
  
 

平成18年10月期 個別中間財務諸表の概要 平成18年６月15日

上場会社名 株式会社ジー・エフ 上場取引所 東証マザーズ

コード番号 3751 本社所在都道府県 東京都

(URL　http://www.gf-net.co.jp/)

代　　表　　者　役職名 代表取締役社長 氏名　仲吉　昭治

問合せ先責任者　役職名 常務取締役広報室長 氏名　岡田　博之 TEL  03(5978)2261

決算取締役会開催日 平成18年６月15日 中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始日 － 単元株制度採用の有無 無

１．平成18年４月中間期の業績（平成17年11月１日～平成18年４月30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。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年４月中間期 1,238 1.8 117 △2.8 117 5.3

17年４月中間期 1,216 50.3 120 268.5 111 321.3

17年10月期 2,547 337 306

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭

18年４月中間期 66 1.9 5,397 12

17年４月中間期 65 506.1 10,588 81

17年10月期 179 14,570 63

（注）①期中平均株式数 18年４月中間期 12,340株 17年４月中間期 6,170株 17年10月期  12,340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であります。

(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

18年４月中間期 0 00 － 　　　－

17年４月中間期 0 00 － 　　　－

17年10月期 －　　　　－ 3,000 00

(3）財政状態 （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。

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

18年４月中間期 1,762 851 48.3 68,984 04

17年４月中間期 1,500 707 47.1 114,629 55

17年10月期 1,515 821 54.2 66,595 07

（注）①期末発行済株式数 18年４月中間期 12,340株 17年４月中間期 6,170株 17年10月期 12,340株

②期末自己株式数 18年４月中間期 株 17年４月中間期 －株 17年10月期 －株

２．平成18年10月期の業績予想（平成17年11月１日～平成18年10月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益
１株当たり年間配当金

期末

百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭

通　期 3,300 430 245 4,500 00 4,500 00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　19,862円23銭

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の７ページを参照して下さい。
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６．個別中間財務諸表等
(1) 中間貸借対照表

 
 

前中間会計期間末
（平成17年４月30日）

当中間会計期間末
（平成18年４月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成17年10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  644,730   696,025   752,772   

２．受取手形  －   9,999   －   

３．売掛金  320,768   482,920   248,812   

４．たな卸資産  75,770   90,090   48,975   

５．その他  71,251   91,046   83,396   

貸倒引当金  △2,477   △8,222   △1,000   

流動資産合計   1,110,042 74.0  1,361,859 77.3  1,132,956 74.7

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１ 37,827   41,677   35,337   

２．無形固定資産  19,801   23,519   19,366   

３．投資その他の資産           

(1) 投資有価証券  100,181   112,485   100,266   

(2）関係会社出資金  146,674   130,550   139,130   

(3）その他  86,219   93,055   89,419   

貸倒引当金  △425   △510   △615   

計  332,650   335,581   328,201   

固定資産合計   390,279 26.0  400,778 22.7  382,904 25.3

資産合計   1,500,322 100.0  1,762,638 100.0  1,515,861 100.0

           

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金  89,340   119,972   98,746   

２．短期借入金  250,000   257,600   190,000   

３．一年内返済予定長期借
入金

 82,093   56,668   62,436   

４．未払金  174,602   171,004   124,811   

５．未払法人税等  50,000   62,390   91,011   

６．賞与引当金  49,000   50,000   48,000   

７．その他 ※３ 49,017   55,670   55,004   

流動負債合計   744,053 49.6  773,304 43.9  670,009 44.2

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金  26,972   111,665   －   

２．退職給付引当金  3,432   4,643   4,069   

３．役員退職慰労引当金  14,000   17,100   15,300   

４．その他  4,600   4,662   4,700   

固定負債合計   49,004 3.3  138,070 7.8  24,069 1.6

負債合計   793,057 52.9  911,375 51.7  694,078 45.8
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前中間会計期間末
（平成17年４月30日）

当中間会計期間末
（平成18年４月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成17年10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
（％）

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   364,750 24.3  364,750 20.7  364,750 24.1

Ⅱ　資本剰余金           

１．資本準備金  165,400   165,400   165,400   

資本剰余金合計   165,400 11.0  165,400 9.4  165,400 10.9

Ⅲ　利益剰余金           

１．中間（当期）未処分利
益

 177,072   321,121   291,540   

利益剰余金合計   177,072 11.8  321,121 18.2  291,540 19.2

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

  41 0.0  △8 △0.0  92 0.0

資本合計   707,264 47.1  851,263 48.3  821,783 54.2

負債及び資本合計   1,500,322 100.0  1,762,638 100.0  1,515,861 100.0

           

(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成16年11月１日
至　平成17年４月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年11月１日
至　平成18年４月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10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   1,216,107 100.0  1,238,530 100.0  2,547,755 100.0

Ⅱ　売上原価   235,611 19.4  289,309 23.4  532,459 20.9

売上総利益   980,495 80.6  949,220 76.6  2,015,295 79.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費   859,504 70.7  831,628 67.1  1,677,749 65.9

営業利益   120,990 9.9  117,592 9.5  337,546 13.2

Ⅳ　営業外収益 ※１  2,411 0.2  8,519 0.7  4,106 0.2

Ⅴ　営業外費用 ※２  12,185 1.0  8,950 0.7  34,815 1.4

経常利益   111,216 9.1  117,162 9.5  306,836 12.0

Ⅵ　特別利益 ※３  1,050 0.1  － －  1,406 0.1

Ⅶ　特別損失 ※４  1,319 0.1  － －  3,690 0.1

税引前中間（当期）純
利益

  110,946 9.1  117,162 9.5  304,552 12.0

法人税、住民税及び事
業税

 45,784   59,785   135,000   

法人税等調整額  △171 45,613 3.7 △9,223 50,561 4.1 △10,248 124,751 4.9

中間（当期）純利益   65,332 5.4  66,600 5.4  179,801 7.1

前期繰越利益   111,739   254,520   111,739  

中間（当期）未処分利
益

  177,072   321,121   291,540  
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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11月１日
至　平成17年４月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年11月１日
至　平成18年４月30日）

前事業年度
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

１　資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

その他有価証券

(1）有価証券

その他有価証券

(1）有価証券

その他有価証券

 ①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して

おります。）を採用しておりま

す。

①時価のあるもの

同左

①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しており

ます。）を採用しております。

 ②時価のないもの

　移動平均法による原価法を採

用しております。

②時価のないもの

同左

②時価のないもの

同左

 (2）デリバティブ

　時価法を採用しております。

(2）　　　　　 － (2）　　　　　 －

 (3）たな卸資産

　移動平均法による原価法を採用

しております。

(3）たな卸資産

同左

(3）たな卸資産

同左

２　固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産

　定率法を採用しております。

　なお、平成10年11月１日以降取

得した取得価額10万円以上20万円

未満の少額減価償却資産について

は、３年間で均等償却する方法を

採用しております。

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

同左

 主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

 有形固定資産　　　３～18年 有形固定資産　　　２～18年

 

有形固定資産　　　３～18年

 

 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産

 イ　市場販売目的のソフトウェア

　見込販売量に基づく償却額と

３年を限度とする残存有効期間

に基づく均等配分額とを比較し、

いずれか大きい額を償却する方

法を採用しております。

イ　市場販売目的のソフトウェア

同左

イ　市場販売目的のソフトウェア

同左

 ロ　自社利用のソフトウェア

　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。

ロ　自社利用のソフトウェア

同左

ロ　自社利用のソフトウェア

同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成16年11月１日
至　平成17年４月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年11月１日
至　平成18年４月30日）

前事業年度
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

３　引当金の計上基準 (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

績率を、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収の可能性

を検討し、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）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるた

め、将来の支給見込額のうち当中

間会計期間の負担額を計上してお

ります。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるた

め、将来の支給見込額のうち当期

の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、

当中間会計期間末における退職給

付債務の見込額を計上しておりま

す。

(3）退職給付引当金

同左

(3）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の見

込額を計上しております。

 (4）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支払に備え

るため、当社役員退職慰労金規程

（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。

(4）役員退職慰労引当金

同左

(4）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支払に備え

るため、当社役員退職慰労金規程

（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。

同左 同左

５　ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっておりま

す。

－ (1）ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ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…金利キャップ

ヘッジ対象…借入金

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利キャップ

ヘッジ対象…借入金

 (3）ヘッジ方針

　金利変動リスクを回避すること

を目的として、対象債務の範囲内

でヘッジを行っております。

 (3）ヘッジ方針

金利変動リスクを回避すること

を目的として、対象債務の範囲内

でヘッジを行っております。 

 (4）ヘッジの有効性評価の方法

　ヘッジ開始時から有効性判定時

点までの期間において、ヘッジ対

象とヘッジ手段の相場変動の累計

を比較し、両者の変動額等を基礎

にして判断しております。

 (4）ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ開始時から有効性判定時

点までの期間において、ヘッジ対

象とヘッジ手段の相場変動の累計

を比較し、両者の変動額等を基礎

にして判断しております。

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
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　会計処理の変更

前中間会計期間
（自　平成16年11月１日
至　平成17年４月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年11月１日
至　平成18年４月30日）

前事業年度
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10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））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　企業会計適用指針第６号　平

成15年10月31日）を適用しております。

 　これによる損益への影響はありませ

ん。

－

表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成16年11月１日
至　平成17年４月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年11月１日
至　平成18年４月30日）

（中間貸借対照表）

１．「投資有価証券」は、前中間会計期間まで投資その他

の資産の「その他」に含めて表示しておりましたが、当

中間会計期間末において資産の総額の100分の５を超え

たため区分掲記いたしました。

　なお、前中間会計期間末の「投資有価証券」の金額

は176千円であります。

－

２．「未払法人税等」は、前中間会計期間まで流動負債の

「その他」に含めて表示しておりましたが、当中間会計

期間末において重要性が増したため区分掲記いたしまし

た。

　なお、前中間会計期間末の「未払法人税等」の金額

は9,000千円であります。
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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４月30日）

当中間会計期間末
（平成18年４月30日）

前事業年度末
（平成17年10月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

39,692千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

49,772千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

43,761千円

　２　運転資金の効率的な調達を行うため、

取引銀行１行と当座貸越契約を締結して

おります。この契約に基づく当中間会計

期間末の借入未実行残高は次のとおりで

あります。

　２　運転資金の効率的な調達を行うため、

取引銀行１行と当座貸越契約を締結して

おります。この契約に基づく当中間会計

期間末の借入未実行残高は次のとおりで

あります。

　２　運転資金の効率的な調達を行うため、

取引銀行１行と当座貸越契約を締結して

おります。この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。

当座貸越限度額 200,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 200,000千円

当座貸越限度額 400,000千円

借入実行残高 30,000千円

差引額 370,000千円

当座貸越限度額 200,000千円

借入実行残高 －千円

差引額  200,000千円

※３　中間貸借対照表における消費税等の表

示方法

　仮受消費税等と仮払消費税等は相殺し、

その差額は流動負債の「その他」に含め

て表示しております。

※３　中間貸借対照表における消費税等の表

示方法

同左

※３　　　　　　　　－

 

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成16年11月１日
至　平成17年４月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年11月１日
至　平成18年４月30日）

前事業年度
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

※１　営業外収益のうち主な項目 ※１　営業外収益のうち主な項目 ※１　営業外収益のうち主な項目

受取利息 535千円

受取家賃 936千円

受取利息 431千円

受取家賃 3,277千円

匿名組合投資利益 4,138千円

受取利息 1,026千円

受取家賃 1,873千円

※２　営業外費用のうち主な項目 ※２　営業外費用のうち主な項目 ※２　営業外費用のうち主な項目

支払利息 3,116千円

商品評価損 3,841千円

匿名組合投資損失 5,227千円

支払利息 1,791千円

商品評価損 5,111千円

貯蔵品処分損 1,803千円

支払利息 5,445千円

商品評価損 16,095千円

匿名組合投資損失 12,770千円

※３　特別利益のうち主な項目 ※３　　　　　　　　－ ※３　特別利益のうち主な項目

貸倒引当金戻入益 1,050千円 貸倒引当金戻入益 1,406千円

※４　特別損失のうち主な項目 ※４　　　　　　　　－ ※４　特別損失のうち主な項目

固定資産売却除却損 1,319千円 固定資産売却除却損 3,690千円

　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 6,789千円

無形固定資産 1,743千円

有形固定資産 6,880千円

無形固定資産 2,023千円

有形固定資産 14,794千円

無形固定資産 3,719千円
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①　リース取引

前中間会計期間
（自　平成16年11月１日
至　平成17年４月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年11月１日
至　平成18年４月30日）

前事業年度
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

１．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

(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

(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）

中間期
末残高
相当額
（千円）

工具器具備品 13,671 5,101 8,570

合計 13,671 5,101 8,570

 

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）

工具器具備品 13,685 7,844 5,840

合計 13,685 7,844 5,840

 

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）

工具器具備品 13,671 6,468 7,203

合計 13,671 6,468 7,203

(2) 未経過リース料中間期末残高相当額 (2) 未経過リース料中間期末残高相当額 (2) 未経過リース料期末残高相当額

一年内 2,857千円

一年超 6,111千円

合計 8,968千円

一年内 2,642千円

一年超 3,327千円

合計 5,970千円

一年内 2,776千円

一年超 4,572千円

合計 7,349千円

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額

(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 1,355千円

減価償却費相当額 1,279千円

支払利息相当額 89千円

支払リース料 1,446千円

減価償却費相当額 1,368千円

支払利息相当額 65千円

支払リース料 2,802千円

減価償却費相当額 2,646千円

支払利息相当額 171千円

(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

(5) 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

相当額と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。

(5) 利息相当額の算定方法

同左

(5) 利息相当額の算定方法

同左

２．オペレーティング・リース取引

　未経過リース料

一年内 1,839千円

一年超 2,146千円

　合計 3,985千円

２．オペレーティング・リース取引

　未経過リース料

一年内 1,839千円

一年超 306千円

　合計 2,146千円

２．オペレーティング・リース取引

 　　未経過リース料

一年内 1,839千円

一年超 1,226千円

　合計 3,066千円

②　有価証券

　前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度において、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11月１日
至　平成17年４月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年11月１日
至　平成18年４月30日）

前事業年度
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

１株当たり純資産額 114,629円55銭

１株当たり中間純利益 10,588円81銭

１株当たり純資産額 68,984円04銭

１株当たり中間純利益 5,397円12銭

１株当たり純資産額 66,595円07銭

１株当たり当期純利益 14,570円63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。

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、希薄化効果を有

している潜在株式が存在していないた

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。

 　当社は平成17年６月17日をもって、

普通株式１株を２株に分割しておりま

す。

 　当該株式分割が前期首に行われたと

仮定した場合の前中間会計期間におけ

る１株当たり情報は以下のとおりとな

ります。

１株当たり純資産額 57,314円77銭

１株当たり中間純利益 5,294円40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。

　当社は平成17年６月17日をもって、

普通株式１株を２株に分割しておりま

す。

 　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

株当たり情報は以下のとおりとなりま

す。

１株当たり純資産額 53,519円61銭

１株当たり当期純利益 10,804円23銭

　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。

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間会計期間

(自　平成16年11月１日
至　平成17年４月30日)

当中間会計期間
(自　平成17年11月１日
至　平成18年４月30日)

前事業年度
(自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日)

中間（当期）純利益（千円） 65,332 66,600 179,801

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

（うち利益処分による役員賞与） （－） （－） （－）

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
65,332 66,600 179,801

期中平均株式数（株） 6,170 12,340 12,340

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間純利益金額の算定に

含めなかった潜在株式の概要

－ 平成18年１月26日定時

株主総会決議による自

己株式取得方式のス

トックオプション（株

式の数 600株）

－
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成16年11月１日
至　平成17年４月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年11月１日
至　平成18年４月30日）

前事業年度
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

　平成17年４月１日開催の当社取締役

会の決議に基づき、次のように株式分

割による新株式を発行しております。

１．平成17年６月17日付をもって普通

株式１株につき２株に分割します。

(1) 分割により増加する株式数

普通株式　　6,170株

(2) 分割方法

平成17年４月30日最終の株主名

簿及び実質株主名簿に記載された

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します。

２．配当起算日

平成17年５月１日

－ －

３．当該株式分割が前期首に行われた

と仮定した場合の前中間会計期間及

び前事業年度における１株当たり情

報、並びに当期首に行われたと仮定

した場合の当中間会計期間における

１株当たり情報は、それぞれ以下の

とおりとなります。

前中間会計期
間

当中間会計期
間

前事業年度

１株当たり純

資産額

28,030円42銭

１株当たり純

資産額

57,314円77銭

１株当たり純

資産額

53,519円61銭

１株当たり中

間純利益

1,042円45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。

１株当たり中

間純利益

5,294円40銭

同左

１株当たり当

期純利益

10,804円23銭

　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。
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