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１．平成19年２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 （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 ％

19年２月中間期 80,061 △0.5 4,274 12.5 4,273 11.8

18年２月中間期 80,486 29.5 3,797 7.2 3,819 7.9

18年２月期 169,735 10,143 10,135

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

潜在株式調整後１株当たり中間
(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

19年２月中間期 2,272 8.9 232 40 231 03

18年２月中間期 2,085 4.0 208 14 205 60

18年２月期 5,320 525 75 520 30

（注）①期中平均株式数 19年２月中間期 9,778,218株 18年２月中間期 10,017,053株

 18年２月期 9,979,943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

19年２月中間期 35,342 15,419 43.6 1,581 83

18年２月中間期 30,341 14,946 49.3 1,502 82

18年２月期 35,697 16,094 45.0 1,631 46

（注）①期末発行済株式数 19年２月中間期 9,747,607株 18年２月中間期 9,945,687株

 18年２月期 9,865,317株   

②期末自己株式数 19年２月中間期 941,193株 18年２月中間期 743,113株

 18年２月期 823,483株   

２．平成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）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通　期 190,000 11,700 6,700

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 687円34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 ― 79.00 ― 83.00 ― 162.00

19年２月期（実績） ―   81.00 ― 　― ― ―

19年２月期（予想） ― ― ― 81.00 ― 162.00

※　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。
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１．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）
前事業年度の要約貸借対照表

（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  3,303   1,947   2,107   

２　売掛金  4,612   4,773   7,235   

３　有価証券  ―   ―   100   

４　たな卸資産  4,222   3,195   3,309   

５　関係会社短期貸付金  ―   2,910   2,769   

６　繰延税金資産  418   619   448   

７　その他  2,274   1,691   1,378   

８　貸倒引当金  △58   △83   △98   

流動資産合計   14,773 48.7  15,054 42.6  17,249 48.3

Ⅱ　固定資産           

(1）有形固定資産 ※１          

１　建物及び構築物  5,749   7,487   6,805   

２　工具器具備品  1,215   1,495   1,679   

３　土地  327   327   327   

４　その他  203   166   409   

有形固定資産合計  7,495  24.7 9,475  26.8 9,221  25.8

(2）無形固定資産           

１　ソフトウェア  2,659   2,442   2,694   

２　その他  98   91   95   

無形固定資産合計  2,757  9.1 2,534  7.2 2,789  7.8

(3）投資その他の資産           

１　投資有価証券  270   98   199   

２　関係会社株式  ―   2,321   494   

３　敷金・保証金  2,323   3,278   3,011   

４　建設協力金  1,432   2,206   1,890   

５　繰延税金資産  102   142   105   

６　その他  1,499   564   1,088   

７　貸倒引当金  △313   △334   △352   

投資その他の資産合計  5,315  17.5 8,277  23.4 6,436  18.1

固定資産合計   15,568 51.3  20,287 57.4  18,447 51.7

資産合計   30,341 100.0  35,342 100.0  35,697 100.0
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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）
前事業年度の要約貸借対照表

（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
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１　買掛金  2,753   2,264   3,386   

２　短期借入金  6,050   10,600   8,000   

３　未払金  1,744   1,710   3,241   

４　未払法人税等  1,446   1,943   1,815   

５　前受金  382   276   335   

６　預り金  686   512   451   

７　賞与引当金  556   853   513   

８　その他  1,131   968   1,263   

流動負債合計   14,751 48.6  19,129 54.1  19,007 53.3

Ⅱ　固定負債           

１　預り保証金  643   793   594   

固定負債合計   643 2.1  793 2.3  594 1.7

負債合計   15,395 50.7  19,923 56.4  19,602 55.0

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   4,157 13.7  ―   4,157 11.6

Ⅱ　資本剰余金           

１　資本準備金  4,032   ―   4,032   

資本剰余金合計   4,032 13.3  ― ―  4,032 11.3

Ⅲ　利益剰余金           

１　利益準備金  39   ―   39   

２　中間（当期）未処分利益  13,636   ―   15,866   

利益剰余金合計   13,675 45.1  ― ―  15,905 44.5

Ⅳ　その他有価証券評価差額金   50 0.2  ― ―  67 0.2

Ⅴ　自己株式   △6,969 △23.0  ― ―  △8,067 △22.6

資本合計   14,946 49.3  ― ―  16,094 45.0

負債・資本合計   30,341 100.0  ― ―  35,697 100.0

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本        

１　資本金  ― ― 4,157 11.8 ― ―

２　資本剰余金  

(1）資本準備金  ― 4,032 ―

資本剰余金合計  ― ― 4,032 11.4 ― ―

３　利益剰余金  

(1）利益準備金  ― 39 ―

(2）その他利益剰余金  ― 17,055  

繰越利益剰余金  ― 17,055 ―

利益剰余金合計  ― ― 17,095 48.3 ― ―

４　自己株式  ― ― △9,873 △27.9 ― ―

株主資本合計  ― ― 15,411 43.6 ― ―

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券評価差額金  ― ― 7 0.0 ― ―

評価・換算差額等合計  ― ― 7 0.0 ― ―

純資産合計  ― ― 15,419 43.6 ― ―

負債純資産合計  ― ― 35,342 100.0 ― ―
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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）

前事業年度の要約損益計算書
（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   80,486 100.0  80,061 100.0  169,735 100.0

Ⅱ　売上原価   60,356 75.0  60,677 75.8  126,850 74.7

売上総利益   20,129 25.0  19,383 24.2  42,884 25.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※２  16,332 20.3  15,108 18.9  32,740 19.3

営業利益   3,797 4.7  4,274 5.3  10,143 6.0

Ⅳ　営業外収益 ※１  43 0.0  54 0.1  68 0.0

Ⅴ　営業外費用   20 0.0  56 0.1  77 0.0

経常利益   3,819 4.7  4,273 5.3  10,135 6.0

Ⅵ　特別利益   58 0.0  34 0.0  54 0.0

Ⅶ　特別損失   281 0.3  291 0.3  1,000 0.6

税引前中間（当期）
純利益

  3,597 4.4  4,016 5.0  9,189 5.4

法人税、住民税及び
事業税

 1,419   1,909   3,820   

法人税等調整額  92 1,512 1.8 △166 1,743 2.2 47 3,868 2.3

中間（当期）純利益   2,085 2.6  2,272 2.8  5,320 3.1

前期繰越利益   11,718   ―   11,718  

中間配当額   ―   ―   785  

自己株式処分差損   167   ―   387  

中間（当期）未処分
利益

  13,636   ―   15,866  
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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

合計繰越利益剰余

金

 平成18年２月28日 残高   (百万円) 4,157 4,032 ― 4,032 39 15,866 15,905 △8,067 16,027

 中間会計期間変動額          

 剰余金の配当      △818 △818  △818

 利益処分による役員賞与      △73 △73  △73

 中間純利益      2,272 2,272  2,272

 自己株式の取得        △2,079 △2,079

 自己株式の処分      △190 △190 273 83

 株主資本以外の項目の中間会計期

間中の変動額
― ― ― ― ― ― ― ― ―

 中間会計期間中の変動額合計　

　　　　　　　　　      (百万円)
― ― ― ― ― 1,189 1,189 △1,805 △616

 平成18年８月31日 残高   (百万円) 4,157 4,032 ― 4,032 39 17,055 17,095 △9,873 15,411

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18年２月28日 残高  (百万円) 67 67 16,094

 中間会計期間変動額    

 剰余金の配当   △818

 利益処分による役員賞与   △73

 中間純利益   2,272

 自己株式の取得   △2,079

 自己株式の処分   83

 株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額
△59 △59 △59

 中間会計期間中の変動額合計

                       (百万円)
△59 △59 △675

 平成18年８月31日 残高　(百万円) 7 7 15,419
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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

満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

(1）有価証券

満期保有目的の債券

同左

(1）有価証券

満期保有目的の債券

同左

 

 

子会社株式

移動平均法による原価法

子会社株式

同左

子会社株式

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）たな卸資産

商品

車両　  個別法による原価法

(2）たな卸資産

商品

車両

同左

(2）たな卸資産

商品

車両

同左

 その他　先入先出法による原

価法

その他

同左

その他

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

　定率法によっております。

　ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（附属設備を除

く）については、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

おりです。

建物　　　　　　15～20年

 

(1）有形固定資産

同左

 

(1）有形固定資産

　定率法によっております。

　ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（附属設備を

除く）については、定額法を採

用しております。

　なお、主な耐用年数は以下の

とおりです。

建物及び構築物　15～20年

車輌運搬具　　　２～６年

 

 

(2）無形固定資産

　定額法によっております。ただ

し、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

 

 

(3）長期前払費用

　定額法によっております。

(3）長期前払費用

同左

(3）長期前払費用

同左

３　繰延資産の処理方法

 

新株発行費

　支出時に全額費用処理しておりま

す。

株式交付費

　支出時に全額費用処理しており

ます。

新株発行費

同左

４　引当金の計上基準

 

(1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備え

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）賞与引当金

　従業員の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。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

同左

５　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
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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）

６　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

消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜方式

によっております。

　なお、仮払消費税等と仮受消費税

等は相殺の上、流動負債の「その

他」に含めて表示しております。

消費税等の会計処理

同左

(1）消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜

方式によっております。

 

　

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）

――――――

 

　

 

（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。

　これによる損益の影響はありません。

 ――――――

 

――――――

 

　

 

（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）

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。

　なお、従来の「資本の部」の合計に相当する

金額は15,419百万円であります。

　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。

 ――――――

 

――――――

 

　

 

（自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計

基準等の一部改正）

　当中間会計期間から、改正後の「自己株式及

び準備金の額の減少等に関する会計基準」（企

業会計基準委員会　最終改正平成17年12月27日

　企業会計基準第１号）及び「自己株式及び準

備金の額の減少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17年12月

27日　企業会計基準適用指針第２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。

  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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表示方法の変更

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）

 ―――――― （中間貸借対照表）

  前中間会計期間において、流動資産の「その他」に含めて表示して

おりました「関係会社短期貸付金」及び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「関係会社株式」は、当中間会計期間に

おいて、資産の総額の100分の５を超えたため区分掲記しておりま

す。

　なお、前中間会計期間末の「関係会社短期貸付金」は100百万円あり、

「関係会社株式」は485百万円であります。

追加情報

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）

　(法人事業税における外形標準課税部分の損

益計算書上の表示方法)

　実務対応報告第12号「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」(企業会計基準委員会

　平成16年２月13日)が公表されたことに伴い、

当中間期から同実務対応報告に基づき、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56百万

円増加し、営業利益は56百万円減少し、経常

利益は56百万円減少し、税引前中間純利益は

56百万円減少しております。

―――――― (法人事業税における外形標準課税部分の損

益計算書上の表示方法) 

 実務対応報告第12号「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」(企業会計基準委員

会　平成16年２月13日)が公表されたことに

伴い、当事業年度から同実務対応報告に基づ

き、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122百

万円増加し、営業利益は122百万円減少し、

経常利益は122百万円減少し、税引前当期純

利益は122百万円減少しております。
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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

2,958百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

     3,387百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

     3,031百万円

（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 8百万円 受取利息 5百万円 受取利息  13百万円

※２　減価償却実施額 ※２　減価償却実施額 ※２　減価償却実施額

有形固定資産 522百万円

無形固定資産 342百万円

有形固定資産    672百万円

無形固定資産    391百万円

有形固定資産    1,232百万円

無形固定資産    770百万円

（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

前事業年度末株式数

（千株）

当中間会計期間

増加株式数（千株）

当中間会計期間

減少株式数（千株）

当中間会計期間末株式数

（千株）

普通株式 823 143 26 941

合計 823 143 26 941
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①　リース取引

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）

Ⅰ　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

Ⅰ　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

Ⅰ　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
（百万円）

減価償却
累計額相
当額
（百万円）

中間期末
残高相当
額
（百万円）

工具器
具備品

762 526 235

ソフト
ウェア

87 71 16

計 849 596 254

 
取得価額
相当額
（百万円）

減価償却
累計額相
当額
（百万円）

中間期末
残高相当
額
（百万円）

工具器
具備品

361 245 115

ソフト
ウェア

14 6 7

計 375 251 123

 
取得価額
相当額
（百万円）

減価償却
累計額相
当額
（百万円）

期末残高
相当額
（百万円）

工具器
具備品

551 367 183

ソフト
ウェア

25 15 9

計 576 383 193

(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 163百万円

一年超 103 

合計 267 

一年内 92百万円

一年超 40 

合計 132 

一年内 125百万円

一年超 80 

合計 205 

(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 147百万円

減価償却費相当額 137 

支払利息相当額 4 

支払リース料 74百万円

減価償却費相当額 69 

支払利息相当額 1 

支払リース料 271百万円

減価償却費相当額 252 

支払利息相当額 7 

(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

 ――――――  ―――――― Ⅱ　オペレーティング・リース

一年内 0百万円

一年超 ― 

合計 0 
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②　有価証券

（前中間会計期間末）

　子会社株式で時価のあるもの

中間貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

子会社株式 53 4,137 4,084

関連会社株式 ― ― ―

合計 53 4,137 4,084

（当中間会計期間末）

　子会社株式で時価のあるもの

中間貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

子会社株式 53 1,424 1,371

関連会社株式 ― ― ―

合計 53 1,424 1,371

（前事業年度末）

　子会社株式で時価のあるもの

貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

子会社株式 53 2,028 1,975

関連会社株式 ― ― ―

合計 53 2,028 1,975

－ 11 －



（１株当たり情報）

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株当たり純資産額 1,502円82銭

１株当たり中間純利益 208円14銭

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益
205円60銭

１株当たり純資産額  1,581円83銭

１株当たり中間純利益    232円40銭

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益
   231円03銭

１株当たり純資産額 1,631円46銭

１株当たり当期純利益    525円75銭

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益
   520円30銭

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎

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株当たり中間（当期）純利益金額    

中間損益計算書上の中間（当期）純利益金額

（百万円）
2,085 2,272 5,320

普通株式に係る中間（当期）純利益（百万円） 2,085 2,272 5,246

普通株主に帰属しない金額（百万円）    

利益処分による役員賞与金 ― ― 73

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ― 73

普通株式の期中平均株式数（千株） 10,017 9,778 9,979

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益    

中間（当期）純利益調整額（百万円） ― ― ―

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益

の算定に用いられた普通株式増加数の主要な内

訳（千株）

   

新株引受権 2 ― 1

新株予約権 121 57 103

普通株式増加数（千株） 124 ― 104

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（当期）純利益の算定に含まれなかっ

た潜在株式の概要

新株予約権１種類(新株予約権

による潜在株式の数22千株) 

新株予約権２種類(新株予約権

による潜在株式の数57千株) 

新株予約権１種類(新株予約権

による潜在株式の数21千株) 
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