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１．18年5月中間期の業績（平成17年12月1日～平成18年5月31日）
(1)経営成績

　　　　  売   上   高 　   　 営　業　利　益 　　　経　常　利　益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年5月中間期 29,689 20.6 1,007 25.4 717 △ 25.2
17年5月中間期 24,609 8.1 803 △ 6.5 959 0.9
17年11月期 51,920 10.4 1,646 17.5 2,616 86.9

     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5月中間期 △ 199 - △ 7.22
17年5月中間期 △ 671 - △ 26.27
17年11月期 △ 4,623 - △ 181.75
     ①期中平均株式数　18年5月中間期　27,679,881株　17年5月中間期　25,552,461株　17年11月期　25,550,502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)財政状態
１株当たり

       　総  資  産 自己資本比率 純資産

百万円 百万円 ％ 円　　銭

18年5月中間期 65,664 31,713 48.3 992.71
17年5月中間期 59,824 26,782 44.8 1,048.24
17年11月期 60,525 24,015 39.7 939.25
(注） ①期末発行株式数　18年5月中間期　31,946,071株　17年5月中間期　25,550,215株　17年11月期　25,547,502株

   　 ②期末自己株式数　18年5月中間期　49,431株　17年5月中間期　45,287株　17年11月期　48,000株

２．18年11月期の業績予想（平成17年12月1日～平成18年11月30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 56,000 1,500 300 4.00 8.00
（参考）１株当り予想当期純利益（通期） 9円39銭
３．配当状況

　・現金配当
中間期末 期末 年間

17年11月期 4.00 4.00 8.00
18年11月期(実績） 4.00 ― 8.00
18年11月期(予想) ― 4.00
(注）18年11月中間期末配当金の内訳　記念配当 ０円００銭 特別配当 ０円００銭

　　＊上記の業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社の経営者が判断した見通しであり、リスクや不確実性を含んでおります。

　　　従いまして、これらの業績予想のみに全面的に依存して投資判断を下すことは控えるようお願いいたします。

　　　　実際の業績は、当社グループの事業を取巻く経済情勢、為替レート、株価など様々な要素により、見通しとは異なる結果となり得ることを

　　　ご留意ください。なお、上記業績予想に関する事項は、中間決算短信（連結）添付資料の５ページをご参照ください。

純資産

１株当たり配当金(円）



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５月31日

当中間会計期間末
平成18年５月31日

対前中間
期比

前事業年度要約貸借対照表
平成17年11月30日

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１．現金及び預金  9,583   9,539   △44 7,759   

２．受取手形  1,190   1,106   △83 1,059   

３．売掛金  15,326   15,743   416 17,141   

４．たな卸資産  2,314   2,326   12 2,613   

５．短期貸付金  4,356   3,857   △498 3,268   

６．その他 ※４ 3,884   1,828   △2,056 4,051   

７．貸倒引当金  △2   △2   △0 △2   

流動資産合計   36,654 61.3  34,399 52.4 △2,255  35,891 59.3

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産
※１
※２

          

(1）建物  266   294   27 305   

(2）機械装置  58   144   85 107   

(3）工具器具備
品

 154   240   85 281   

(4）その他  1,292   1,289   △2 1,289   

有形固定資産
合計

  1,772   1,968  195  1,984  

２．無形固定資産   151   145  △6  140  

３．投資その他の
資産

           

(1）投資有価証
券

 6,677   8,899   2,221 9,008   

(2）関係会社株
式

 12,870   11,857   △1,013 11,542   

(3）長期貸付金  569   1,471   902 692   

(4）長期未収入
金

 －   5,493   5,493 －   

(4）その他  1,327   1,515   188 1,566   

(5）貸倒引当金  △211   △298   △87 △304   

投資その他の
資産合計

  21,232   28,938  7,705  22,505  

固定資産合計   23,157 38.7  31,052 47.3 7,895  24,629 40.7

Ⅲ　繰延資産            

(1）新株発行費  －   200   200 －   

(2）社債発行費  12   11   △0 3   

繰延資産合計   12 0.0  212 0.3 199  3 0.0

資産合計   59,824 100.0  65,664 100.0 5,840  60,525 100.0

            

－ 1 －



  
前中間会計期間末
平成17年５月31日

当中間会計期間末
平成18年５月31日

対前中間
期比

前事業年度要約貸借対照表
平成17年11月30日

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．支払手形  111   290   179 219   

２．買掛金  4,882   5,852   969 6,519   

３．短期借入金  9,323   7,302   △2,020 9,511   

４．１年内償還予
定社債

 1,040   1,540   500 1,540   

５．１年内返済予
定長期借入金

 3,340   2,396   △943 4,006   

６．未払金  2,679   2,995   315 2,697   

７．未払法人税等  39   258   218 228   

８．未払費用  342   281   △60 315   

９．製品保証引当
金

 －   700   700 －   

10．その他  12   14   1 50   

流動負債合計   21,773 36.4  21,632 32.9 △140  25,088 41.5

Ⅱ　固定負債            

１．社債 ※２ 5,560   4,720   △840 4,890   

２．長期借入金  4,942   5,071   128 3,992   

３．退職給付引当
金

 766   836   69 829   

４．繰延税金負債  －   1,691   1,691 1,709   

固定負債合計   11,268 18.8  12,318 18.8 1,049  11,421 18.9

負債合計   33,041 55.2  33,951 51.7 909  36,509 60.3

            

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   8,035 13.4  －  －  8,035 13.3

Ⅱ　資本剰余金            

資本準備金   8,141 13.6  －  －  8,141 13.5

Ⅲ　利益剰余金            

１．利益準備金  400   －   － 400   

２．任意積立金  8,365   －   － 8,365   

３．中間（当期）
未処分利益又
は中間（当
期）未処理損
失（△）

 233   －   － △3,821   

利益剰余金合計   8,999 15.1  －  －  4,945 8.2

Ⅳ　その他有価証券
評価差額金

※５  1,630 2.7  －  －  2,921 4.8

Ⅴ　自己株式 ※３  △24 △0.0  －  －  △27 0.0

資本合計   26,782 44.8  －  －  24,015 39.7

負債資本合計   59,824 100.0  －  －  60,525 100.0

－ 2 －



  
前中間会計期間末
平成17年５月31日

当中間会計期間末
平成18年５月31日

対前中間
期比

前事業年度要約貸借対照表
平成17年11月30日

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
構成比
（％）

（純資産の部）   

Ⅰ　株主資本         

１　資本金  － － 12,016 18.3 － － －

２　資本剰余金   

(1）資本準備金  － 12,122 － －

(2）その他資本
剰余金

 － －  －

資本剰余金合
計

 － － 12,122 18.5 － － －

３　利益剰余金   

(1）利益準備金  － 400 － －

(2）その他利益
剰余金

     

研究開発積
立金

 － 2,800 － －

特別償却準
備金

 － 0 － －

買替資産圧
縮積立金

 － 53 － －

別途積立金  － 1,022 － －

繰越利益剰
余金

 － 345 － －

利益剰余金合
計

 － － 4,623 7.0 － － －

４　自己株式  － － △29 0.0 － － －

株主資本合計  － － 28,732 43.8 － － －

Ⅱ　評価・換算差額
等

        

その他有価証券
評価差額金

※５ － － 2,981 4.5 － － －

純資産合計  － － 31,713 48.3 － － －

負債純資産合計  － － 65,664 100.0 － － －

            

－ 3 －



(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成16年12月１日
至　平成17年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

対前中間
期比

前事業年度要約損益計算書
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   24,609 100.0  29,689 100.0 5,080  51,920 100.0

Ⅱ　売上原価   22,037 89.5  26,650 89.8 4,613  46,500 89.6

売上総利益   2,572 10.5  3,038 10.2 466  5,420 10.4

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  1,768 7.2  2,030 6.8 262  3,774 7.3

営業利益   803 3.3  1,007 3.4 203  1,646 3.2

Ⅳ　営業外収益            

    受取利息及び　
　配当金

 77   63   △14 216   

    為替差益  206   －   △206 997   

    その他  48   56   7 124   

    営業外収益計   332 1.3  119 0.4 △213  1,338 2.6

Ⅴ　営業外費用            

    支払利息  105   103   △1 215   

    為替差損  －   212   212 －   

    その他  72   93   21 151   

    営業外費用計   177 1.3  409 0.4 232  367 0.7

経常利益又は
経常損失
（△）

  959 3.9  717 2.4 △241  2,616 5.0

－ 4 －



  
前中間会計期間

（自　平成16年12月１日
至　平成17年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

対前中間
期比

前事業年度要約損益計算書
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅵ　特別利益            

    投資有価証券売
却益

 185   434   249 522   

    貸倒引当金戻入益  －   －   － 1   

    その他  14   －   △14 14   

    特別利益計   199 0.8 － 434 1.5 234  539 1.0

Ⅷ　特別損失            

    棚卸資産廃棄・
評価損

 303   －   △303 503   

  　子会社損株式評
価損

 1,919   244   △1,674 5,937   

    クレーム損失  3   3   0 12   

    製品保証引当繰
入額

 －   700   700 －   

    固定資産除却損  6   6   0 15   

    減損損失  －   15   15 －   

    貸倒引当金繰入額  －   －   － 93   

    役員退職金  －   433   433 －   

    その他  2   －   △2 0   

    特別損失計   2,236 9.1  1,404 4.7 △832  6,562 12.6

税引前中間
（当期）純損
失

  1,076 △4.4  251 △0.8 824  3,406 △6.6

法人税、住民
税及び事業税

  △69 △0.3  140 0.5 209  198 0.4

法人税等調整
額

  △336 △1.4  △192 △0.6 143  1,019 2.0

中間（当期）
純損失

  671 △2.7  199 △0.7 471  4,623 △8.9

前期繰越利益   904   545  △359  904 1.7

中間配当額   －   －    102 0.2

中間（当期）
未処分利益又
は中間（当
期）未処理損
失（△）

  233   345  112  △3,821 △7.4

            

－ 5 －



(3) 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自平成17年12月１日　至平成18年５月31日）　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本

合計資本準備

金

利益準備

金

その他利益剰余金

利益剰余

金合計研究開発

積立金

海外市場

開拓積立

金

特別償却

準備金

退職給与

積立金

中間配当

引当積立

金

買替資産

圧縮積立

金

別途積立

金

繰越利益

剰余金

平成17年11月30日　残高 8,035 8,141 400 2,800 1,800 1 826 860 55 2,022 △3,821 4,945 △27 21,094

中間会計期間中の変動額

新株の発行 3,980 3,980            7,961

剰余金の配当           △102 △102  △102

役員賞与           △20 △20  △20

利益処分積立金取崩     △1,800  △826 △860  △1,000 4,486    

圧縮積立金取崩         △2  2    

特別償却準備金取崩      △0     0    

中間純利益           △199 △199  △199

自己株式の取得・処分             △1 △1

株主資本以外の項目の

中間会計期間中の変動

額（純額）

              

中間会計期間中の変動額

合計
3,980 3,980   △1,800 △0 △826 △860 △2 △1,000 4,167 △322 △1 7,637

平成18年５月31日　残高 12,016 12,122 400 2,800 － 0 － － 53 1,022 345 4,623 △29 28,732

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評価差

額金

平成17年11月30日　残高 2,921 24,015

中間会計期間中の変動額

新株の発行  7,961

剰余金の配当  △102

役員賞与  △20

利益処分任意積立金取崩   

圧縮積立金取崩   

特別償却準備金取崩   

中間純利益  △199

自己株式の取得・処分  △1

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
60 60

中間会計期間中の変動額合計 60 7,697

平成18年５月31日　残高 2,981 31,713

－ 6 －



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前中間会計期間
（自　平成16年12月１日
至　平成17年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

前事業年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

１　資産の評価基準及び評価方法

(1）たな卸資産

製品、商品、貯蔵品

　先入先出法に基づく原価法に

よっております。

１　資産の評価基準及び評価方法

(1）たな卸資産

同左

１　資産の評価基準及び評価方法

(1）たな卸資産

同左

(2）有価証券

①　子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法による原価法

(2）有価証券

同左

(2）有価証券

①　子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法による原価法

②　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）によっております。

 

 

 

②　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）によっております。

時価のないもの

　移動平均法による原価法に

よっております。

 

 

時価のないもの

　移動平均法による原価法に

よっております。

２　固定資産の減価償却方法

(1）有形固定資産

　平成10年３月31日までに取得し

た建物については定率法、平成10

年４月１日以後に取得した建物

（建物付属設備を除く）について

は定額法を採用しております。

　工具（金型）以外は定率法、工

具（金型）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方法

(1）有形固定資産

同左

２　固定資産の減価償却方法

(1）有形固定資産

同左

(2）無形固定資産

　営業権については５年間にて均

等償却しております。

　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）に基づく定額法によって

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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前中間会計期間
（自　平成16年12月１日
至　平成17年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

前事業年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

３　引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

　債権の貸倒損失に備えるため、

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。

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

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、過去勤務債務については、

その発生事業年度における従業員

の平均残存勤務期間以内の一定年

数（10年）に基づく定額法により

当事業年度より費用処理しており

ます。

　数理計算上の差異については、

その発生事業年度における従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（10年）に基づく定額法によ

り、それぞれ発生の翌事業年度よ

り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、

当事業年度末における退職給付債

務の見込額に基づき、当事業年度

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、過去勤務債務については、

その発生事業年度における従業員

の平均残存勤務期間以内の一定年

数（10年）に基づく定額法により

当事業年度より費用処理しており

ます。

　数理計算上の差異については、

その発生事業年度における従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（10年）に基づく定額法によ

り、それぞれ発生の翌事業年度よ

り費用処理しております。

(3）投資損失引当金

　関係会社への投資に対する損失

に備えるため、関係会社の財政状

態等の実情を勘案し、必要見込額

を計上しております。

　なお、投資損失引当金1,919百

万円につきましては、関係会社株

式の金額より直接控除して表示し

ております。

(3）投資損失引当金

　関係会社への投資に対する損失

に備えるため、関係会社の財政状

態等の実情を勘案し、必要見込額

を計上しております。

　なお、投資損失引当金244百万

円につきましては、関係会社株式

の金額より直接控除して表示して

おります。

(3）投資損失引当金 

 　関係会社への投資に対する損失

に備えるため、関係会社の財政状態

等の実情を勘案し、必要見込額を計

上しております。

 なお、投資損失引当金5,937百万円

につきましては、関係会社株式の金

額より直接控除して表示しておりま

す。

 

　

 

(4）製品保証引当金

　製品販売後の補修費用に備える

為、個別見積により計上しており

ます。

 

 

 

－ 8 －



前中間会計期間
（自　平成16年12月１日
至　平成17年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

前事業年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

４　社債発行費の償却方法

　繰延資産に計上している社債発行

費については、商法施行規則に基づ

く最長期間（３年間）にて毎期均等

償却しております。

４　新株発行費・社債発行費の償却方

法

繰延資産に計上している新株発行費社

債発行費については、商法施行規則に

基づく最長期間（３年間）にて毎期均

等償却しております。

４　社債発行費の償却方法

繰延資産に計上している社債発行費に

ついては、商法施行規則に基づく最長

期間（３年間）にて毎期均等償却して

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

(1）消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理については、

税抜方式を採用しております。

 

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

(1）消費税等の会計処理

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

(1）消費税等の会計処理

同左

 

(2）連結納税制度の適用

　連結納税制度を適用しておりま

す。

 

 

(2）連結納税制度の適用

同左

 

(2）連結納税制度の適用

同左
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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の変更

前中間会計期間
（自　平成16年12月１日
至　平成17年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

前会計年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

 

 

1　固定資産の減損に係る会計処理

　　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。

　　これにより税金等調整前中間純利

益が15百万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

連結財務諸表規則に基づき当該各資産

の金額から直接控除しております。 
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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５月31日）

当中間会計期間末
（平成18年５月31日）

前事業年度末
（平成17年11月30日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

 1,956百万円  1,857百万円  1,887百万円

※２　担保資産 ※２　担保資産 ※２　担保資産

工場財団設定分 （帳簿価額）

建物 28百万円

機械装置 2百万円

土地 336百万円

計 366百万円

工場財団設定分 （帳簿価額）

建物 26百万円

機械装置 2百万円

土地 336百万円

計 364百万円

工場財団設定分 （帳簿価額）

建物 27百万円

機械装置 2百万円

土地 336百万円

計 365百万円

上記の担保資産に対する債務 上記の担保資産に対する債務 上記の担保資産に対する債務

社債 1,400百万円 社債 700百万円 社債 1,400百万円

偶発債務

(1）ユーシンＵＳＡの銀行借入に対する債務

保証

偶発債務

(1）ユーシンＵＳＡの銀行借入に対する債務

保証

偶発債務

(1）ユーシンＵＳＡの銀行借入に対する債務

保証

 1,778百万円

 （16,450千米国ドル）

 1,776百万円

 （15,825千米国ドル）

 1,967百万円

 （16,450千米国ドル）

(2）(株)ユーシン・ショウワの銀行借入に対

する債務保証

(2）(株)ユーシン・ショウワの銀行借入に対

する債務保証

(2）(株)ユーシン・ショウワの銀行借入に対

する債務保証

 172百万円  127百万円  148百万円

(3）(株)コクユの銀行借入に対する債務保証 (3）(株)コクユの銀行借入に対する債務保証 (3）(株)コクユの銀行借入に対する債務保証

 191百万円  210百万円  189百万円

(4）ユーシンタイランドの銀行借入に対する

保証

(4）ユーシンタイランドの銀行借入に対する

保証

(4）ユーシンタイランドの銀行借入に対する

保証

 602百万円

 （800千タイバーツを含む）

 540百万円

 （1,400千タイバーツを含む）

 608百万円

 （800千タイバーツを含む）

(5）オーテック・ヨーロッパLTD.へのハンガ

リー政府助成金等に係る債務保証

(5）オーテック・ヨーロッパLTD.へのハンガ

リー政府助成金等に係る債務保証

(5）オーテック・ヨーロッパLTD.へのハンガ

リー政府助成金等に係る債務保証

 222百万円

 （420百万フォリント）

 231百万円

 （420百万フォリント）

 235百万円

 （420百万フォリント）

(6）有信制造（中山）有限公司の銀行借入に

対する債務保証

(6）有信制造（中山）有限公司の銀行借入に

対する債務保証

(6）有信制造（中山）有限公司の銀行借入に

対する債務保証

 761百万円

 （7,040千米国ドル）

 664百万円

 （5,920千米国ドル）

 775百万円

 （6,480千米国ドル）
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前中間会計期間末
（平成17年５月31日）

当中間会計期間末
（平成18年５月31日）

前事業年度末
（平成17年11月30日）

(7）コミットメントライン契約

　当社は、将来の資金需要に備えるため、

下記の通り銀行団と貸越コミットメントラ

イン契約を締結しております。当中間会計

期間末において使用残高は15億円です。

(7）コミットメントライン契約

　当社は、将来の資金需要に備えるため、

下記の通り銀行団と貸越コミットメントラ

イン契約を締結しております。当中間会計

期間末において使用残高はありません。

(7）コミットメントライン契約

　当社は、将来の資金需要に備えるため、

下記の通り銀行団と貸越コミットメントラ

イン契約を締結しております。当事業年度

末において使用残高は15億円です。

アレンジャー ：株式会社三井住友銀行

貸付人 ：株式会社三井住友銀行

ほか４銀行

借入極度額 ：30億円

借入形態 ：当座貸越

契約日 ：平成16年７月31日付

借入実行残高 ：15億円

アレンジャー ：株式会社三井住友銀行

貸付人 ：株式会社三井住友銀行

ほか　銀行

借入極度額 ：30億円

借入形態 ：当座貸越

契約日 ：平成17年７月29日付

借入実行残高 ：－億円

アレンジャー ：株式会社三井住友銀行

貸付人 ：株式会社三井住友銀行

ほか　銀行

借入極度額 ：30億円

借入形態 ：当座貸越

契約日 ：平成17年７月29日付

借入実行残高 ：15億円

※３　自己株式

　当社が発行する自己株式の数は、普通

株式45,287株であります。

※３　自己株式

　当社が発行する自己株式の数は、普通

株式49,431株であります。

※３　自己株式

　当社が発行する自己株式の数は、普通

株式48,000株であります。

※４　消費税の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

のうえ、流動資産のその他に含めて表示

しております。

※４　消費税の取扱い

同左

※４　消費税の取扱い

同左

※５　配当制限

　商法施行規第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資

産は1,630百万円であります。

※５　配当制限

　商法施行規第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資

産は2,981百万円であります。

※５　配当制限

　商法施行規第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資

産は2,921百万円であります。

①　リース取引

前中間会計期間
（自　平成16年12月１日
至　平成17年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

前事業年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

　当社はリース取引を全く行っていな

いため、該当事項はありません。

　当社はリース取引を全く行っていな

いため、該当事項はありません。

　当社はリース取引を全く行っていな

いため、該当事項はありません。

②　有価証券

前中間会計期間
（自　平成16年12月１日
至　平成17年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

前事業年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

　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。

　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。

　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12月１日
至　平成17年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

前事業年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

１株当たり純資産額 1,048円24銭

１株当たり中間純損失 26円27銭

１株当たり純資産額 992円　71銭

１株当たり中間純損失 7円　22銭

１株当たり純資産額 939円25銭

１株当たり当期純損失 181円75銭

　

（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成16年12月１日
至　平成17年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

前事業年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

―――――――――― ――――――――――        ――――――――――
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