な資本政策

を遂行するため 

(2) 取得す 
  る株式 
  の種類 

当社普通株式 

(3) 取得す 
  る株式 
  の総数 

100,000株(上限) 

(4) 株式の 
  取得価 
  額の総 
  額 

170,000千円(上限) 

(5) 自己株 
  式買受 
  けの日 
  程 

平成17年10月１日から

平成17年12月22日まで

(6) 自己株 
  式買受 
  けの方 
  法 

東京証券取引所におけ

る市場買受け 
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