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コ ー ド 番 号  ７２１９                    本社所在都道府県  静岡県 
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代  表  者 役  職  名 代表取締役社長 
        氏    名 長谷川  浩之 
問い合わせ先 責任者役職名 常 務 取 締 役 

        氏    名 伊 東  光 司        ＴＥＬ（０５４４）２９－１１１１ 

決算取締役会開催日 平成18年４月14日  中間配当制度の有無  有 

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 1,000株） 

 

１．18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                   （記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。） 

 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   ％ 

3,112     （7.0） 

2,908   （△2.9） 

百万円   ％ 

△1    （－） 

△119    （－） 

百万円   ％ 

14    （－） 

△110    （－） 

17年８月期 6,480        13        111        
 

 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   ％ 

△66    （－） 

△29    （－） 

円   銭 

△13   33 

△5   78  

 

17年８月期 76        15   23   

(注)①期中平均株式数  18年２月中間期 5,022,000株 17年２月中間期 5,022,000株 17年８月期 5,022,000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 

 

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 ――――― 5  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 

 

18年２月中間期 

17年２月中間期 

百万円 

10,380    

10,300    

百万円 

7,687    

7,662    

％ 

74.1  

74.4  

円   銭 

1,530      77  

1,525   81  

17年８月期 10,515    7,769    73.9  1,547   19  

(注)①期末発行済株式数 18年２月中間期 5,022,000株 17年２月中間期 5,022,000株 17年８月期 5,022,000株 

②期末自己株式数   18年２月中間期  358,000株 17年２月中間期  358,000株 17年８月期  358,000株 

 

２．18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 

  6,640     

百万円 

   200      

百万円 

   40      

円  銭 

 10    00  

円  銭 

―――  

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  7 円  96 銭 

 
(注)上記の予想は、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、実際の業績は、

今後の様々な要因によって予想値と異なる場合があります。 
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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  1,580,595   1,639,565   1,673,103   

２．受取手形  70,376   89,879   88,011   

３．売掛金  985,522   1,019,330   1,208,163   

４．たな卸資産  1,673,644   1,803,640   1,608,313   

５．その他 ※４ 185,527   207,110   273,769   

貸倒引当金  △44,051   △31,533   △50,727   

流動資産合計   4,451,614 43.2  4,727,991 45.5  4,800,634 45.7 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産           

(1）建物 ※1,2 1,226,064   1,170,786   1,194,373   

(2）構築物 ※1,2 465,694   428,248   445,214   

(3）機械及び装置 ※1,2 484,106   477,440   481,539   

(4）土地 ※２ 1,860,399   1,860,399   1,860,399   

(5）建設仮勘定  3,177   26,919   7,128   

(6）その他 ※1,2 209,621   232,358   208,075   

有形固定資産合計  4,249,063   4,196,151   4,196,731   

２．無形固定資産  80,917   60,898   73,912   

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券  46,860   67,511   50,645   

(2）関係会社株式  655,380   646,180   647,025   

(3）その他  1,103,958   1,031,118   1,010,417   

貸倒引当金  △287,049   △349,093   △263,737   

投資その他の資産
合計 

 1,519,150   1,395,717   1,444,350   

固定資産合計   5,849,131 56.8  5,652,768 54.5  5,714,994 54.3 

資産合計   10,300,745 100.0  10,380,760 100.0  10,515,629 100.0 

           

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 
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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
（％） 

（負債の部）  
   

   
   

Ⅰ 流動負債           

１．支払手形  203,546   198,802   222,325   

２．買掛金  732,141   862,413   890,212   

３．短期借入金 ※２ 242,608   242,608   242,608   

４．未払法人税等  9,475   10,123   20,029   

５．賞与引当金  68,523   71,794   70,361   

６．営業外支払手形  75,841   -   54,239   

７．その他 ※４ 387,663   510,039   393,009   

流動負債合計   1,719,800 16.7  1,895,781 18.2  1,892,783 18.0 

Ⅱ 固定負債           

１．長期借入金 ※２ 648,248   505,640   576,944   

２．退職給付引当金  157,921   171,238   159,574   

３．役員退職慰労引当
金 

 112,160   120,560   116,360   

固定負債合計   918,329 8.9  797,438 7.7  852,878 8.1 

負債合計   2,638,129 25.6  2,693,220 25.9  2,745,661 26.1 

           

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   878,750 8.5  878,750 8.5  878,750 8.3 

Ⅱ 資本剰余金           

１．資本準備金  963,000   963,000   963,000   

資本剰余金合計   963,000 9.4  963,000 9.3  963,000 9.2 

Ⅲ 利益剰余金           

１．利益準備金  42,187   42,187   42,187   

２．任意積立金  6,461,690   5,960,720   6,461,690   

３．中間（当期）未処
理損失 

 515,452   1,003   409,924   

利益剰余金合計   5,988,425 58.1  6,001,904 57.8  6,093,953 57.9 

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

  4,796 0.1  16,241 0.2  6,619 0.1 

Ⅴ 自己株式   △172,355 △1.7  △172,355 △1.7  △172,355 △1.6 

資本合計   7,662,616 74.4  7,687,540 74.1  7,769,967 73.9 

負債・資本合計   10,300,745 100.0  10,380,760 100.0  10,515,629 100.0 

           

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 
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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   2,908,321 100.0  3,112,028 100.0  6,480,401 100.0 

Ⅱ 売上原価   1,809,909 62.2  1,878,016 60.3  4,018,353 62.0 

売上総利益   1,098,412 37.8  1,234,011 39.7  2,462,047 38.0 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

  1,217,536 41.9  1,235,880 39.8  2,448,420 37.8 

営業利益(損失△)   △119,124 △4.1  △1,868 △0.1  13,626 0.2 

Ⅳ 営業外収益 ※１  19,463 0.7  20,755 0.7  115,778 1.8 

Ⅴ 営業外費用 ※２  10,679 0.4  4,594 0.1  17,685 0.3 

経常利益(損失△)   △110,340 △3.8  14,292 0.5  111,719 1.7 

Ⅵ 特別利益 ※３  34,266 1.2  1,044 0.0  275 0.0 

Ⅶ 特別損失 ※４  11,665 0.4  71,258 2.3  23,797 0.3 

税引前中間(当期)
純利益(損失△) 

  △87,739 △3.0  △55,921 △1.8  88,197 1.4 

法人税、住民税及び
事業税 

※６ 4,817   5,033   6,523   

法人税等調整額 ※６ △63,538 △58,721 △2.0 5,983 11,017 0.4 5,165 11,688 0.2 

中間（当期）純利益
(損失△) 

  △29,018 △1.0  △66,938 △2.2  76,509 1.2 

前期繰越利益(損失
△) 

  △486,433   65,935   △486,433  

中間(当期)未処理
損失 

  515,452   1,003   409,924  

           

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 
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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）有価証券 (1）有価証券 (1）有価証券 １．資産の評価基準及び評価

方法 子会社株式および関連会社株式 

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） 

子会社株式および関連会社株式 

同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

 

子会社株式および関連会社株式 

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） 

 時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 

 移動平均法による原価法 同左 同左 

 (2）たな卸資産 (2）たな卸資産 (2）たな卸資産 

 製品、原材料および仕掛品 

移動平均法による原価法 

貯蔵品 

最終仕入原価法による原価法 

製品、原材料および仕掛品 

同左 

貯蔵品 

同左 

製品、原材料および仕掛品 

同左 

貯蔵品 

同左 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 (1）有形固定資産 ２．固定資産の減価償却の方

法 定率法を採用しております。 

ただし、平成10年９月１日以降

に取得した建物（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、建物３

～38年、構築物３～50年、機械

及び装置２～13年、その他２～

20年であります。 

同左 同左 

 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

 なお、ソフトウェア（自社利

用分）については、社内におけ

る利用可能期間（５年）に基づ

く定額法を採用しております。 

同左 同左 

 (3）長期前払費用 (3）長期前払費用 (3）長期前払費用 

 定額法を採用しております。 同左 同左 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 

  債権の貸倒による損失に備え

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

回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。 

同左 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） 

 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 

  従業員の賞与の支給に備える

ため、当中間期に負担すべき支

給見込額を計上しております。 

同左  従業員の賞与の支給に備える

ため、当期に負担すべき支給見

込額を計上しております。 

 (3）退職給付引当金 (3）退職給付引当金 (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

給付債務および年金資産の見込

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、会計基準変更時差異

（86,447千円）については、５

年による按分額を費用控除処理

しております。 

 数理計算上の差異は５年によ

る定額法により按分した額をそ

れぞれ発生の翌期から費用処理

することとしております。 

   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

職給付債務および年金資産の見

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。 

 数理計算上の差異は、５年に

よる定額法により、翌期から費

用処理することとしておりま

す。 

 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

務および年金資産の見込額に基

づき計上しております。 

 なお、会計基準変更時差異

（86,447千円）については、５

年による按分額を費用控除処理

しております。 

 数理計算上の差異は、５年に

よる定額法により、翌期から費

用処理することとしておりま

す。 

 (4）役員退職慰労引当金 (4）役員退職慰労引当金 (4）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、内規に基づく中間期

末要支給額を計上しておりま

す。 

同左  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。 

４．外貨建の資産又は負債の

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．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 
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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．ヘッジ会計の方法 (イ）ヘッジ会計の方法 (イ）ヘッジ会計の方法 (イ）ヘッジ会計の方法 

  為替予約が付されている外

貨建金銭債権債務等について

は、振当処理を行っておりま

す。 

同左 同左 

 (ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象 (ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象 (ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段…為替予約 

ヘッジ対象…外貨建金銭債

権債務等 

同左 同左 

 (ハ）ヘッジ方針 (ハ）ヘッジ方針 (ハ）ヘッジ方針 

  外貨建取引の為替相場の変

動リスクを回避する目的で為

替予約取引を行っており、ヘッ

ジ対象の識別は個別契約ごと

に行っております。 

同左 同左 

 (ニ）ヘッジ有効性評価の方法 (ニ）ヘッジ有効性評価の方法 (ニ）ヘッジ有効性評価の方法 

  為替予約の締結時にリスク

管理方針に従って、外貨建によ

る同一金額で同一期日の為替

予約をそれぞれ振当てている

ため、その後の為替相場の変動

による相関関係は完全に確保

されているので中間決算日に

おける有効性の評価を省略し

ております。 

同左 為替予約の締結時にリスク

管理方針に従って、外貨建によ

る同一金額で同一期日の為替

予約をそれぞれ振当てている

ため、その後の為替相場の変動

による相関関係は完全に確保

されているので決算日におけ

る有効性の評価を省略してお

ります。 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 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 

 消費税および地方消費税の会計

処理は税抜方式によっておりま

す。 

同左 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） 

前事業年度 

（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）およ

び「固定資産の減損に係る会計基準適用

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。 

────── 

   

 

表示方法の変更 

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） 

前事業年度 

（自 平成16年９月１日 

至 平成17年８月31日） 

────── 前中間会計期間まで区分掲記していた

営業外支払手形は、金額的な重要性が低

くなってきたため、流動負債の「その他」

に含めて表示しております。なお、当中

間会計期間の営業外支払手形は、91,403

千円であります。 

────── 
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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 

5,010,240千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

5,181,929千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

5,085,846千円 

※２ 担保に供している資産およびこれに

対応する債務は次のとおりでありま

す。 

※２ 担保に供している資産およびこれに

対応する債務は次のとおりでありま

す。 

※２ 担保に供している資産およびこれに

対応する債務は次のとおりでありま

す。 

(イ）担保に供している資産 (イ）担保に供している資産 (イ）担保に供している資産 

  

科目 工場財団 その他 

建物 1,151,593千円 5,398千円

構築物 453,379 － 

機械及び装置 200,536 － 

土地 1,411,546 79,725 

有形固定資産

のその他 
9,961 － 

合計 3,227,016千円 85,123千円

  

  

科目 工場財団 その他 

建物 1,098,802千円 5,080千円

構築物 416,878 － 

機械及び装置 168,257 － 

土地 1,411,546 79,725 

有形固定資産

のその他 
8,541 － 

合計 3,104,025千円 84,805千円

  

  

科目 工場財団 その他 

建物 1,120,943千円 5,234千円

構築物 433,936 － 

機械及び装置 182,183 － 

土地 1,411,546 79,725 

有形固定資産

のその他 
9,130 － 

合計 3,157,740千円 84,959千円

  

(ロ）上記に対応する債務 (ロ）上記に対応する債務 (ロ）上記に対応する債務 

科目 金額 

短期借入金 242,608千円

長期借入金 648,248 

合計 890,856千円

  

科目 金額 

短期借入金 242,608千円

長期借入金 505,640 

合計 748,248千円

  

科目 金額 

短期借入金 242,608千円

長期借入金 576,944 

合計 819,552千円

  

３ 保証債務 ３ 保証債務 ３ 保証債務 

 下記の会社の金融機関借入金に対し

て債務保証を行っております。 

 下記の会社の金融機関借入金に対し

て債務保証を行っております。 

 下記の会社の金融機関借入金に対し

て債務保証を行っております。 

  

ＨＫＳ ＵＳＡ，ＩＮＣ． 117,685千円

ＬＩＦＥＣＡＲＥ ＭＯＢ

ＩＬＩＴＹ, ＩＮＣ． 
10,474 

㈱エッチ ケー エス 北

海道サービス 
111,200 

日生工業㈱ 115,100 

計 354,459千円

  

  

ＨＫＳ ＵＳＡ，ＩＮＣ． 169,754 千円

ＬＩＦＥＣＡＲＥ ＭＯＢ

ＩＬＩＴＹ, ＩＮＣ． 
11,627 

㈱エッチ ケー エス 北

海道サービス 
89,000 

日生工業㈱ 93,520 

計 363,901 千円

  

 関係会社の取引先より仕入債務に

対して次のとおり債務保証を行って

おります。 

ＨＫＳ（Ｔｈａｉｌａｎｄ）

Ｃｏ．，Ｌｔｄ． 
3,191 千円

計 3,191 千円

  

  

ＨＫＳ ＵＳＡ，ＩＮＣ． 124,055千円

ＬＩＦＥＣＡＲＥ ＭＯＢ

ＩＬＩＴＹ, ＩＮＣ． 
11,140 

㈱エッチ ケー エス 北

海道サービス 
100,100 

日生工業㈱ 103,480 

計 338,775千円

  

 関係会社の取引先より仕入債務に

対して次のとおり債務保証を行って

おります。 

ＨＫＳ（Ｔｈａｉｌａｎｄ）

Ｃｏ．，Ｌｔｄ． 
2,895千円

計 2,895千円

  

※４ 消費税等の取り扱い ※４ 消費税等の取り扱い ※４   ────── 

 仮払消費税等と仮受消費税等は相殺

のうえ、未収還付消費税等を流動資産

の「その他」に含めて計上しておりま

す。 

 仮払消費税等と仮受消費税等は相殺

のうえ、未払消費税等を流動負債の「そ

の他」に含めて計上しております。 
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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 営業外収益の主要項目 ※１ 営業外収益の主要項目 ※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 2,667千円

受取配当金 227 

  
 

受取利息 2,401千円

受取配当金 275 

為替差益 8,852 
 

受取利息 5,158千円

受取配当金 77,812 
 

   

※２ 営業外費用の主要項目 ※２ 営業外費用の主要項目 ※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 5,467千円

為替差損 5,197 

  

支払利息 4,593千円

  

  

支払利息 10,576千円

為替差損 6,886 
 

※３ 特別利益の主要項目 ※３    ────── ※３    ────── 

貸倒引当金戻入益 33,435千円

  

 

  

 

  

※４    ────── ※４ 特別損失の主要項目     ※４ 特別損失の主要項目 

 
 

貸倒引当金繰入額 66,162千円
 

関係会社株式評価損 19,014千円

  

５ 減価償却実施額 ５ 減価償却実施額 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 137,390千円

無形固定資産 14,496 

  

有形固定資産 136,071千円

無形固定資産 13,756 

  

有形固定資産 290,598千円

無形固定資産 28,696 

  

※６ 中間会計期間に係る納付税額および

法人税等調整額は、当期において予定

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、当中間会計

期間に係る金額を計算しております。 

 

※６      同左 ※６    ────── 

 

 

（リース取引関係） 

 ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。 

 

 

（有価証券関係） 

 前中間会計期間、当中間会計期間および前事業年度のいずれにおいても子会社株式およ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 1,525円81銭

１株当たり中間純損失金額 5円78銭

  

 

１株当たり純資産額 1,530円77銭

１株当たり中間純損失金額 13円33銭

  

 

１株当たり純資産額 1,547円19銭

１株当たり当期純利益金額 15円23銭

  

 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、１株当たり中間純損

失が計上されており、また潜在株式が存在

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、１株当たり中間純損失が

計上されており、また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（損失）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（損失△）（千円） △29,018 △66,938 76,509 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

普通株式に係る中間（当期）純利益（損

失△）（千円） 
△29,018 △66,938 76,509 

期中平均株式数（千株） 5,022 5,022 5,022 

 

（重要な後発事象） 

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） 

────── （自己株式の消却） 

当社は、平成18年４月７日開催の取締

役会において、商法第212条の規定に基づ

き自己株式を消却することを決議し、下

記のとおり実施いたします。 

1.消却した株式の種類     普通株式 

2.消却した株式の数      358,000株 

3.消却した株式の総額    172,355千円 

4.消却実施日     平成18年４月17日 

5.消却後の発行済株式総数 5,022,000株 

 

────── 

 


