
平成18年３月期　個別財務諸表の概要

                                                                   平成18年５月17日

上場会社名 zxcv 上場取引所　　東

コード番号 　  本社所在都道府県    東京都
 （URL  http://www.taiyoink.co.jp）

代　　表　　者　役職名  代表取締役社長         氏名  釜萢  裕一　

問合せ先責任者　役職名　取締役･最高財務責任者　氏名  伊藤　幸生  　　　 ℡（03）5999-1511(代表)

決算取締役会開催日　    平成18年５月17日      　 　     中間配当制度の有無　　有

配当支払開始予定日　　　平成18年６月29日　　　　　　　　定時株主総会開催日　  平成18年６月28日  

単元株制度採用の有無　　有(１単元100株）

１．18年３月期の業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日）

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

％ ％ 百万円 ％

　百万円  ％

 (注)   1.期中平均株式数 18年3月期  17年3月期　14,149,966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､当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

　（２）配当状況

円

  (注)   期末配当金の内訳は、普通配当 30円、特別配当 50円であります。

　（３）財政状態

百万円 百万円 ％ 　　円  銭

（注）　1.期末発行済株式数　18年3月期 17年3月期 　

　　　　2.自己株式数  　　　18年3月期　 17年3月期 　

２．19年３月期の業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

円 円 円

  （参考）　１株当たり予想当期純利益（通期）226円　16銭

　  ※業績予想につきましては、現時点での入手可能な情報に基づき作成したものであり、様々な不確定
　　　要素が内在しておりますので、実際の業績が記載の予測数値と異なる可能性があります。

　  　なお、上記予想に関する事項は、添付資料の９ページを参照してください。
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  ２【財務諸表等】

      ①【貸借対照表】

区　　　　分
注記
番号 構成比 構成比 増減(千円)

（資産の部） （％） （％）

Ⅰ．流動資産

　１．現金及び預金 5,476,117    7,147,292    

　２．受取手形 1,031,734    1,021,129    

　３．売掛金 ※３ 3,436,280    5,164,845    

　４．商品 7            45           

　５．製品 932,906      1,191,730    

　６．原材料 743,261      1,031,745    

　７．仕掛品 106,744      196,904      

　８．貯蔵品 131,640      219,532      

　９．前払費用 24,243       28,848       

　10．繰延税金資産 197,308      319,374      

　11．短期貸付金 5,151        4,398        

　12．未収消費税等 148,049      343,762      

　13．その他 11,983       42,251       

　14．貸倒引当金 △3,500      △42,500     

流動資産合計 12,241,929   35.9   16,669,359   43.5   4,427,430  

Ⅱ．固定資産

　１．有形固定資産

　　(1）建物 10,067,405 9,671,559  

　　　 　減価償却累計額 3,829,648  6,237,756    3,749,849  5,921,710    

　　(2）構築物 1,238,312  1,232,738  

　　　 　減価償却累計額 703,518    534,794      746,299    486,438      

　　(3）機械及び装置 5,313,341  5,119,223  

　　　 　減価償却累計額 3,355,897  1,957,443    3,594,067  1,525,155    

　　(4）車両及び運搬具 98,818     95,250     

　　　 　減価償却累計額 76,084     22,733       78,201     17,049       

　　(5）工具、器具及び備品 976,623    967,811    

　　　 　減価償却累計額 724,722    251,900      761,348    206,462      

　　(6）土地 3,412,019    3,407,640    

　　(7）建設仮勘定 114,548      －           

　有形固定資産合計 12,531,196   36.8   11,564,457   30.2   △966,739  

　２．無形固定資産

　　(1）借地権 4,212        4,212        

　　(2）電話加入権 8,026        2,189        

　　(3）ソフトウェア 440,639      269,057      

　　(4）その他 5,534        4,901        

　無形固定資産合計 458,411      1.3    280,361      0.7    △178,050  

　３．投資その他の資産

　　(1）投資有価証券 847,015      1,482,331    

　　(2）関係会社株式 5,341,182    5,600,410    

　　(3）出資金 3,010        3,010        

　　(4）関係会社出資金 2,415,426    2,415,426    

　　(5）従業員に対する長期貸付金 5,881        5,503        

　　(6）会員権・利用権 40,250       38,775       

　　(7）生命保険積立金 52,738       75,368       

　　(8）損害保険掛金 62,217       76,289       

　　(9）破産更生債権等 10,795       10,850       

　　(10）繰延税金資産 101,124      －           

　　(11)その他 3,749        110,223      

　　(12)貸倒引当金 △43,400     △37,340     

　投資その他の資産合計 8,839,990    25.9   9,780,848    25.6   940,858    

固定資産合計 21,829,598   64.1   21,625,667   56.5   △203,931  

資産合計 34,071,527   100.0  38,295,027   100.0  4,223,499  

対前年比

金額（千円）

前事業年度 当事業年度
（平成17年３月31日） （平成18年３月31日）

金額（千円）
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 区　　　　分
注記
番号 構成比 構成比 増減（千円）

（負債の部） （％） （％）

Ⅰ．流動負債

　１．支払手形 1,573,128    2,206,025    

　２．買掛金 1,324,890    2,501,451    

　３．未払金 482,095      608,565      

　４．未払法人税等 213,938      762,000      

　５．未払費用 44,403       54,135       

　６．預り金 23,293       26,782       

　７．賞与引当金 220,000      295,000      

　８．設備関係支払手形 52,312       17,994       

　９．その他 9,966        1,060        

　流動負債合計 3,944,027    11.6   6,473,016    16.9   2,528,988  

Ⅱ．固定負債

　１．繰延税金負債 －           79,702       

　２．退職給付引当金 548,602      632,021      

　３．役員退職慰労引当金 58,040       74,653       

　固定負債合計 606,643      1.8    786,378      2.1    179,735    

負債合計 4,550,670    13.4   7,259,394    19.0   2,708,724  

（資本の部）

Ⅰ．資本金 ※１ 6,134,900    18.0   6,134,900    16.0   －

Ⅱ．資本剰余金

　１．資本準備金 7,102,400  7,102,400  

　２. その他資本剰余金

　　(1）自己株式処分差益 －         91         

　　資本剰余金合計 7,102,400    20.8   7,102,491    18.5   91          

Ⅲ．利益剰余金

　１．利益準備金 620,700    620,700    

　２．任意積立金

　　(1）配当準備積立金 2,271,760  1,561,760  

　　(2）別途積立金 11,300,000 12,600,000 

　３．当期未処分利益 2,182,335  2,787,576  

　　利益剰余金合計 16,374,795   48.1   17,570,036   45.9   1,195,240   

Ⅳ．その他有価証券評価差額金 ※４ 240,935      0.7    562,180      1.5    321,244     

Ⅴ．自己株式 ※２ △332,174    △1.0  △333,975    △0.9  △1,801     

資本合計 29,520,857   86.6   31,035,632   81.0   1,514,774  

負債及び資本合計 34,071,527   100.0  38,295,027   100.0  4,223,499  

金額（千円）

前事業年度 当事業年度
（平成17年３月31日） （平成18年３月31日）

対前年比

金額（千円）
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      ②【損益計算書】

区　　　　分
注記
番号 構成比 構成比 増減（千円）

（％） （％）

Ⅰ．売上高 ※５ 17,038,589   100.0  22,158,720   100.0  5,120,131   

Ⅱ．売上原価

　１．製品商品期首棚卸高 743,328    932,913    

　２．当期製品製造原価 10,562,842 13,772,063 

　３．当期商品仕入高 1,079,757  1,837,744  

合計 12,385,928 16,542,721 

　４．製品商品期末棚卸高 932,913    11,453,014   67.2   1,191,776  15,350,945   69.3   3,897,930   

売上総利益 5,585,574    32.8   6,807,775    30.7   1,222,201  

Ⅲ．販売費及び一般管理費 ※1,4 3,884,330    22.8   4,309,407    19.4   425,076     

営業利益 1,701,243    10.0   2,498,368    11.3   797,124    

Ⅳ．営業外収益

　１．受取利息 1,572      2,291      

　２．関係会社受取利息 224        －         

　３．受取配当金 8,139      10,120     

　４．関係会社受取配当金 ※５ 1,507,581  1,630,469  

　５．為替差益 －         152,939    

　６．関係会社受取手数料 52,380     51,117     

　７．その他 23,454     1,593,353    9.3    16,637     1,863,574    8.4    270,221     

Ⅴ．営業外費用

　１．支払利息 1,184      1,074      

　２．寄贈構築物分･水利権償却費 632        632        

　３．支払手数料 12,389     5,465      

　４．為替差損 10,586     －         

　５．貸倒引当金繰入額 5,605      －         

　６．その他 11,666     42,063       0.2    5,783      12,955       0.1    △29,108    

経常利益 3,252,533    19.1   4,348,987    19.6   1,096,453  

Ⅵ．特別利益

　１．固定資産売却益 ※３ 83         －         

　２．貸倒引当金戻入益 － 4,640      

　３．保険差益 34,129     34,213       0.2    －         4,640        0.0    △29,573    

Ⅶ．特別損失

　１．固定資産売除却損 ※２ 83,544     420,394    

　２．役員退職慰労金 19,246     －         

　３．減損損失 ※６ －         102,791      0.6    10,215     430,610      1.9    327,819     

税引前当期純利益 3,183,956    18.7   3,923,016    17.7   739,060    

法人税、住民税及び事業税 864,619    1,272,649  

法人税等調整額 90,139     954,758      5.6    △159,356  1,113,293    5.0    158,534     

当期純利益 2,229,197    13.1   2,809,723    12.7   580,525    

前期繰越利益 377,671      402,348      24,676      

自己株式処分差損 33           －           △33        

中間配当額 424,499      424,494      △4         

当期未処分利益 2,182,335    2,787,576    605,240    

金額（千円） 金額（千円）

前事業年度 当事業年度
（自　平成16年４月１日 

   至　平成17年３月31日）
（自　平成17年４月１日 

   至　平成18年３月31日）
対前年比
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      ③【利益処分案】

Ⅰ．当期未処分利益 2,182,335

Ⅱ．任意積立金取崩額

　　　配当準備積立金取崩額 710,000 710,000

合計 2,892,335

Ⅲ．利益処分額

　１．配当金 1,131,987

　　　　普通配当 (424,495)
（１株につき

30円00銭）

　　　　特別配当 (707,492)
（１株につき

50円00銭）

　２．取締役賞与金 58,000

　３．任意積立金

　  (1) 配当準備積立金 ―  　       

　　(2) 別途積立金 1,300,000 2,489,987

Ⅳ．次期繰越利益 402,348

 (注)  １．平成16年12月10日に424,499千円の中間配当を実施しております。

       ２．平成17年12月８日に424,494千円の中間配当を実施しております。

       ３．前事業年度の配当金には自己株式82,151株分を除いております。

       ４．当事業年度の配当金には自己株式82,481株分を除いております。

１株当たり配当金の内訳

平成17年３月期 平成18年３月期

年間 中間 期末

　　  円  銭 　　  円  銭 　　  円  銭 

普通株式  　110. 00　　  　 30. 00　  　 80. 00　 110. 00    30. 00    80. 00    

　内訳

　　普通配当 　　60. 00　　  　 30. 00　  　 30. 00　 60. 00    30. 00    30. 00    

　　特別配当 　　50. 00　　 ― 　　50. 00　　 50. 00    50. 00    ―  　       

392,615 △9,732      

年間 中間 期末

　　　 円　銭 　　　 円　銭 　　　 円　銭

　　　　　―

1,900,000 3,104,961 614,973

(424,485)
(１株につき
30円00銭）

(707,475)

73,000

(１株につき
50円00銭）

3,497,576 605,240

1,131,961

2,787,576 605,240

710,000 710,000 －           

前事業年度 当事業年度 対前年比

 区　　分 金額（千円） 金額（千円） 増減（千円）
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 　　重要な会計方針

１．有価証券の評価基準及び評価方法 １．有価証券の評価基準及び評価方法

(1）子会社株式 (1）子会社株式
　　　移動平均法による原価法を採用しておりま 同 　　　左
　　　す。

(2）その他有価証券 (2）その他有価証券
　　　時価のあるもの 　　時価のあるもの
　　　　決算日の市場価格等に基づく時価法（評 同 　　　左
　　　　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）を採
　　　　用しております。
　　　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を採用しており 同 　　　左
　　　　ます。

２．デリバティブの評価基準および評価方法 ２．デリバティブの評価基準および評価方法

時価法 同 　　　左

３．たな卸資産の評価基準及び評価方法 ３．たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1）製品、商品、仕掛品、原材料 (1）製品、商品、仕掛品、原材料
　　　移動平均法による原価法 同 　　　左

(2）貯蔵品 (2）貯蔵品
　　　 終仕入原価法 同 　　　左

４．固定資産の減価償却の方法 ４．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産
　　　定率法（ただし、平成10年４月１日以降に 同 　　　左
　　　取得した建物（付属設備は除く）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 年
構築物 年
機械及び装置 ９ 年
車両及び運搬具 年
工具、器具及び備品 ３～６ 年

(2）無形固定資産 (2）無形固定資産
　    ソフトウェア（自社利用）     ソフトウェア（自社利用）
　　  ……社内見込利用可能期間（５年） 同 　　　左
　        に基づく定額法
　    その他     その他
　　  ……定額法 同 　　　左

５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 ５．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、期末日の直物為替 同 　　　左
　　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。

    至　平成17年３月31日）
（自　平成17年４月１日

    至　平成18年３月31日）

15～50
７～60

４～６

前事業年度 当事業年度

（自　平成16年４月１日
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６．引当金の計上基準 ６．引当金の計上基準
　 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるために、 同 　　　左
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。

(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に支給見込 同 　　　左
額基準により算出した金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
従業員の退職給付に備えるため、当事業年 同 　　　左
度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。
数理計算上の差異は、各期の発生時におけ
る従業員の平均残存勤務年数以内の一定の
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）役員退職慰労引当金 (4）役員退職慰労引当金
役員に対する退職慰労金の支払に充てるた 同 　　　左
め、内規に基づく期末要支給額を引当計上
しております。

７．リース取引の処理方法 ７．リース取引の処理方法
　　リース物件の所有者が借主に移転すると認め 同 　　　左
　　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。
　
８．その他財務諸表作成のための重要な事項 ８．その他財務諸表作成のための重要な事項
　　消費税等の会計処理について 　消費税等の会計処理について
　　消費税等の会計処理は、税抜方式によってお 同 　　　左
　　ります。

財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

（固定資産の減損に係る会計基準）

当事業年度より、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。これにより税引
    前当期純利益は10,215千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。

　　至　平成17年３月31日） 　　至　平成18年３月31日）

前事業年度 当事業年度
（自　平成16年４月１日 （自　平成17年４月１日

前事業年度 当事業年度

（自　平成16年４月１日 （自　平成17年４月１日
    至　平成17年３月31日）     至　平成18年３月31日）
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      注記事項
      （貸借対照表関係）

※１　会社が発行する株式及び発行済株式の総数 ※１ 会社が発行する株式及び発行済株式の総数
　　　会社が発行する株式の総数 　　会社が発行する株式の総数
　　　　　　　　　　　 普通株式  21,000,000株 　　　　　　　　　　 普通株式 50,000,000株
　　　発行済み株式の総数 　　発行済み株式の総数
　　　　　　 　　　　　普通株式  14,232,000株 　　　　　 　　　　　普通株式 14,232,000株

※２　自己株式 ※２ 自己株式

　　　当社が保有する自己株式の数は、普通株式 　　　当社が保有する自己株式の数は、普通株式
　　　82,151株であります。 　　82,481株であります。

※３　関係会社項目 ※３ 関係会社項目
　　　関係会社に対する資産には区分掲記された 　　関係会社に対する資産には区分掲記された
　　　もののほか次のものがあります。 　　もののほか次のものがあります。

売掛金 千円 売掛金 千円

※４　配当制限 ※４ 配当制限
　　　商法施行規則第124条第３号に規定する資産 　　商法施行規則第124条第３号に規定する資産
　　　に時価を付したことにより増加した純資産 　　に時価を付したことにより増加した純資産
　　　額は240,935千円であります。 　　額は562,350千円であります。

　５　当座貸越契約及び貸出コミットメント契約 ５
　　　について
　　　当社は、運転資金の効率的な調達を行うた
　　　め取引銀行４行と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未実
　　　行残高は次のとおりであります。
　　　 　当座貸越極度額 千円
　　　　 及び貸出ｺﾐｯﾄﾒﾝﾄ　　　　　　　

　　　　 の総額

　　　 借入実行残高　　　　
千円

（注） 上記貸出コミットメント契約については、
本契約が終了し、かつ借入人が本契約の全
ての債務の履行を完了するまで、当社の決
算期の末日における資本の合計を直前の有
価証券報告書または半期報告書に記載する
資本の合計の75%以上に維持する旨の純資
産額維持制限を受けております。

1,059,408

5,000,000

―

（平成18年３月31日現在）

1,372,301

前事業年度

（平成17年３月31日現在）

当事業年度

差引額 5,000,000
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      （損益計算書関係）

※１　販売費及び一般管理費のうち、販売費に属 ※１　販売費及び一般管理費のうち、販売費に属
　　　する費用のおおよその割合は41％であり、 　　する費用のおおよその割合は46％であり、
　　　一般管理費に属する費用のおおよその割合 　　一般管理費に属する費用のおおよその割合
　　　は59％であります。主要な費目及び金額は 　　は54％であります。主要な費目及び金額は
　　　次のとおりであります。 　　次のとおりであります。

(単位：千円） （単位：千円）
　　　　配送費 　　　配送費
　　　　荷造梱包費 　　　荷造梱包費
　　　　販売手数料 　　　販売手数料
　　　　役員報酬 　　　役員報酬
　　　　給料 　　　給料
　　　　賞与 　　　賞与
　　　　賞与引当金繰入額 　　　賞与引当金繰入額
　　　　支払手数料 　　　支払手数料
　　　　減価償却費 　　　減価償却費
　　　　試験研究費 　　　試験研究費

役員退職慰労引当金繰入額 役員退職慰労引当金繰入額
退職給付費用 退職給付費用
顧問委託料 顧問委託料

※２　固定資産売除却損 ※２ 固定資産売除却損
(単位：千円） （単位：千円）

　　　固定資産売却損 　　固定資産売却損
車両及び運搬具 車両及び運搬具
機械及び装置
工具、器具及び備品

　　　固定資産除却損 　　固定資産除却損
建物 建物
機械及び装置 機械及び装置
工具、器具及び備品 工具、器具及び備品
車両及び運搬具 車両及び運搬具
構築物 構築物
ソフトウェア ソフトウェア

建物等取壊し撤去費用

※３　固定資産売却益 ※３
車両及び運搬具

※４　一般管理費及び当期製造費用に含まれる ※４ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる
　　　研究開発費は次のとおりであります。 　　研究開発費は次のとおりであります。
　　　　

※５　関係会社との取引に係るものが次のとおり ※５ 関係会社との取引に係るものが次のとおり
　　　含まれております。 　　含まれております。
　　　　関係会社への売上高 　　 関係会社への売上高
　　　　関係会社受取配当金 　　 関係会社受取配当金

※６　 ※６ 減損損失
当事業年度において、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。

当社は、事業用資産についてはその全てを１
つの単位として、また賃貸資産及び遊休資産
については個別物件単位でグルーピングを
行っております。
なお、遊休資産については、その将来の用途
が定まっていないことから、帳簿価額を正味
売却価額により算定した回収可能価額まで減
額しました。

487,576
204,383

65

44,362

97

942

452,616

133,574
153,489

112,260

309,179
305,097

823,857

599,605千円

3,736,497千円
1,507,581千円

2,317
54

180

17,213
3,767

254,886
195,400
115,572
773,630
120,662

211,751
506,837

386,752

59,681

42,297

220
86
21

（自　平成17年４月１日

前事業年度 当事業年度

224,606
16,613

    至　平成17年３月31日）     至　平成18年３月31日）
（自　平成16年４月１日

116,416

111,878

4,328
25,682

177,081

47
212,150

1,630,469千円

613,006千円

4,569,753千円

244,031
15,111

106,253

83千円

場所

長野県北佐久
郡軽井沢町

東京都
練馬区他

合　計

用途

遊休
資産
遊休
資産

－

種類

土地

電話
加入権

－

減損損失

4,378千円

5,837千円

10,215千円
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（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）

前事業年度（自平成16年４月１日至平成17年３月31日）及び当事業年度（自平成17年４月１日
至平成18年３月31日）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。

（税効果会計）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な
　　原因別の内訳 　原因別の内訳

　　繰延税金資産 （単位:千円） 　繰延税金資産 （単位:千円）
　　　　　役員退職慰労引当金否認 　 　　役員退職慰労引当金否認
　　　　　退職給付引当金否認 　 　　退職給付引当金否認
　　　　　賞与引当金繰入否認 　 　　賞与引当金繰入否認
　　　　　未払事業税否認 　 　　未払事業税否認
　　　　　直接外国税額否認 　 　　直接外国税額否認
　　　　　賞与分社会保険料否認 　 　　賞与分社会保険料否認

　　 　ソフトウェア導入調査費用否認 　 　ソフトウェア導入調査費用否認
　　　ゴルフ会員権評価損否認 　　ゴルフ会員権評価損否認

貸倒引当金繰入額否認 貸倒引当金繰入額否認
その他 その他

評価性引当金 評価性引当金

繰延税金資産合計 繰延税金資産合計

繰延税金負債 繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 その他有価証券評価差額金
繰延税金負債合計 繰延税金負債合計

繰延税金資産純額 繰延税金資産純額

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等
    の負担率との間に重要な差異があるときの、    の負担率との間に重要な差異があるときの、
    当該差異の原因となった主要な項目別の内訳    当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 法定実効税率

（調整） （調整）
間接税額控除 間接税額控除
交際費等永久に損金に 交際費等永久に損金に
　 算入されない項目 算入されない項目
受取配当金等永久に益金に 受取配当金等永久に益金に
　 算入されない項目 　　　　　 算入されない項目
住民税均等割等 住民税均等割等
試験研究費税額控除 試験研究費税額控除
その他 その他

税効果会計適用後の 税効果会計適用後の
法人税等の負担率 法人税等の負担率

0.13
△ 0.56

0.85

28.38

40.44

△ 12.80

0.37

△ 0.05

381,708

239,671

（単位：％）

86,317

△ 40,351

621,379

381,708

13,938
10,119
25,760
31,297

255,589
119,298
89,219

－

    至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日

23,471
221,854

△ 0.83
△ 0.02

（単位：％）

28,836

（自　平成16年４月１日
前事業年度

31,078

163,590

    至　平成17年３月31日）

20,239
25,164
17,955

163,590

88,968

30,189

10,326

29.99

0.16
△ 0.05

40.44

0.37

△ 10.08

462,023

298,433

32,478

△ 38,349
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（１株当たり情報）

円 銭 円 銭
1株当たり純資産額 1株当たり純資産額

1株当たり当期純利益 1株当たり当期純利益

　　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益 　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、潜在株式がないため記載し 　金額については、潜在株式がないため記載し
　　ておりません。 　ておりません。

　（注）　１株当たり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。

当期純利益（千円） 当期純利益（千円）

普通株主に帰属しない金額（千円） 普通株主に帰属しない金額（千円）
( ) ( )

普通株式に係る当期純利益（千円） 普通株式に係る当期純利益（千円）

期中平均株式数（千株） 期中平均株式数（千株）

後発事象

該当事項はありません。

役員の異動（平成18年６月28日付予定）

（１） 代表者の異動

該当事項はありません。

（２） その他の役員の異動

① 退任予定監査役

常勤監査役　佐藤　雄児

② 補欠監査役候補

補欠監査役　鈴木　康雄（公認会計士）

当事業年度

2,188.25

193.41

当事業年度
（自　平成17年４月１日

    至　平成18年３月31日）

2,809,723

2,736,723

前事業年度
（自　平成16年４月１日

    至　平成17年３月31日）

(うち利益処分による役員賞与金）

2,229,197

（自　平成17年４月１日
    至　平成18年３月31日）

(うち利益処分による役員賞与金）

14,149

73,000
73,000

14,149

58,000
58,000

2,171,197

2,082.20

153.44

（自　平成16年４月１日
    至　平成17年３月31日）

前事業年度
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