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１．18年６月期の業績（平成17年７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。

営業収益 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年６月期 2,570 (3.7) 1,205 (18.9) 1,241 (21.0)

17年６月期 2,479 (65.9) 1,014 (470.0) 1,026 (332.4)

当期純利益
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年６月期 765 (27.1) 202 10 － － 9.1 13.7 48.3

17年６月期 602 (122.5) 320 78 － － 7.9 12.4 41.4

（注）①期中平均株式数 18年６月期 3,787,928株 17年６月期 1,796,836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、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

      ④平成18年４月１日付をもって、普通株式１株につき２株の株式分割を行なっております。18年６月期の１株当た

　　　　り指標は当該株式分割が期首に行なわれたものと仮定して算出しております。

        なお、当該株式分割が前期首に行なわれたと仮定した場合の17年６月期の１株当たり当期純利益は160円39銭と

　　　　なります。

(2) 財政状態  

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月期 9,536 8,720 91.4 2,302 30

17年６月期 8,606 8,117 94.3 4,272 11

（注）①期末発行済株式数 18年６月期 3,787,840株 17年６月期 1,894,000株

②期末自己株式数 18年６月期 160株 17年６月期 －株

      ③平成18年４月１日付をもって、普通株式１株につき２株の株式分割を行なっております。18年６月期の１株当た

　　　　り指標は、当該株式分割が期首に行なわれたものと仮定して算出しております。

        なお、当該株式分割が前期首に行なわれたと仮定した場合の17年６月期の１株当たり純資産は2,136円05銭とな

        ります。

２．19年６月期の業績予想（平成18年７月１日～平成19年６月30日）

営業収益 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 1,860 1,140 1,140

通期 2,500 1,060 1,200

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　316円 80銭
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３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円） 配当金総額
(百万円)

配当性向
（％）

純資産
配当率
（％）第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間

17年６月期 ― ― ― 70.0 ― 70.0 132 21.8 1.7

18年６月期 ― ― ― 40.0 ― 40.0 151 19.8 1.8

19年６月期（予想） ― ― ― 40.0 ― 40.0    

（注）平成18年２月14日開催の臨時取締役会決議により、平成18年４月１日付をもって普通株式１株を２株に分割いた

　　　しました。 平成18年６月期の１株当たり配当金は分割後株式に対する金額を記載しております。また、当該分割

　　　が平成17年６月期の期首に行なわれたと仮定した場合の平成17年６月期の１株当たり配当金は35.0円であります。

※　　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作成したものであり、多分に不確定な要素を含んで

　　　おります。実際の業績等は、今後様々な要因により、上記予想値と異なる場合があります。
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６．個別財務諸表等
(1) 貸借対照表

第29期
（平成17年６月30日）

第30期
（平成18年６月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

現金及び預金 841,332 1,738,198  

貯蔵品 231 187  

前払費用 15,325 16,511  

繰延税金資産 10,046 13,539  

関係会社短期貸付金 800,000 －  

未収入金 ※１ 225,635 197,067  

未収法人税等 273,470 191,591  

その他 926 119  

流動資産合計 2,166,967 25.2 2,157,214 22.6 △9,752

Ⅱ　固定資産  

１　有形固定資産  

車両運搬具 18,105 18,105  

減価償却累計額 11,283 6,821 13,459 4,646  

工具器具備品 92,069 75,620  

減価償却累計額 54,252 37,816 51,132 24,487  

有形固定資産合計 44,638 29,133 △15,505

２　無形固定資産  

ソフトウェア 30,969 16,856  

その他 30,877 24,622  

無形固定資産合計 61,846 41,479 △20,367
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第29期
（平成17年６月30日）

第30期
（平成18年６月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

３　投資その他の資産  

投資有価証券 194,272 218,063  

関係会社株式 ※２ 5,829,246 4,896,895  

関係会社長期貸付金 900,000 2,300,000  

繰延税金資産 91,744 116,309  

その他 14,144 24,721  

投資損失引当金 ※２ △696,483 －  

貸倒引当金 － △247,452  

投資その他の資産合計 6,332,924 7,308,536 975,612

固定資産合計 6,439,410 74.8 7,379,149 77.4 939,739

資産合計 8,606,377 100.0 9,536,364 100.0 929,986

 

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

未払金 ※１ 93,378 276,219  

未払費用 20,427 14,615  

未払法人税等 8,028 34,856  

未払消費税等 10,116 16,419  

預り金 80,033 82,915  

役員賞与引当金 － 17,240  

賞与引当金 7,216 9,585  

その他 － 192  

流動負債合計 219,200 2.6 452,045 4.8 232,844

Ⅱ　固定負債  

退職給付引当金 210,958 288,539  

役員退職慰労引当金 56,751 72,786  

その他 2,265 2,265  

固定負債合計 269,975 3.1 363,591 3.8 93,615

負債合計 489,175 5.7 815,636 8.6 326,460
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第29期
（平成17年６月30日）

第30期
（平成18年６月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 ※３ 401,490 4.7 － － △401,490

Ⅱ　資本剰余金  

１　資本準備金 4,964,025 －  

資本剰余金合計 4,964,025 57.7 － － △4,964,025

Ⅲ　利益剰余金  

１　利益準備金 3,992 －  

２　当期未処分利益 2,742,687 －  

利益剰余金合計 2,746,679 31.9 － － △2,746,679

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

5,006 0.0 － － △5,006

資本合計 8,117,201 94.3 － － △8,117,201

負債資本合計 8,606,377 100.0 － － △8,606,377

 

 （純資産の部）

 
        

 Ⅰ　株主資本         

　１　資本金   － －  401,490 4.2 401,490

 　２　資本剰余金         

   （1）資本準備金  －   4,964,025    

　　　資本剰余金合計   － －  4,964,025 52.0 4,964,025

 　３　利益剰余金         

   （1）利益準備金  －   3,992    

   （2）その他利益剰余金         

 　　　　繰越利益剰余金  －   3,349,833    

 　 　利益剰余金合計   － －  3,353,825 35.2 3,353,825

 　４　自己株式   － －  △456 △0.0 △456

 　 　株主資本合計   － －  8,718,885 91.4 8,718,885

  Ⅱ　評価・換算差額等         

 　１　その他有価証券

  　　 評価差額金
  －   1,843  1,843

　 　評価・換算差額等合計   － －  1,843 0.0 1,843

 　　純資産合計   － －  8,720,728 91.4 8,720,728

 　　負債純資産合計   － －  9,536,364 100.0 9,536,364
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(2) 損益計算書

第29期
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

第30期
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　営業収益  

グループ運営収入 ※１ 1,279,933 1,370,808  

関係会社配当金収入 ※１ 1,200,000 2,479,933 100.0 1,200,000 2,570,808 100.0 90,875

Ⅱ　営業費用  

役員報酬 155,482 161,673  

従業員給料手当 364,869 303,746  

役員賞与引当金繰入額 － 17,240  

賞与引当金繰入額 7,216 9,585  

退職給付費用 84,663 88,427  

役員退職慰労引当金繰
入額

8,791 16,823  

福利厚生費 93,854 90,970  

交際費 95,025 47,595  

消耗品費 72,747 79,912  

減価償却費 33,779 33,658  

賃借料 83,189 76,038  

支払手数料 235,972 202,967  

その他 ※２ 229,754 1,465,345 59.1 236,317 1,364,957 53.1 △100,388

営業利益 1,014,587 40.9 1,205,850 46.9 191,263

Ⅲ　営業外収益  

受取利息 ※１ 12,656 30,042  

受取配当金 3,422 3,509  

版権等使用料 13,350 －  

還付加算金 － 5,803  

その他 1,077 30,507 1.2 2,649 42,004 1.6 11,497

Ⅳ　営業外費用   

支払利息 － 991  

固定資産評価損 13,000 －  

新株発行費 4,852 －  

固定資産除却損 519 4,817  

その他 16 18,388 0.7 187 5,996 0.2 △12,391

経常利益 1,026,706 41.4 1,241,858 48.3 215,151
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第29期
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

第30期
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅴ　特別利益  

受取生命保険金  ※４  － － － 96,513 96,513 3.8 96,513

Ⅵ　特別損失  

投資損失引当金繰入額 452,752   －    

貸倒引当金繰入額 －   247,452    

関係会社株式評価損 － 452,752 18.3 235,867 483,320 18.8 30,567

税引前当期純利益 573,953 23.1 855,051 33.3 281,098

法人税、住民税及び事
業税

△6,868 115,401  

法人税等調整額 △21,402 △28,271 △1.2 △25,906 89,495 3.5 117,766

当期純利益 602,224 24.3 765,556 29.8 163,331

前期繰越利益 2,140,462 －  

当期未処分利益 2,742,687 －  
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(3) 利益処分案

第29期
（株主総会承認日
平成17年９月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　当期未処分利益 2,742,687

Ⅱ　利益処分額

配当金 132,580

役員賞与金 25,830

（うち監査役賞与金） (－) 158,410

Ⅲ　次期繰越利益 2,584,277
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(4) 株主資本等変動計算書

第30期（自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30日）　

 （単位：千円）

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

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

繰越利益剰
余金

平成17年６月30日残高 401,490 4,964,025 4,964,025 3,992 2,742,687 2,746,679 － 8,112,195

事業年度中の変動額

利益処分による配当     △132,580 △132,580  △132,580

利益処分による役員賞与     △25,830 △25,830  △25,830

当期純利益     765,556 765,556  765,556

自己株式の取得       △456 △456

株主資本以外の項目の

事業年度中の変動額(純額)
        

事業年度中の変動額合計 － － － － 607,146 607,146 △456 606,690

平成18年６月30日残高 401,490 4,964,025 4,964,025 3,992 3,349,833 3,353,825 △456 8,718,885

 評価・換算差額等 

 純資産合計

 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

 平成17年６月30日残高 5,006 5,006 8,117,201

 事業年度中の変動額    

 　利益処分による配当   △132,580

 　利益処分による役員賞与   △25,830

 　当期純利益   765,556

 　自己株式の取得   △456

 株主資本以外の項目の事業

 年度中の変動額(純額)
△3,163 △3,163 △3,163

 事業年度中の変動額合計 △3,163 △3,163 603,526

 平成18年６月30日残高 1,843 1,843 8,720,728
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重要な会計方針

項目
第29期

（自 平成16年７月１日
至 平成17年６月30日）

第30期
（自 平成17年７月１日
至 平成18年６月30日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1) 子会社株式

移動平均法による原価法を採用してお

ります。

(1) 子会社株式

同左

(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）を採用しております。

(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

（評価差額は全部純資産直入法により

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

移動平均法による原価法を採用して

おります。

時価のないもの

同左

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

貯蔵品

　最終仕入原価法を採用しております。

貯蔵品

同左

３．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、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

車両運搬具　　　　６年

工具器具備品　５～15年

(1) 有形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

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。

自社利用ソフトウェア　　５年

(2) 無形固定資産

同左

４．繰延資産の処理方法 (1) 新株発行費

支出時に費用処理しております。

(1)            ―――――

 

５．引当金の計上基準 (1) 　　      ―――――

 

(1) 貸倒引当金

　　関係会社に対する営業未収入金及び

　貸付金の貸倒れによる損失に備えるた

　め、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。

 (2) 投資損失引当金

関係会社に対する投資の損失に備える

ため、関係会社の財政状態等を勘案し、

その必要額を計上しております。

(2)  　　      ―――――

　　　　 

 (3) 　　      ――――― (3) 役員賞与引当金

役員に対する賞与の支給に備えるため、

支給見込額に基づき計上しております。

(4) 賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えるた

め、支給見込額に基づき計上しておりま

す。

(4) 賞与引当金

同左
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項目
第29期

（自 平成16年７月１日
至 平成17年６月30日）

第30期
（自 平成17年７月１日
至 平成18年６月30日）

５．引当金の計上基準 (5) 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（10年）による定額法

により按分した額をそれぞれ発生した翌

事業年度から費用処理しております。

(5) 退職給付引当金

同左

 (6) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、

内規に基づく期末要支給額を計上してお

ります。

(6) 役員退職慰労引当金

同左

 

 

６．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

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。

(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

会計処理方法の変更

第29期

(自　平成16年７月１日

　　至　平成17年６月30日)　

第30期

(自　平成17年７月１日

   至　平成18年６月30日）

１．　　　　　　　　――――― １．固定資産の減損に係る会計基準

当事業年度から「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。

　これによる損益に与える影響はありません。

２．　　　　　　　　――――― ２．貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

当事業年度から「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8,720,728

千円であります。

　なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度に

おける貸借対照表の純資産の部については、改正後の

財務諸表等規則により作成しております。

３．　　　　　　　　――――― ３．役員賞与に関する会計基準

役員賞与については、従来は利益処分により未処分

利益の減少として会計処理しておりましたが、当事業

年度から「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基

準第４号 平成17年11月29日）を適用し、発生時に費

用処理することとしております。

　これにより、営業利益、経常利益及び税引前当期純

利益は、17,240千円減少しております。　　　
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 表示方法の変更

第29期
（自 平成16年７月１日
至 平成17年６月30日）

第30期
（自 平成17年７月１日
至 平成18年６月30日）

（損益計算書）

「交際費」は、前期まで営業費用の「その他」に含めて

表示しておりましたが、金額的重要性が高まったため、区

分掲記いたしました。

なお、前期における交際費は、60,564千円であります。

（損益計算書）

１. 前事業年度まで区分掲記しておりました「版権等

　　使用料」（当該事業年度は1,868千円）は営業外収益

　　の総額の100分の10以下となったため営業外収益の

 　「その他」に含めて表示することにしております。

 　２.「還付加算金」は前事業年度まで営業外収益の「そ

 　　の他」に含めて表示しておりましたが営業外収益の総

 　　額の100分の10を超えたため区分掲記いたしました。

 　　　なお、前事業年度における還付加算金は581千円で

　　 あります。

 

 

 

注記事項

（貸借対照表関係）

第29期
（平成17年６月30日）

第30期
（平成18年６月30日）

※１ 関係会社に対する主な資産及び負債

関係会社に対する資産及び負債には区分掲記された

もののほか以下のものがあります。

※１ 関係会社に対する主な資産及び負債

関係会社に対する資産及び負債には区分掲記された

もののほか以下のものがあります。

未収入金 225,267千円

未払金 50,915千円

未収入金 196,646千円

未払金 226,527千円

 ※２　　　         　 ―――――

 

 

 

※３ 授権株式数 普通株式 6,756,000株

発行済株式総数 普通株式 1,894,000株

 ※２ 　関係会社株式のうちフレンテ・インターナショナ

　　 ル株式932,350千円につきましては、従来投資損失引

     当金を計上しておりましたが、財政状態のさらなる

     悪化に伴い、当事業年度において取得原価を全額減

     損処理しております。

※３  　　　         ―――――

           

４ 配当制限

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額は5,006千円であり

ます。

４ 　　　          ―――――

５ 偶発債務

次の関係会社について、地方公共団体への支払いに

対し債務保証を行なっております。

５ 偶発債務

次の関係会社について、地方公共団体への支払いに

対し債務保証を行なっております。

保証先 金額(千円) 内容

㈱湖池屋 484,535 支払債務

保証先 金額(千円) 内容

㈱湖池屋 484,535 支払債務
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（損益計算書関係）

第29期
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

第30期
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

※１　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。

※１　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。

グループ運営収入 1,279,933千円

関係会社配当金収入 1,200,000千円

受取利息 12,643千円

グループ運営収入      1,370,808千円

関係会社配当金収入      1,200,000千円

受取利息       30,036千円

※２　関係会社等への出向者に係る退職給付の精算による

収入75,772千円については、営業費用に計上されてい

る退職給付費用を補填する性格のものであるため、営

業費用の「その他」から控除しております。

※２　関係会社等への出向者に係る退職給付の精算による

収入75,990千円については、営業費用に計上されてい

る退職給付費用を補填する性格のものであるため、営

業費用の「その他」から控除しております。

３　営業費用については、営業原価と販売費及び一般管

理費に分類することが困難であるため、これらを一括

し、「営業費用」として表示しております。

３　　　　　　　　　　同左

 ※４　　　         　 ――――― ※４　取締役の逝去に伴う生命保険金収入であります。

（株主資本等変動計算書関係）

　当事業年度 （自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30日）

 １．自己株式の種類及び株式数に関する事項

前期末株式数

 (株)

当期増加株式数

 (株)

当期減少株式数

 (株)

当期末株式数

 (株)

 自己株式     

 　普通株式　(注) － 160 － 160

 　　 合計 － 160 － 160

 (注)　普通株式の自己株式の株式数の増加160株は、単元未満株式の買取による増加であります。

（有価証券関係）

　前事業年度（自　平成16年７月１日　至　平成17年６月30日）及び当事業年度（自　平成17年７月１日　至　平

成18年６月30日）において、子会社株式で時価のあるものはありません。
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（税効果会計関係）

第29期
　（平成17年６月30日）

第30期
　（平成18年６月30日）

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

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

(単位：千円)

(1) 流動資産

繰延税金資産

賞与引当金否認額 2,921

その他 11,616

小計 14,537

評価性引当額 △4,491

繰延税金資産合計 10,046

(単位：千円)

(1) 流動資産

繰延税金資産

賞与引当金否認額 3,881

未払事業税 8,208

その他 7,492

小計 19,583

評価性引当額 △6,044

繰延税金資産合計 13,539

(注)　評価性引当額の税金の種類別内訳は以下

のとおりであります。

(注)　評価性引当額の税金の種類別内訳は以下

のとおりであります。

住民税 2,078

事業税 2,412

計 4,491

住民税 2,804

事業税 3,239

計 6,044

(2) 固定資産

繰延税金資産

固定資産減価償却限度超過額 27,172

退職給付引当金否認額 85,122

役員退職慰労引当金否認額 22,978

投資損失引当金否認額 282,006

その他 13,740

小計 431,019

評価性引当額 △335,868

繰延税金資産合計 95,151

（控除される繰延税金負債）

その他有価証券評価差額金 △3,406

小計 △3,406

繰延税金資産の純額 91,744

(2) 固定資産

繰延税金資産

固定資産減価償却限度超過額 19,914

退職給付引当金否認額 116,858

役員退職慰労引当金否認額 29,478

関係会社株式評価損 377,602

貸倒引当金繰入限度超過額 100,218

その他 11,491

小計 655,563

評価性引当額 △537,999

繰延税金資産合計 117,564

（控除される繰延税金負債）

その他有価証券評価差額金 △1,254

小計 △1,254

繰延税金資産の純額 116,309

(注)　評価性引当額の税金の種類別内訳は以下

のとおりであります。

(注)　評価性引当額の税金の種類別内訳は以下

のとおりであります。

法人税 198,513

住民税 63,572

事業税 73,783

計 335,868

法人税 335,665

住民税 93,883

事業税 108,451

計 537,999
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第29期
　（平成17年６月30日）

第30期
　（平成18年６月30日）

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、当該差異の原因

となった主な項目別の内訳

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、当該差異の原因

となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.5％

（調整）

受取配当金等永久に益金に算入され

ない項目
△84.8％

交際費等永久に損金に算入されない

項目
6.7％

評価性引当額 34.5％

その他 △1.8％

税効果会計適用後の法人税等の負担

率
△4.9％

法定実効税率 40.5％

（調整）

受取配当金等永久に益金に算入され

ない項目
△56.9％

交際費等永久に損金に算入されない

項目
3.1％

評価性引当額 23.9％

その他 △0.1％

税効果会計適用後の法人税等の負担

率
10.5％
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　（１株当たり情報）

第29期
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

第30期
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

１株当たり純資産額 4,272.11円

１株当たり当期純利益金額 320.78円

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。

１株当たり純資産額    2,302.30円

１株当たり当期純利益金額     202.10円

当社は、平成18年4月１日をもって普通株式１株につき

２株の株式分割を行なっております。１株当たり情報は、

当期首に当該株式分割が行なわれたと仮定して算出してお

ります。なお、当該株式分割が前期首に行なわれたと仮定

した場合の前事業年度の１株当たりの情報につきましては、

それぞれ以下のとおりであります。

１株当たり純資産額　　　　　　　　　　　2,136.05円

１株当たり当期純利益　　　　　　　　　　　160.39円

　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、潜在株式がありますが希薄効果を有しないため記載

しておりません。 

(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。

第29期
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

第30期
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

１株当たり当期純利益金額

当期純利益 （千円） 602,224 765,556

普通株主に帰属しない金額 （千円） 25,830 －

（うち利益処分による役員賞与金） （千円） (25,830) －

普通株式に係る当期純利益 （千円） 576,394 765,556

期中平均株式数 （株） 1,796,836 3,787,928

希薄効果を有しないため、潜在株式調整後１　

株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在

株式の概要

　      ―――――
 新株予約権１種類(新株予

 約権の数145個)　

 

　（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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７．役員の異動
(1）代表者の異動

　該当事項はありません。

  (2) その他役員の異動

    ① 新任取締役候補

       取締役経営管理部長兼社長室長 藤原 潤也（現 執行役員経営管理部長兼社長室長）

　　　 取締役広報部長兼総務部長     鈴木 悟  （現 執行役員広報部長兼総務部長）

    ② 役付取締役の異動

       専務取締役     田子 忠  （現 常務取締役）

       取締役名誉会長 小池 和夫（現 取締役会長）

       取締役相談役   小池 陽子（現 取締役）

    ③ 退任予定取締役

　　　 該当事項はありません。

　　④ 新任予定監査役

　　　 該当事項はありません。

　　⑤ 退任予定監査役

　　　（常　勤）監査役 　五十嵐　信行

　　　（非常勤）監査役 　沼口　啓三郎

 

　(3) 異動予定日

　　　平成18年９月27日
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