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１．18年８月中間期の業績（平成18年３月１日～平成18年８月31日）

(1）経営成績 （百万円未満端数切り捨て）

営業収益 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年８月中間期 69,644 10.6 8,014 11.1 8,169 11.6

17年８月中間期 62,978 8.8 7,217 30.3 7,321 28.8

18年２月期 127,495 8.4 14,923 36.1 15,121 35.5

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８月中間期 4,618 9.6 167.10

17年８月中間期 4,214 40.2 153.74

18年２月期 8,862 47.7 322.40

（注）①期中平均株式数 18年８月中間期 27,641,681株 17年８月中間期 27,415,556株 18年２月期 27,487,885株

②会計処理の方法の変更 無

③営業収益、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  

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８月中間期 70,528 56,565 80.1 2,043.43

17年８月中間期 60,818 48,927 80.4 1,779.99

18年２月期 66,783 52,963 79.3 1,916.77

（注）①期末発行済株式数 18年８月中間期 27,659,079株 17年８月中間期 27,487,373株 18年２月期 27,610,109株

②期末自己株式数 18年８月中間期 418,921株 17年８月中間期 590,627株 18年２月期 467,891株

２．19年２月期の業績予想（平成18年３月１日～平成19年２月28日）

営業収益 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 137,600 17,300 10,000

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　 361円　54銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間

18年２月期 ― 35.00 ― 45.00 ― 80.00

19年２月期（実績） ― 45.00 ― － ―  

19年２月期（予想） ― ― ― 45.00 ― 90.00

 

 

※　上記の予想は、発表日現在で入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後様々な要因によっ

て、予想数値と異なる可能性があります。配当金につきましては業績に基づいた配当といたします。なお、上記予想

に関する事項は、中間決算短信（連結）添付資料５ページをご参照下さい。
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８．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８月31日）
当中間会計期間末

（平成18年８月31日）
前事業年度要約貸借対照表
（平成18年２月28日）

区分
注記番
号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金  16,481   17,591   21,089   

２．売掛金  3,117   3,656   3,188   

３．たな卸資産  7,199   8,370   8,545   

４．未収入金  3,595   4,006   3,632   

５．その他  2,245   2,570   2,253   

　　貸倒引当金  △27   △31   △32   

流動資産合計   32,613 53.6  36,165 51.3  38,677 57.9

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1）建物  7,057   6,641   6,865   

(2）工具器具及び備
品

 1,509   1,698   1,505   

(3）土地  875   875   875   

(4）その他  555   688   484   

有形固定資産合計  9,998  16.4 9,905  14.0 9,731  14.6

２．無形固定資産  2,396  4.0 3,122  4.4 2,478  3.7

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券  221   4,224   144   

(2）関係会社株式  4,028   4,919   4,028   

(3）関係会社出資金  650   650   650   

(4）差入保証金  3,343   3,407   3,340   

(5）敷金  7,424   7,903   7,576   

(6）その他  179   283   199   

　　貸倒引当金  △38   △53   △46   

投資その他の資産
合計

 15,810  26.0 21,335  30.3 15,895  23.8

固定資産合計   28,205 46.4  34,363 48.7  28,105 42.1

資産合計   60,818 100.0  70,528 100.0  66,783 100.0

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金  5,510   6,814   5,918   

２．未払法人税等  2,918   3,149   4,051   

３．未払費用  2,426   2,433   2,517   

４．役員賞与引当金  －   23   －   

５．その他    694   1,205   996   

流動負債合計   11,549 19.0  13,627 19.3  13,484 20.2

Ⅱ　固定負債           

１．役員退職慰労引当金  151   145   145   

２．その他  190   190   190   

固定負債合計   341 0.6  335 0.5  335 0.5

負債合計   11,891 19.6  13,963 19.8  13,819 20.7
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前中間会計期間末

（平成17年８月31日）
当中間会計期間末

（平成18年８月31日）
前事業年度要約貸借対照表
（平成18年２月28日）

区分
注記番
号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   6,766 11.1  ― ―  6,766 10.1

Ⅱ　資本剰余金           

１．資本準備金  10,075   ―   10,075   

２．その他資本剰余金  39   ―   47   

資本剰余金合計   10,114 16.6  ― ―  10,122 15.2

Ⅲ　利益剰余金           

１．利益準備金  493   ―   493   

２．任意積立金  26,200   ―   26,200   

３．中間（当期）未処分
利益

 7,184   ―   10,869   

利益剰余金合計   33,877 55.7  ― ―  37,562 56.3

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

  △2 △0.0  ― ―  △38 △0.1

Ⅴ　自己株式   △1,828 △3.0  ― ―  △1,449 △2.2

資本合計   48,927 80.4  ― ―  52,963 79.3

負債・資本合計   60,818 100.0  ― ―  66,783 100.0

（純資産の部）   

Ⅰ　株主資本        

１　資本金  ― ― 6,766 9.6  ― ―

２　資本剰余金   

(1）資本準備金  ― 10,075 ―  

(2）その他資本剰余
金

 ― 45 ―  

資本剰余金合計  ― ― 10,120 14.3  ― ―

３　利益剰余金    

(1）利益準備金  ― 493 ―  

(2）その他利益剰余
金

     

別途積立金  ― 28,700 ―  

 繰越利益剰余金  ― 11,703 ―  

利益剰余金合計  ― ― 40,897 58.0  ― ―

４　自己株式  ― ― △1,297 △1.8  ― ―

株主資本合計  ― ― 56,486 80.1  ― ―

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券評価
差額金

 ― ― 33 0.0  ― ―

評価・換算差額等合
計

 ― ― 33 0.0  ― ―

Ⅲ　新株予約権  ― ― 46 0.1  ― ―

純資産合計  ― ― 56,565 80.2  ― ―

負債純資産合計  ― ― 70,528 100.0  ― ―
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度要約損益計算書
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   62,498 100.0  69,117 100.0  126,522 100.0

Ⅱ　売上原価   35,511 56.8  39,768 57.5  72,330 57.2

売上総利益   26,987 43.2  29,348 42.5  54,192 42.8

Ⅲ　営業収入   479 0.8  527 0.7  973 0.8

営業総利益   27,466 44.0  29,875 43.2  55,165 43.6

Ⅳ　販売費及び
一般管理費

※４  20,249 32.4  21,860 31.6  40,241 31.8

営業利益   7,217 11.5  8,014 11.6  14,923 11.8

Ⅴ　営業外収益 ※１  120 0.2  175 0.2  228 0.2

Ⅵ　営業外費用   15 0.0  21 0.0  30 0.0

経常利益   7,321 11.7  8,169 11.8  15,121 12.0

Ⅶ　特別利益 ※２  11 0.0  ― 0.0  43 0.0

Ⅷ　特別損失 ※３  90 0.1  499 0.7  238 0.2

税引前中間
（当期）
純利益

  7,242 11.6  7,670 11.1  14,926 11.8

法人税、住民
税及び事業税

 2,574   3,089   5,719   

法人税等
調整額

 453 3,027 4.8 △37 3,051 4.4 345 6,064 4.8

中間（当期）
純利益

  4,214 6.7  4,618 6.7  8,862 7.0

前期繰越利益   2,969   ―   2,969  

中間配当額   ―   ―   962  

中間（当期）
未処分利益

  7,184   ―   10,869  
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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３月１日　至平成18年８月31日）

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
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

  平成18年２月28日　残高

  （百万円）
6,766 10,075 47 10,122 493 26,200 10,869 37,562 △1,449 53,001

  中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（百万円）       △1,242 △1,242  △1,242

利益処分による役員賞与（百

万円）
      △41 △41  △41

任意積立金の積立て

(百万円)
     2,500 △2,500 ―  ―

中間純利益（百万円）       4,618 4,618  4,618

自己株式の取得（百万円）         0 0

自己株式の処分（百万円）   △1 △1     151 149

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額(純額)

（百万円）

          

  中間会計期間中の変動額合計

  （百万円）
  △1 △1  2,500 834 3,334 151 3,484

  平成18年８月31日　残高

  （百万円）
6,766 10,075 45 10,120 493 28,700 11,703 40,897 △1,297 56,486

評価・換算差額等

新株予約権 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18年２月28日　残高

  （百万円）
△38 △38 ― 52,963

  中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（百万円）    △1,242

利益処分による役員賞与（百

万円）
   △41

 任意積立金の積立て(百万

円）
   ―

中間純利益（百万円）    4,618

自己株式の取得（百万円）    0

自己株式の処分（百万円）    149

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

（百万円）

71 71 46 117

  中間会計期間中の変動額合計

  （百万円）
71 71 46 3,601

  平成18年８月31日　残高

  （百万円）
33 33 46 56,565
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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３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

１．資産の評価基準及び評

価方法

(1）有価証券

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

子会社株式及び関連会社株

式

同左

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株

式

同左

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）

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）

その他有価証券

時価のあるもの

…決算期末日の市場価格等

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）

時価のないもの

…移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(2）デリバティブ

…時価法

(2）デリバティブ

同左

(2）デリバティブ

同左

(3）たな卸資産

商品

…個別法による原価法

(3）たな卸資産

同左

(3）たな卸資産

同左

貯蔵品

…最終仕入原価法による原

価法

  

２．固定資産の減価償却の

方法

有形固定資産

…定率法

但し、平成10年４月１日以降

取得した建物（建物附属設備

を除く）については、定額法

によっております。

なお、耐用年数及び残存価

額については、法人税法に

規定する方法と同一基準に

よっております。

同左 同左

無形固定資産

…定額法によっております。但

し、自社利用ソフトウェアに

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。

同左 同左

長期前払費用

…均等額償却

同左 同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28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）役員退職慰労引当金

役員の退職により支給する退

職慰労金に充てるため、内規

に基づく中間期末要支給額を

計上しております。

なお、平成16年5月より従来

の役員退職慰労金制度に代わ

る制度として、株式型の報酬

制度を設けることとし、以後、

引当金の計上は行っておりま

せん。すでに計上した役員退

職慰労引当金については、役

員の退任時まで凍結いたしま

す。　

(2）役員退職慰労引当金

平成16年５月より株式型の報

酬制度を設けるにあたって、

従来の役員退職慰労金制度を

廃止いたしました。その支払

は役員の退任時としており、

役員退職慰労引当金残高を取

り崩しております

(2）役員退職慰労引当金

役員の退職により支給する退

職慰労金に充てるため、内規

に基づく期末要支給額を計上

しております。 

なお、平成16年5月より従来

の役員退職慰労金制度に代わ

る制度として、株式型の報酬

制度を設けることとし、以後、

引当金の計上は行っておりま

せん。すでに計上した役員退

職慰労引当金については、役

員の退任時まで凍結いたしま

す。 

 

 

　　　

───── （3）役員賞与引当金

     役員に対して支給する賞与

　 　の支出に充てるため、当事

　　 業年度における支給見込み

　　 額に基づき当中間会計期間

　　 に対応する見積額を計上し

　　 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

繰延ヘッジ処理を採用してお

ります。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

為替予約

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

同左

ヘッジ対象

外貨建買掛金

ヘッジ対象

同左

ヘッジ対象

同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

(3）ヘッジ方針

・為替の相場変動に伴うリスク

の軽減を目的に通貨に係るデ

リバティブ取引を行っており

ます。

・原則として実需に基づくもの

を対象としてデリバティブ取

引を行っており、投機目的の

デリバティブ取引は行ってお

りません。

(3）ヘッジ方針

同左

(3）ヘッジ方針

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象の相場変動の累計

とヘッジ手段の相場変動の累

計とを比率分析する方法によ

り有効性の評価を行っており

ます。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

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について

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。

同左 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

前中間会計期間末
（平成17年８月31日）

当中間会計期間末
（平成18年８月31日）

前連結会計年度末
（平成18年２月28日）

 ─────

 

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準等）

　当中間会計期間から「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

計基準委員会　平成17年12月９日　企業会

計基準第５号）および「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」（企業会計基準委員会　平成17年12月

９日　企業会計基準適用指針第８号）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56,519百万円であります。

　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財務諸表は改

正後の中間財務諸表等規則により作成して

おります。

 

───── 

 ─────

 

（固定資産の減損に係る会計基準）

　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。

　これにより営業利益及び経常利益は22百万

円増加し、税引前中間純利益は226百万円減

少しております。

　なお減損損失累計額につきましては改正後

の中間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。

 

 ─────

 ─────

 

（ストック・オプション等に関する会計基準

等）

当中間会計期間から「ストック・オプション

等に関する会計基準」（企業会計基準委員会

　平成17年12月27日　企業会計基準第８号)

及び「ストック・オプション等に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準委員会　最

終改正平成18年５月31日　企業会計基準適用

指針第11号)を適用しております。

　これにより営業利益、経常利益及び税引前

中間純利益が９百万円減少しております。

 

───── 

 ─────

 

 （役員賞与に関する会計基準）

  当中間会計期間から「役員賞与に関する会

計基準」（企業会計基準委員会　平成17年11

月29日　企業会計基準第４号）を適用してお

ります。

　これにより、従来の方法に比べて営業利益、

経常利益及び税引前中間純利益は23百万円減

少しております。

 

───── 
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追加情報

前中間会計期間末
（平成17年８月31日）

当中間会計期間末
（平成18年８月31日）

前事業年度末
（平成18年２月28日）

(外形標準課税制度の導入)

　「地方税法等の一部を改正する法律」(平

成15年法律第９号)が平成15年３月31日に交

付され、平成16年４月１日以降開始する事業

年度より外形標準課税制度が導入されたこと

に伴い、当中間会計期間から「法人事業税に

おける外形標準課税部分の損益計算書上の表

示についての実務上の取扱い」(平成16年２

月13日　企業会計基準委員会　実務対応報告

第12号)に従い法人事業税の付加価値割及び

資本割については、販売費及び一般管理費に

計上しております。

　この結果、販売費及び一般管理費が97百万

円増加し、営業利益、経常利益及び税引前中

間純利益が97百万円減少しております。

              ─────   (外形標準課税制度の導入)

　「地方税法等の一部を改正する法律」(平成

 15年法律第９号)が平成15年３月31日に交付さ

 れ、平成16年４月１日以降開始する事業年度

 より外形標準課税制度が導入されたことに伴

 い、当中間会計期間から「法人事業税におけ

 る外形標準課税部分の損益計算書上の表示に

 ついての実務上の取扱い」(平成16年２月13日

　

 企業会計基準委員会　実務対応報告第12号)に

 従い法人事業税の付加価値割及び資本割につ

 いては、販売費及び一般管理費に計上してお

 ります。

 この結果、販売費及び一般管理費が196百万

円増加し、営業利益、経常利益及び税引前中

間純利益が196百万円減少しております。

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８月31日）

当中間会計期間末
（平成18年８月31日）

前事業年度末
（平成18年２月28日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

12,468百万円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

13,075百万円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

12,924百万円

　２．偶発債務

下記の会社について借入金の債務保証・

予約及び家賃支払保証を行なっており

ます。

　２．偶発債務

下記の会社について借入金の債務保証・

予約及び家賃支払保証を行なっており

ます。

　２．偶発債務

下記の会社について借入金の債務保証・

予約及び家賃支払保証を行なっており

ます。

RYOHIN KEIKAKU EUROPE LTD.

455百万円

(2,287千STG￡)

RYOHIN KEIKAKU FRANCE S.A.S.

112百万円

(827千EUR)

RYOHIN KEIKAKU EUROPE LTD.

1,005百万円

(4,500千STG￡)

RYOHIN KEIKAKU FRANCE S.A.S.

124百万円

(827千EUR)

MUJI Italia S.p.A.

2百万円 

(14千EUR) 

RYOHIN KEIKAKU EUROPE LTD.

605百万円

(3,000千STG￡)

RYOHIN KEIKAKU FRANCE S.A.S.

113百万円

(827千EUR)

MUJI Italia S.p.A. 

1百万円  

(14千EUR)  

　３．消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

のうえ、流動負債のその他に含めて表

示しております。

 　３．消費税等の取扱い

 同左

─────
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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３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日

至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

※１．営業外収益の主要項目 ※１．営業外収益の主要項目 ※１．営業外収益の主要項目

受取利息 1百万円

受取配当金 30百万円

協賛金収入 71百万円

受取利息 6百万円

受取配当金 57百万円

協賛金収入 72百万円

受取利息 3百万円

受取配当金 30百万円

協賛金収入 154百万円

※２．特別利益の主要項目             ───── ※２．特別利益の主要項目

貸倒引当金戻入益 11百万円 投資有価証券売却益 43百万円

※３．特別損失の主要項目 ※３．特別損失の主要項目 ※３．特別損失の主要項目

固定資産除却損 57百万円

店舗賃借解約損 9百万円

減損損失 248百万円

投資有価証券評価損 127百万円

固定資産除却損 79百万円 

固定資産除却損 201百万円

  （減損損失）

　当中間会計期間において、当社は以下の資

産グループについて減損損失を計上いたしま

した。

　管理会計上の最小単位である店舗等を基本

にしてグルーピングしております。本部経費

等配賦後の営業キャッシュ・フローがマイナ

スまたは一定水準に満たない店舗等につき、

回収可能額まで帳簿価額を減額し、特別損失

として248百万円を計上しております。

　なお、回収可能価額は使用価値により測定

しており、使用価値は将来キャッシュ・フロー

を８％で割引いて算出しております。

　【固定資産の種類ごとの当該金額の内訳】

 (単位:百万円）

用途 場所  種類  金額

無印良品直営店

難波店他1店舗

大阪府 

 他 

建物附属設備

その他 

 　計

239

9

248

 　

 

※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 821百万円

無形固定資産 218百万円

計 1,039百万円

有形固定資産 801百万円

無形固定資産 219百万円

計 1,020百万円

有形固定資産 1,697百万円

無形固定資産 419百万円

計 2,117百万円
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（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３月１日至　平成18年８月31日）

 　　自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前中間会計期間末

株式数（千株）

当中間会計期間末

増加株式数（千株）

当中間会計期間末

減少株式数（千株）

当中間会計期間末

末株式数（千株）

 　　普通株式 467 0 49 418

 　　　　合計 467 0 49 418

  (注)　普通株式数の増加0千株は単位未満株式の買取によるものであり、減少49千株は新株予約権の行使による　　

　　　　ものであります。

 

①　リース取引

 　     ＥＤＩＮＥＴによる開示を行なうため記載を省略しております。

 

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。

（１株当たり情報）

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

該当事項はありません。 該当事項はありません。  該当事項はありません。
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