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１．平成18年６月中間期の業績（平成18年１月１日～平成18年６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６月中間期 2,617 ( △9.0) 88 (  －　) 84 (　－　) 

17年６月中間期 2,876 ( △2.5) △116 (  －　) △117 (　－　)

17年12月期 6,047  151  146  

 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６月中間期 42 (　－　) 6 79

17年６月中間期 △84 (　－　) △13 49

17年12月期 78  12 47

（注）①期中平均株式数 18年６月中間期 6,257,442株17年６月中間期 6,257,900株17年12月期 6,257,900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)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 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

 百万円 百万円 ％ 円 銭

18年６月中間期 5,124 2,411 47.1 385 36

17年６月中間期 5,658 2,256 39.9 360 63

17年12月期 5,893 2,419 41.0 386 59

（注）①期末発行済株式数 18年６月中間期 6,257,100株17年６月中間期 6,257,900株17年12月期 6,257,900株

 ②期末自己株式数 18年６月中間期 800株 17年６月中間期 －株 17年12月期 －株

２．平成18年12月期の業績予想（平成18年１月１日～平成18年12月31日）  

 売上高 経常利益 当期純利益

  百万円 百万円 百万円

通　期 6,550 360 210 

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 33円56銭

３．配当状況

現金配当 １株当たり配当金（円）

中間期末 期末 年間

17年12月期 － 8.00 8.00

18年12月期（実績） － －  

18年12月期（予想） － 8.00 8.00

　※　上記に記載した予想数値は、発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成しておりますが、実際の業績は、

今後の様々な要因により予想数値とは異なる可能性があります。
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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６月30日）

当中間会計期間末
（平成18年６月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成17年12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 472,191 534,268 300,990

２．受取手形 ※5 808,034 578,142 428,063

３．売掛金 1,245,423 985,878 2,108,937

４．たな卸資産 951,314 1,014,776 943,291

５．その他 398,721 285,781 342,522

貸倒引当金 △205 △4,505 △253

流動資産合計 3,875,480 68.5 3,394,339 66.2 4,123,551 70.0

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1）建物 ※1,3 351,660 346,102 339,364

(2）土地 ※3 356,158 356,158 356,158

(3）その他 ※1 233,083 256,246 224,272

有形固定資産合計 940,901 958,507 919,795

２．無形固定資産 55,698 57,380 51,315

３．投資その他の資産

(1）投資不動産 ※2,3 300,402 295,846 298,007

(2）その他 486,119 418,430 501,025

投資その他の資産
合計

786,522 714,276 799,032

固定資産合計 1,783,123 31.5 1,730,164 33.8 1,770,143 30.0

資産合計 5,658,603 100.0 5,124,504 100.0 5,893,695 100.0
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前中間会計期間末
（平成17年６月30日）

当中間会計期間末
（平成18年６月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成17年12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 229,108 224,484 231,433

２．買掛金 538,250 308,809 581,913

３．短期借入金 ※3 1,600,000 900,000 1,300,000

４．１年内返済予定
　　長期借入金

※3 160,000 190,000 220,000

５．賞与引当金 4,234 4,664 4,947

６．その他 ※4 247,190 306,885 283,384

流動負債合計 2,778,783 49.1 1,934,843 37.7 2,621,679 44.5

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 ※3 170,000 350,000 330,000

２．退職給付引当金 116,685 186,103 160,956

３．役員退職慰労
　　引当金

317,290 217,060 331,350

４．その他 19,083 25,280 30,496

固定負債合計 623,059 11.0 778,443 15.2 852,802 14.5

負債合計 3,401,843 60.1 2,713,287 52.9 3,474,481 59.0

（資本の部）

Ⅰ　資本金 577,610 10.2 － － 577,610 9.8

Ⅱ　資本剰余金

　資本準備金 554,549 － 554,549

資本剰余金合計 554,549 9.8 － － 554,549 9.4

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 28,686 － 28,686

２．任意積立金 799,431 － 799,431

３．中間（当期）未処
分利益

296,482 － 458,936

利益剰余金合計 1,124,600 19.9 － － 1,287,053 21.8

資本合計 2,256,760 39.9 － － 2,419,213 41.0

負債資本合計 5,658,603 100.0 － － 5,893,695 100.0
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前中間会計期間末
（平成17年６月30日）

当中間会計期間末
（平成18年６月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成17年12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
（％）

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

１．資本金 － － 577,610 11.3 － －

２．資本剰余金

資本準備金 － 554,549 －

資本剰余金合計 － － 554,549 10.8 － －

３．利益剰余金

(1) 利益準備金 － 28,686 －

(2) その他利益剰余
　　金

特別償却準備金 － 5,015 －

別途積立金 － 790,000 －

繰越利益剰余金 － 455,760 －

利益剰余金合計 － － 1,279,462 25.0 － －

４．自己株式 － － △405 △0.0 － －

株主資本合計 － － 2,411,216 47.1 － －

純資産合計 － － 2,411,216 47.1 － －

負債純資産合計 － － 5,124,504 100.0 － －
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(2) 中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12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 2,876,802 100.0 2,617,881 100.0 6,047,021 100.0

Ⅱ　売上原価 1,570,537 54.6 1,154,184 44.1 3,107,677 51.4

売上総利益 1,306,264 45.4 1,463,696 55.9 2,939,343 48.6

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

1,422,907 49.5 1,375,289 52.5 2,788,101 46.1

営業利益(△損失) △116,642 △4.1 88,406 3.4 151,242 2.5

Ⅳ　営業外収益 ※1 11,428 0.4 10,629 0.4 20,221 0.3

Ⅴ　営業外費用 ※2 12,046 0.4 14,292 0.6 25,148 0.4

経常利益(△損失) △117,260 △4.1 84,743 3.2 146,315 2.4

Ⅵ　特別利益 ※3 38 0.0 2,640 0.1 － －

税引前中間（当
期）純利益(△損
失)

△117,221 △4.1 87,383 3.3 146,315 2.4

法人税、住民税及
び事業税

5,148 4,829 90,648

法人税等調整額 △37,929 △32,781 △1.2 40,082 44,911 1.7 △22,346 68,301 1.1

中間（当期）純利
益(△損失)

△84,439 △2.9 42,471 1.6 78,013 1.3

前期繰越利益 380,922 － 380,922

中間（当期）未処
分利益

296,482 － 458,936
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(3) 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自平成18年１月１日　至平成18年６月30日）

株主資本

純資産
合計

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
資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計特別償却

準備金
別途積立
金

繰越利益
剰余金

平成17年12月31

日 残高

（千円）

577,610 554,549 554,549 28,686 9,431 790,000 458,936 1,287,053 － 2,419,213 2,419,213

中間会計期間中

の変動額

特別償却準備

金の取崩し
    △4,415  4,415 －  － －

剰余金の配当       △50,063 △50,063  △50,063 △50,063

中間純利益       42,471 42,471  42,471 42,471

自己株式の取

得
        △405 △405 △405

中間会計期間中

の変動額合計

（千円）

－ － － － △4,415 － △3,175 △7,591 △405 △7,996 △7,996

平成18年６月30

日 残高

（千円）

577,610 554,549 554,549 28,686 5,015 790,000 455,760 1,279,462 △405 2,411,216 2,411,216
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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17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

　イ．子会社株式及び関連会社株

式

　　 移動平均法による原価法

(1）有価証券

　イ．子会社株式及び関連会社株

式

同　　左

(1）有価証券

　イ．子会社株式及び関連会社株

式

同　　左

　ロ．その他有価証券

　　時価のないもの

　　　移動平均法による原価法

　ロ．その他有価証券

同　　左

　ロ．その他有価証券

同　　左

(2）たな卸資産

　製品、商品、原材料、仕掛品

　　移動平均法による原価法

(2）たな卸資産

　製品、商品、原材料、仕掛品

同　　左

(2）たな卸資産

　製品、商品、原材料、仕掛品

同　　左

　貯蔵品

　　最終仕入原価法

　貯蔵品

同　　左

　貯蔵品

同　　左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産及び投資不動産

　　建　　物…定額法

　　建物以外…定率法

　　なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。

　　建物及び構築物 ２～50年

　　機械装置及び運搬具

　　　　　　　　　 ２～12年

(1）有形固定資産及び投資不動産

同　　左

(1）有形固定資産及び投資不動産

同　　左

(2）無形固定資産

　　定額法

　　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）に基づく定

額法を採用しております。

(2）無形固定資産

同　　左

(2）無形固定資産

同　　左

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　　売掛債権及びその他の金銭債

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。

(1）貸倒引当金

同　　左

(1）貸倒引当金

同　　左

(2）賞与引当金

　　常用パートに対して支給する

賞与の支出に充てるため、支給

見込額に基づき当中間会計期間

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

　　常用パートに対して支給する

賞与の支出に充てるため、支給

見込額に基づき当事業年度の負

担額を計上しております。
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

(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

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間会計期間にお

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

(148,333千円)については５年

による按分額を費用処理してお

ります。

　　数理計算上の差異は、各事業

年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の

年数（５年）による定額法によ

り按分した額をそれぞれ発生の

翌事業年度から費用処理するこ

ととしております。

(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

退職給付債務及び年金資産の

見込額に基づき、当中間会計

期間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、各事業

年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の

年数（５年）による定額法によ

り按分した額をそれぞれ発生の

翌事業年度から費用処理するこ

ととしております。

(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

給付債務及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

(148,333千円)については５年

による按分額を費用処理してお

ります。

　　数理計算上の差異は、各事業

年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の

年数（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

　　役員の退職慰労金の支出に充

てるため、役員退職慰労金規程

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

　　平成17年12月期にかかわる定

時株主総会の日をもって役員退

職慰労引当金制度を廃止するこ

ととし、在任期間中の職務遂行

の対価部分相当を、支給すべき

退職慰労金の額として決定した

ことにより、当該金額を引当計

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出に充

てるため、役員退職慰労金規程

に基づく当事業年度末要支給額

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．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

(1)消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

(1)消費税等の会計処理

同　　左

(1)消費税等の会計処理

同　　左

(2)「法人税、住民税及び事業

税」及び「法人税等調整額」の

計上方法

　中間会計期間に係る「法人税、

住民税及び事業税」及び「法人

税等調整額」は、当事業年度に

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。

(2)「法人税、住民税及び事業

税」及び「法人税等調整額」の

計上方法

　中間会計期間に係る「法人税、

住民税及び事業税」及び「法人

税等調整額」は、当事業年度に

おいて予定している特別償却準

備金の取崩を前提として、当中

間会計期間に係る金額を計算し

ております。 

(2)　　　────
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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17年１月１日

　  至　平成17年６月30日）

当中間会計期間

（自　平成18年１月１日

　  至　平成18年６月30日）

前事業年度

（自　平成17年１月１日

    至　平成17年12月31日）

――――――――  （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

　当中間会計期間より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号　平成17年

12月９日）及び「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準等の適用

指針」（企業会計基準適用指針第８号

　平成17年12月９日）を適用しており

ます。 

　従来の資本の部の合計に相当する金

額は2,411,216千円であります。

　なお、中間財務諸表等規則の改正に

より、当中間会計期間における中間貸

借対照表の純資産の部については、改

正後の中間財務諸表等規則により作成

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６月30日）

当中間会計期間末
（平成18年６月30日）

前事業年度末
（平成17年12月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

       1,038,267千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

                1,143,218千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

          1,091,118千円

※２　投資不動産の減価償却累計額

       132,559千円

※２　投資不動産の減価償却累計額

              136,446千円

※２　投資不動産の減価償却累計額

           134,284千円

※３　担保に供している資産 ※３　担保に供している資産 ※３　担保に供している資産

建物 129,235千円

土地 188,412

投資不動産 293,244

計 610,891

建物 124,771千円

土地 188,412

投資不動産 289,408

計 602,591

建物 127,003千円

土地 188,412

投資不動産 291,326

計 606,741

　上記物件は、短期借入金1,100,000

千円、長期借入金（１年内返済予定額

を含む）140,000千円の担保に供して

おります。

　上記物件は、短期借入金500,000千

円、長期借入金（１年内返済予定額を

含む）330,000千円の担保に供してお

ります。

　上記物件は、短期借入金800,000千

円、長期借入金（１年内返済予定額を

含む）400,000千円の担保に供してお

ります。

※４　消費税等の取扱い ※４　消費税等の取扱い ※４　　　　　 ────

　　　仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺のうえ、流動負債の「その他」に含め

て表示しております。

同　　左

※５　　　　　 ──── ※５　　　　　 ──── ※５　期末日満期手形の処理

　　　期末日満期手形の会計処理については、

手形交換日をもって決済処理しておりま

す。なお、当期末日が金融機関の休日で

ありましたため、次の期末日満期手形が

期末残高に含まれております。

　　　受取手形　　　　　  　 15,491千円
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの

受取利息 807千円

受取配当金 1,000

投資不動産賃貸収入 5,576

業務受託収入 1,650

受取利息 610千円

受取配当金 1,000

投資不動産賃貸収入 5,576

受取利息 1,516千円

受取配当金 1,084

投資不動産賃貸収入 11,152

業務受託収入 2,970

※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの

支払利息 6,994千円

固定資産除却損 207

投資不動産賃貸費用 3,447

支払利息 7,966千円

固定資産除却損 638

投資不動産賃貸費用 3,270

手形売却損 1,433

支払利息 13,979千円

固定資産除却損 1,568

投資不動産賃貸費用 6,895

※３　特別利益のうち主要なもの ※３　特別利益のうち主要なもの ※３　特別利益のうち主要なもの

貸倒引当金戻入益 38千円 役員退職慰労引当金

戻入益

2,640千円 　　　────   

　４　減価償却実施額 　４　減価償却実施額 　４　減価償却実施額

有形固定資産 62,982千円

無形固定資産 4,740

有形固定資産 58,697千円

無形固定資産 5,371

有形固定資産 137,834千円

無形固定資産 10,813

（中間株主資本等変動計算書関係）
 
 当中間会計期間（自　平成18年１月１日　　至　平成18年６月30日）
 
自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式数
（株）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

普通株式　（注） － 800 － 800

合計 － 800 － 800

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加800株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
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①　リース取引

前中間会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

　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

　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

　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

減価償却
累計額相
当額

中間期末
残高相当
額

千円 千円 千円

有形固定
資産
 

261,074 187,428 73,645

無形固定
資産

56,209 24,626 31,582

合計 317,283 212,054 105,228

取得価額
相当額

減価償却
累計額相
当額

中間期末
残高相当
額

千円 千円 千円

有形固定
資産
 

175,969 100,727 75,242

無形固定
資産

56,209 35,868 20,341

合計 232,178 136,595 95,583

取得価額
相当額

減価償却
累計額相
当額

期末残高
相当額

千円 千円 千円

有形固定
資産
 

261,239 173,919 87,319

無形固定
資産

56,209 30,247 25,961

合計 317,448 204,167 113,281

(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

１年内 55,431千円

１年超 52,364千円

合計 107,796千円

１年内 33,957千円

１年超 63,304千円

合計 97,261千円

１年内 47,753千円

１年超 67,506千円

合計 115,260千円

(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 37,403千円

減価償却費相当額 35,457千円

支払利息相当額 1,115千円

支払リース料 28,694千円

減価償却費相当額 27,498千円

支払利息相当額 926千円

支払リース料 69,399千円

減価償却費相当額 66,172千円

支払利息相当額 1,997千円

(4）減価償却費相当額の算定方法 (4）減価償却費相当額の算定方法 (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。

同　　左 同　　左

(5）利息相当額の算定方法 (5）利息相当額の算定方法 (5）利息相当額の算定方法

　　　利息相当額の各期への配分方法につい

ては、利息法によっております。

同　　左 同　　左

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17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

１株当たり純資産額　　　 360円63銭 １株当たり純資産額　　 　385円36銭 １株当たり純資産額　   　386円59銭

１株当たり中間純損失　　　13円49銭 １株当たり中間純利益　　　 6円79銭 １株当たり当期純利益　　　12円47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、１株当たり中間

純損失であり、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）純利益金額又は１株当たり中間純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17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

中間（当期）純利益（△純損失）

（千円）
△84,439 42,471 78,013

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（△純損失）（千円）
△84,439 42,471 78,013

期中平均株式数（株） 6,257,900 6,257,442 6,257,900

（重要な後発事象）

前中間会計期間（自平成17年１月１日　至平成17年６月30日）、当中間会計期間（自平成18年１月１日　至平成18

年６月30日）及び前事業年度（自平成17年１月１日　至平成17年12月31日）において、該当事項はありません。
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