
 

平成 18 年 ８ 月期   個別中間財務諸表の概要  平成18年4月10日 

会 社 名  株式会社雑貨屋ブルドッグ       上場取引所    JASDAQ  

コード番号   ３３３１               本社所在都道府県 静岡県 

（ＵＲＬ http://www.z-bulldog.com/    ） 

代  表  者 役  職  名 代表取締役 

        氏    名 久留米  唯 人 

問い合わせ先 責任者役職名 常務取締役 

        氏    名 甘 利  武 彦      ＴＥＬ（053）585－9001 

決算取締役会開催日  平成18年４月10日  中間配当制度の有無  ○有 ・ 無 

中間配当支払開始日  平成─年─月─日  単元株制度採用の有無 ○有（１単元100株）・無 

１．平成18年2月中間期の業績(平成17年9月1日～平成18年2月28日) 

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

 売上高 営業利益 経常利益 

 

18年2月中間期 

17年2月中間期 

百万円   ％

12,920 （20.8）

10,692 （14.5）

百万円   ％

1,417 （57.1）

902（△19.8）

百万円   ％

1,449 （60.1）

905（△18.9）

17年8月期       21,968       1,669        1,695 
 

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 

（当期）純利益 
 

 

18年2月中間期 

17年2月中間期 

百万円   ％

772 （56.4）

494（△22.0）

円   銭

       163   53 

       104   55 

17年8月期        835        172   02  

(注)①期中平均株式数    18年2月中間期 4,726,350株 17年2月中間期 4,726,400株 17年8月期 4,726,395株 

②会計処理の方法の変更 有 

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 

 

18年2月中間期 

17年2月中間期 

円  銭 

     0  00 

     0  00 

円  銭

――――― 

――――― 

17年8月期 ―――――     20   00

 

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

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

 

18年2月中間期 

17年2月中間期 

百万円 

19,620 

17,224 

百万円

9,989

8,991

％ 

50.9 

52.2 

円   銭

  2,113   61 

  1,902   50 

17年8月期 17,842 9,332 52.3   1,969   96 

(注)①期末発行済株式数 18年2月中間期 4,727,300株 17年2月中間期 4,727,300株 17年8月期 4,727,300株 

②期末自己株式数  18年2月中間期    950株 17年2月中間期    900株 17年8月期    950株 

 

２．平成18年8月期の業績予想(平成17年9月1日～平成18年8月31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 

27,279 

百万円

2,224

百万円

1,089

円  銭 

  25  00 

円  銭

  25  00 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 230円50銭 

 

 
※ 上記の予想は本資料発表日現在における将来の見通し、計画のもととなる前提、予想を含んで掲載しております。

  実際の業績は、今後様々な要因によって上記予想とは大きく異なる結果となる可能性があります。 
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個別中間財務諸表等 

（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17年２月28日） 

当中間会計期間末 

（平成18年２月28日） 

前事業年度の要約貸借対照表 

（平成17年８月31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  3,062,359 2,704,687 2,318,105 

２．売掛金  39,866 38,751 33,509 

３．商品  6,960,595 9,228,978 8,059,848 

４．繰延税金資産  54,881 73,856 65,497 

５．その他  301,902 425,803 333,375 

貸倒引当金  △490 △226 △147 

流動資産合計   10,419,115 60.5 12,471,851 63.6  10,810,189 60.6

Ⅱ 固定資産    

１.有形固定資産    

（1）建物 ※1,2 1,607,927 1,818,161 1,786,236 

（2）什器備品 ※１ 1,081,285 1,203,085 1,208,843 

（3）土地 ※２ 1,191,395 1,191,395 1,191,395 

（4）その他 ※１ 258,391 218,131 190,319 

有形固定資産

合計 
 4,138,999 4,430,772 4,376,794 

２.無形固定資産  124,508 106,640 118,961 

    

 
 

-  - 2



 

 
 
 

  
前中間会計期間末 

（平成17年２月28日） 

当中間会計期間末 

（平成18年２月28日） 

前事業年度の要約貸借対照表 

（平成17年８月31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

（％）

３.投資その他の資産    

（1）投資有価証券  5,978 830 5,942 

（2）関係会社株式  35,000 35,000 35,000 

（3）繰延税金資産  ― 8,595 ― 

（4）敷金保証金  2,095,222 2,240,024 2,193,642 

（5）その他  407,146 330,298 304,755 

貸倒引当金  △1,582 △3,525 △2,491 

投資その他の資産合

計 
 2,541,764 2,611,223 2,536,848 

固定資産合計   6,805,271 39.5 7,148,636 36.4  7,032,604 39.4

資産合計   17,224,387 100.0 19,620,487 100.0  17,842,793 100.0

    

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．支払手形  201,311 314,149 337,046 

２．買掛金  1,430,767 1,833,391 2,008,043 

３．短期借入金  840,000 2,780,000 810,000 

４．一年以内返済予

定長期借入金 
※２ 1,244,880 1,147,040 1,199,940 

５．一年以内償還予

定社債 
 300,000 ― 300,000 

６．未払法人税等  421,727 652,725 495,646 

７．賞与引当金  36,000 36,060 44,218 

８．その他 ※４ 566,976 863,898 758,662 

流動負債合計   5,041,662 29.3 7,627,264 38.9  5,953,556 33.4
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前中間会計期間末 

（平成17年２月28日） 

当中間会計期間末 

（平成18年２月28日） 

前事業年度の要約貸借対照表 

（平成17年８月31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

（％）

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金 ※２ 3,120,940 1,927,340 2,477,660 

２．退職給付 

引当金 
 43,845 47,468 43,259 

３．その他  25,945 28,720 35,586 

固定負債合計   3,190,731 18.5 2,003,528 10.2  2,556,505 14.3

負債合計   8,232,393 47.8 9,630,793 49.1  8,510,062 47.7

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   1,128,500 6.5 1,128,500 5.8  1,128,500 6.3

Ⅱ 資本剰余金    

 １．資本準備金  1,495,200 1,495,200 1,495,200 

 資本剰余金合計   1,495,200 8.7 1,495,200 7.6  1,495,200 8.4

Ⅲ 利益剰余金    

１．利益準備金  35,525 35,525 35,525 

２．任意積立金  5,736,687 6,439,798 5,736,687 

３．中間(当期) 

未処分利益 
 597,357 891,542 938,245 

利益剰余金合計   6,369,569 37.0 7,366,865 37.5  6,710,458 37.6

Ⅳ その他有価証券 

評価差額金 
  △239 △0.0 293 △0.0  △261 △0.0

Ⅴ 自己株式   △1,036 △0.0 △1,165 △0.0  △1,165 △0.0

資本合計   8,991,993 52.2 9,989,694 50.9  9,332,731 52.3

負債資本合計   17,224,387 100.0 19,620,487 100.0  17,842,793 100.0
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②【中間損益計算書】 

  

前中間会計期間 

（自 平成16年９月１日 

至 平成17年２月28日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日） 

前事業年度の要約損益計算書 

（自 平成16年９月１日 

至 平成17年８月31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   10,692,844 100.0 12,920,991 100.0  21,968,255 100.0

Ⅱ 売上原価   5,745,312 53.7 6,526,485 50.5  11,531,870 52.5

売上総利益   4,947,531 46.3 6,394,506 49.5  10,436,384 47.5

Ⅲ 販売費及び一般管理

費 
  4,044,957 37.9 4,976,594 38.5  8,767,268 39.9

営業利益   902,574 8.4 1,417,911 11.0  1,669,115 7.6

Ⅳ 営業外収益 ※１  40,534 0.4 59,546 0.5  95,666 0.4

Ⅴ 営業外費用 ※２  37,426 0.4 27,533 0.2  69,770 0.3

経常利益   905,681 8.5 1,449,925 11.2  1,695,011 7.7

Ⅵ 特別利益 ※３  3,609 0.0 ―  5,717 0.0

Ⅶ 特別損失 ※４  11,135 0.1 68,734 0.5  30,965 0.1

税引前中間（当期）純

利益 
  898,155 8.4 1,381,190 10.7  1,669,763 7.6

法人税、住民税及び事

業税 
 403,782 635,079 845,543 

法人税等調整額  191 403,974 3.8 △26,823 608,256 4.7 △10,849 834,694 3.8

中間（当期）純利益   494,180 4.6 772,934 6.0  835,069 3.8

前期繰越利益   103,176 118,607 0.9  103,176

中間（当期）未処分利

益 
  597,357 891,542 6.9  938,245
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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 

項目 

前中間会計期間 

（自 平成16年９月１日 

至 平成17年２月28日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日） 

前事業年度 

（自 平成16年９月１日 

至 平成17年８月31日） 

１．資産の評価基準及

び評価方法 

(1）有価証券 

子会社株式 

移動平均法による原価法 

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) 

(1）有価証券 

子会社株式 

同左 

その他有価証券 

同左 

 

(1）有価証券 

子会社株式 

同左 

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) 

 

 (2）たな卸資産 

 商品 

売価還元法による原価法を採

用しております。 

 

(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(ただし、平成10年４月１

日以降に取得した建物(附属設備を

除く)については定額法)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      ３～39年 

什器備品    ２～10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 

 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９月１日 

至 平成17年２月28日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日） 

前事業年度 

（自 平成16年９月１日 

至 平成17年８月31日） 

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

込額を計上しております。 

 

(２)賞与引当金 

従業員の賞与の支出に充てるた

め、賞与支給見込額の当中間会

計期間負担額を計上しておりま

す。 

 

(３)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。 

 

(１)貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

(２)賞与引当金 

同左 

 

 

 

 

(３)退職給付引当金 

同左 

 

(１)貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

(２)賞与引当金 

従業員の賞与の支出に充てるた

め、賞与支給見込額の当事業年

度負担額を計上しております。

 

 

 (３)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

給付債務に基づき計上しており

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、期末日の直物

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．ヘッジ会計の方法 (１)ヘッジ会計の方法 

特例処理の要件を満たしている

金利スワップについて特例処理

によっております。 

 

(２)ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…金利スワップ 

ヘッジ対象…借入金利息 

 

(３)ヘッジ方針 

借入金の金利変動リスクを回避

する目的で金利スワップ取引を

行っております。 

 

(４)ヘッジ有効性評価の方法 

特例処理によっている金利スワ

ップについては、有効性の判定

を省略しております。 

 

(１)ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 

 

(２)ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…同左 

ヘッジ対象…同左 

 

(３)ヘッジ方針 

同左 

 

 

 

(４)ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

 

 

 

 

(１)ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 

 

(２)ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…同左 

ヘッジ対象…同左 

 

(３)ヘッジ方針 

同左 

 

 

 

(４)ヘッジ有効性評価の方法 

同左 
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項目 

前中間会計期間 

（自 平成16年９月１日 

至 平成17年２月28日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日） 

前事業年度 

（自 平成16年９月１日 

至 平成17年８月31日） 

6．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 

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。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 

 

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９月１日 

至 平成17年２月28日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日） 

前連結会計年度 

（自 平成16年９月１日 

至 平成17年８月31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。 これにより

税引前連結中間純利益は２２百万円減少して

おります。 

 なお減損損失累計額については、改正後の

中間連結財務諸表規則に基づき各資産の金額

から直接控除しております。 

――――― 

 

（追加情報） 

前中間会計期間 

（自 平成16年９月１日 

 至 平成17年２月28日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年９月１日 

 至 平成18年２月28日） 

前事業年度 

（自 平成16年９月１日 

 至 平成17年８月31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 

18,164千円増加し、営業利益、経常利

益及び税引前当期純利益が同額減少

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

 39,390千円増加し、営業利益、経常利

 益及び税引前当期純利益が同額減少

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17年２月28日） 

当中間会計期間末 

（平成18年２月28日） 

前事業年度末 

（平成17年８月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

2,751,485千円 

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

3,340,184千円

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

3,063,435千円

 

※２ 担保資産及び担保付債務 

（1）担保に供している資産 

建物      120,619千円 

土地     1,130,268      

計      1,250,888      

 

（2）上記に対応する債務 

一年内返済予定長期借入金 

                  60,000千円 

長期借入金     1,312,500   

計             1,372,500 

 

※２ 担保資産及び担保付債務 

（1） 担保に供している資産 

建物      113,226千円 

土地      1,130,268      

計       1,243,494     

 

（2）上記に対応する債務 

一年内返済予定長期借入金 

221,360千円 

長期借入金     1,078,640 

計             1,300,000 

※２ 担保資産及び担保付債務 

（1）担保に供している資産 

建物      116,721千円 

土地     1,130,268      

計      1,246,989      

 

（2）上記に対応する債務 

一年内返済予定長期借入金 

          5,000千円 

長期借入金    1,300,000 

計            1,305,000 

 

３ 偶発債務 

関係会社の金融機関からの借入金に

対する保証 

㈱商研           252,500千円 

 

３ 偶発債務 

関係会社の金融機関からの借入金に

対する保証 

㈱商研           210,000千円 

 

３ 偶発債務 

関係会社の金融機関からの借入金に

対する保証 

㈱商研      231,250千円 

※４ 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、金額的重要性が乏しいため、流

動負債の「その他」に含めて表示してお

ります。 

 

※４ 消費税等の取扱い 

同左 

 

※４  

――――――― 

 

５ 当社においては、設備資金の効率的な調

達を行うため、取引銀行５行と協調融

資方式による当座貸越契約及び貸出コ

ミットメント契約を締結しておりま

す。これら契約に基づく当中間会計期

間末の借入実行額は次のとおりであり

ます。 

当座貸越極度額及び貸出 

コミットメントの総額 
5,000,000千円  

借入実行残高 ── 千円  

差引額 5,000,000千円  
 

 ５ 当社においては、設備資金の効率的な調

達を行うため、取引銀行５行と協調融

資方式による当座貸越契約及び貸出コ

ミットメント契約を締結しておりま

す。これら契約に基づく当中間会計期

間末の借入実行額は次のとおりであり

ます。 

当座貸越極度額及び貸出

コミットメントの総額 
5,000,000千円 

借入実行残高 2,000,000千円 

差引額 3,000,000千円 

 ５ 当社においては、設備資金の効率的な調

達を行うため、取引銀行５行と協調融

資方式による当座貸越契約及び貸出コ

ミットメント契約を締結しておりま

す。これら契約に基づく当事業年度末

の借入実行額は次のとおりでありま

す。 

当座貸越極度額及び貸出 

コミットメントの総額 
5,000,000千円 

借入実行残高 ―― 千円 

差引額 5,000,000千円 
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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９月１日 

至 平成17年２月28日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日） 

前事業年度 

（自 平成16年９月１日 

至 平成17年８月31日） 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息            2,799千円 

受取配当金          2,075 

受取手数料         22,320 

賃貸料             10,644 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息            1,935千円 

受取配当金          2,075 

受取手数料         27,586 

賃貸料             25,599 

 

 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息           4,884千円 

受取配当金         2,150 

受取手数料        44,744 

賃貸料            27,308 

 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息           34,438千円 

社債利息            1,515 

 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息           25,972千円 

社債利息              252 

 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息           64,879千円 

社債利息            3,036 

 

※３  特別利益のうち主要なもの 

貸倒引当金戻入益      3,609千円 

 

――――― ※３  特別利益のうち主要なもの 

    固定資産売却益 

     車両運搬具      35千円 

 

※４ 特別損失のうち主要なもの 

固定資産除却損 

建物                689千円 

什器備品            384 

 役員退職慰労金  10,061千円 

※４ 特別損失のうち主要なもの 

固定資産除却損 

建物              24,725千円 

什器備品          11,832 

その他（有形固定資産） 

           436 

その他（投資その他の資産） 

    2,325 

火災による損失    6,658 

減損損失      22,755 

※４ 特別損失のうち主要なもの 

固定資産除却損 

建物       14,609千円 

什器備品          1,616 

その他（有形固定資産） 

      1,390 

その他（投資その他の資産）   

3,287 

役員退職慰労金    10,061千円 

 

    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

しました 

場所 用途 種類 減損損失
(百万円)

福岡県 店舗 

建物及び
構築物、
什 器 備
品、長期
前払費用

17 

静岡県 店舗 建物及び
什器備品 5 

なお当資産グループの回収可能性価格は、使用

価値により測定しており、将来キャッシュ・フ

ローを5.7％で割り引いて算定しております。

 

 

５ 減価償却実施額 

有形固定資産      309,344千円 

無形固定資産       12,967 

 

５ 減価償却実施額 

有形固定資産      339,584千円 

無形固定資産       14,970 

５ 減価償却実施額 

有形固定資産      677,602千円 

無形固定資産       29,730  
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前中間会計期間 

（自 平成16年９月１日 

至 平成17年２月28日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日） 

前事業年度 

（自 平成16年９月１日 

至 平成17年８月31日） 

※６ 中間会計期間における納付税額及び法

人税等調整額は当事業年度に予定して

いる利益処分による特別償却準備金の

積立及び取崩しを前提として計算して

おります。 

 

※６ 中間会計期間における納付税額及び法

人税等調整額は当事業年度に予定して

いる利益処分による特別償却準備金の

取崩しを前提として計算しておりま

す。 

 

――――― 

 

   

 

（リース取引関係） 

前中間会計期間 

（自 平成16年９月１日 

至 平成17年２月28日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日） 

前事業年度 

（自 平成16年９月１日 

至 平成17年８月31日） 

オペレーティング・リース取引 

(借主側) 

未経過リース料 

オペレーティング・リース取引 

(借主側) 

未経過リース料 

オペレーティング・リース取引 

(借主側) 

未経過リース料 
 

１年内 116,502千円

１年超 590,158千円

合計 706,661千円
  

 
１年内 108,582千円

１年超 481,575千円

合計 590,158千円
  

 
１年内 111,222千円

１年超 535,867千円

合計 647,090千円
  

 

（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のいずれにおいても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。 
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（１株当たり情報） 

前中間会計期間 

（自 平成16年９月１日 

至 平成17年２月28日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日） 

前事業年度 

（自 平成16年９月１日 

至 平成17年８月31日） 

 

１株当たり純資産額 1,902.50円 

１株当たり中間純利益金額 104.55円 

  

 

１株当たり純資産額 2,113.61円 

１株当たり中間純利益金額 163.53円 

  

 

１株当たり純資産額 1,969.96円

１株当たり当期純利益金額 172.02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、潜在株式が存在しないため記

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、潜在株式が存在しないため記

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、潜在株式が存在していないた

め記載しておりません。 

 

 （注） １株当たり中間（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。 

 

前中間会計期間 

（自 平成16年９月１日 

至 平成17年２月28日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日） 

前事業年度 

（自 平成16年９月１日 

至 平成17年８月31日） 

中間（当期）純利益（千円） 494,180 772,934 835,069 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― 22,000 

（うち利益処分による役員賞与金） (―) (―)  (22,000) 

普通株式に係る中間（当期）純利益（千円） 494,180 772,934 813,069 

期中平均株式数（千株） 4,726 4,726 4,726 

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 

 

(2）【その他】 

該当事項はありません。 
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