
  
 

平成19年３月期 個別中間財務諸表の概要 平成18年10月25日

上場会社名 株式会社　エフ・シー・シー 上場取引所 東証第１部

コード番号 7296 本社所在都道府県 静岡県

(URL　http://www.fcc-net.co.jp/)

代　　表　　者　役職名  代表取締役社長 氏名　山本　佳英

問合せ先責任者　役職名  取締役経理部長 氏名　鈴木　章夫 ＴＥＬ　　（053）523－2400

決算取締役会開催日 平成18年10月25日 配当支払開始日 平成18年12月８日

単元株制度採用の有無 有（１単元100株）   

１．18年９月中間期の業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日）

(1）経営成績 （百万円未満切り捨て）

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月中間期 28,802 5.7 1,613 1.4 3,909 27.2

17年９月中間期 27,260 7.6 1,591 △5.0 3,073 12.8

18年３月期 56,061 3,277 5,360

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９月中間期 3,027 35.9 57 50

17年９月中間期 2,227 14.5 84 64

18年３月期 3,637 138 20

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 52,640,754株 17年９月中間期 26,321,086株 18年３月期 26,320,830株

※平成18年４月１日付で１株につき２株の割合で株式分割（無償交付）を実施しております。

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 （百万円未満切り捨て）

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９月中間期 59,941 43,649 72.8 829 20

17年９月中間期 56,925 39,492 69.4 1,500 43

18年３月期 57,849 40,912 70.7 1,554 39

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 52,640,584株 17年９月中間期 26,320,825株 18年３月期 26,320,433株

②期末自己株式数 18年９月中間期      3,446株 17年９月中間期 1,190株 18年３月期 1,582株

２．19年３月期の業績予想（平成18年４月１日～平成19年３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 59,000 6,100 4,500

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　85円49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

18年３月期 21.00 21.00 42.00

19年３月期（実績） 13.00 －
26.00

19年３月期（予想） － 13.00

※　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。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の９ページを参照して下さい。
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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９月30日）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日）

対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年３月31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 6,410 4,196 △2,214 3,649

２．受取手形 27 28 1 41

３．売掛金 10,870 10,206 △664 10,434

４．たな卸資産 3,390 4,203 813 4,200

５．その他 1,775 2,999 1,224 2,119

貸倒引当金 △2 △2 － △2

流動資産合計 22,473 39.5 21,633 36.1 △840 20,444 35.3

Ⅱ 固定資産  

１．有形固定資産 ※１  

(1）建物 3,575 3,511 △63 3,505

(2）機械及び装
置

5,428 5,559 131 5,622

(3）土地 4,163 4,163 － 4,163

(4）その他 1,586 2,048 462 2,139

有形固定資産
合計

14,753 25.9 15,283 25.5 529 15,430 26.7

２．無形固定資産 66 0.1 60 0.1 △6 66 0.1

３．投資その他の
資産

 

(1）関係会社株
式

15,360 17,403 2,042 16,876

(2）その他 ※２ 4,299 5,605 1,306 5,075

貸倒引当金 △27 △44 △16 △44

投資その他の
資産合計

19,632 34.5 22,965 38.3 3,332 21,908 37.9

固定資産合計 34,452 60.5 38,308 63.9 3,855 37,405 64.7

資産合計 56,925 100.0 59,941 100.0 3,015 57,849 100.0
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前中間会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日）

対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年３月31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 1,895 1,078 △816 1,493

２．買掛金 4,283 4,571 287 4,507

３．ファクタリン
グ債務

4,287 3,716 △570 3,223

４．未払法人税等 655 552 △102 701

５．賞与引当金 1,142 1,206 63 1,180

６．役員賞与引当
金

32 38 6 65

７．その他 ※２ 1,883 1,440 △443 2,163

流動負債合計 14,181 24.9 12,605 21.0 △1,575 13,335 23.1

Ⅱ 固定負債  

１．退職給付引当
金

1,366 1,173 △192 1,263

２．役員退職慰労
引当金

314 270 △44 324

３．その他 1,571 2,242 671 2,014

固定負債合計 3,252 5.7 3,686 6.2 434 3,602 6.2

負債合計 17,433 30.6 16,291 27.2 △1,141 16,937 29.3

 

（資本の部）  

Ⅰ 資本金 4,175 7.4 － － △4,175 4,175 7.2

Ⅱ 資本剰余金  

１．資本準備金 4,555 －  4,555

２．その他資本剰
余金

10 －  10

資本剰余金合計 4,566 8.0 － － △4,566 4,566 7.9

Ⅲ 利益剰余金  

１．利益準備金 1,043 －  1,043

２．任意積立金 22,734 －  22,734

３．中間（当期）
未処分利益

4,003 －  4,860

利益剰余金合計 27,782 48.8 － － △27,782 28,639 49.5

Ⅳ その他有価証券評
価差額金

2,972 5.2 － － △2,972 3,536 6.1

Ⅴ 自己株式 △3 △0.0 － － 3 △5 △0.0

資本合計 39,492 69.4 － － △39,492 40,912 70.7

負債資本合計 56,925 100.0 － － △56,925 57,849 100.0
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前中間会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日）

対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年３月31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  － －  4,175 7.0 4,175  － －

２．資本剰余金           

(1）資本準備金 －   4,555    －   

(2）その他資本
剰余金

－   10    －   

資本剰余金合
計  － －  4,566 7.6 4,566  － －

３．利益剰余金           

(1）利益準備金 －   1,043    －   

(2）その他利益
剰余金         

　　配当準備積
立金

－   1,600    －   

　　特別償却積
立金

－   77    －   

　　固定資産圧
縮記帳積立
金

－   511    －   

　　別途積立金 －   23,000    －   

　　繰越利益剰
余金

－   4,880    －   

利益剰余金合計  － －  31,113 51.9 31,113  － －

４．自己株式  － －  △6 △0.0 △6  － －

株主資本合計  － －  39,849 66.5 39,849  － －

Ⅱ　評価・換算差額
等           

１．その他有価証
券評価差額金  － －  3,800 6.3 3,800  － －

評価・換算差額
等合計  － －  3,800 6.3 3,800  － －

純資産合計  － －  43,649 72.8 43,649  － －

負債純資産合計  － －  59,941 100.0 59,941  － －
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(2) 中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

対前中間
期比

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31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 27,260 100.0 28,802 100.0 1,541 56,061 100.0

Ⅱ 売上原価 22,015 80.8 23,488 81.6 1,473 45,519 81.2

売上総利益 5,245 19.2 5,313 18.4 68 10,541 18.8

Ⅲ 販売費及び一般管
理費

3,653 13.4 3,700 12.8 46 7,264 13.0

営業利益 1,591 5.8 1,613 5.6 22 3,277 5.8

Ⅳ 営業外収益 ※１ 1,492 5.5 2,418 8.4 925 2,105 3.8

Ⅴ 営業外費用 ※２ 10 0.0 122 0.4 111 22 0.0

経常利益 3,073 11.3 3,909 13.6 836 5,360 9.6

Ⅵ 特別利益 ※３ － － 1 0.0 1 0 0.0

Ⅶ 特別損失 ※４ 160 0.6 84 0.3 △75 226 0.4

税引前中間
（当期）純利
益

2,912 10.7 3,826 13.3 913 5,135 9.2

法人税、住民
税及び事業税

843 770  1,588

法人税等調整
額

△158 684 2.5 28 799 2.8 114 △91 1,497 2.7

中間（当期）
純利益

2,227 8.2 3,027 10.5 799 3,637 6.5

前期繰越利益 1,775 －  1,775

中間配当額 － －  552

中間（当期）
未処分利益

4,003 －  4,860

 

－ 35 －



(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４月１日　至 平成18年９月30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

 
配当準備
積立金

特別償却
積立金

固定資産
圧縮記帳
積立金

別途積立
金

繰越利益
剰余金

平成18年３月31
日　残高
（百万円）

4,175 4,555 10 4,566 1,043 1,600 121 513 20,500 4,860 28,639 △5 37,375

中間会計期間中
の変動額

             

特別償却積立
金の取崩し
（注）１．
２．

      △44   44 －  －

固定資産圧縮
記帳積立金の
取崩し（注）
１．２．

       △1  1 －  －

別途積立金の
積立て（注）
３．

        2,500 △2,500 －  －

剰余金の配当
（注）３．

         △552 △552  △552

中間純利益          3,027 3,027  3,027

自己株式の取
得

           △0 △0

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
（百万円）

－ － － － － － △44 △1 2,500 20 2,474 △0 2,473

平成18年９月30
日　残高
（百万円） 

4,175 4,555 10 4,566 1,043 1,600 77 511 23,000 4,880 31,113 △6 39,849

 評価・換算差額等 

 その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額
等合計

純資産合計

平成18年３月31日　残高（百万円） 3,536 3,536 40,912

中間会計期間中の変動額    

特別償却積立金の取崩し（注）１．２．   －

固定資産圧縮記帳積立金の取崩し（注）
１．２．

  －

別途積立金の積立て（注）３．   －

剰余金の配当（注）３．   △552

中間純利益   3,027

自己株式の取得   △0

株主資本以外の項目の中間会計期間中の
変動額（純額）

263 263 263

中間会計期間中の変動額合計（百万円） 263 263 2,737

平成18年９月30日　残高（百万円） 3,800 3,800 43,649
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 （注）１．平成18年６月の定時株主総会における利益処分による任意積立金取崩項目は次のとおりであります。

 　　　　　　任意積立金取崩額

 　　　　　　１．特別償却積立金取崩額  29 百万円 

 　　　　　　２．固定資産圧縮記帳積立金取崩額  1 百万円 

 　　　２．当中間会計期間における任意積立金取崩項目は次のとおりであります。

 　　　　　　１．特別償却積立金取崩額 14 百万円 

 　　　　　　２．固定資産圧縮記帳積立金取崩額 0 百万円 

 　　　３．平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目は次のとおりであります。

 　　　　　　利益処分額    

 　　　　　　１．配当金 552 百万円 

 　　　　　　２．任意積立金    

 　　　　　　　　　別途積立金 2,500 百万円 

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４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31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

総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、

売却原価は総平均法により算

定しております。）

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、売却原価は総平均法によ

り算定しております。）

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

却原価は総平均法により算定

しております。）

時価のないもの

　総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

製品・仕掛品

　総平均法による原価法

(2）たな卸資産

製品・仕掛品

同左

(2）たな卸資産

製品・仕掛品

同左

原材料・貯蔵品

　先入先出法による原価法

原材料・貯蔵品

同左

原材料・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（ただし、平成10年４

月１日以降に取得した建物（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

とおりであります。

建物　　　　　10年～38年

機械及び装置　　　　10年

(1）有形固定資産

同左

(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、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
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損

失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率に基づき、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

　従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、支給見込

額のうち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

　従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、支給見込

額に基づき計上しております。

(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、支給見込額

のうち当中間会計期間負担額を

計上しております。

(3) 役員賞与引当金

同左

(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、支給見込額

に基づき計上しております。

(4) 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。

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（18年）によ

る定率法により按分した額を発

生年度から費用処理しておりま

す。

(4) 退職給付引当金

同左

(4)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。

　数理計算上の差異は、その発

生時の従業員の平均残存勤務期

間（18年）による定率法により

発生年度から費用処理しており

ます。

(5) 役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支払いに

備えるため、内規に基づく中間

期末要支給額を計上しておりま

す。

(5) 役員退職慰労引当金

同左

(5）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支払いに

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。

４．外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、中間決算

日の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理して

おります。

同左 　外貨建金銭債権債務は、期末日の

直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理しており

ます。

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

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

　消費税等の会計処理は、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
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当中間会計期間より、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

準適用指針第６号　平成15年10月31日）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。

────── （固定資産の減損に係る会計基準） 

当事業年度より、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」（企業会計基準適

用指針第６号　平成15年10月31日）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。

──────

 

 （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。

これまでの資本の部の合計に相当する金額

は、43,649百万円であります。

なお、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、中間財務諸表

等規則の改正に伴い、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９月30日）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日）

前事業年度末
（平成18年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

     21,970百万円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

           22,864百万円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

            22,654百万円

※２．担保に提供している資産と、これに対

応する債務は、次のとおりであります。

※２．担保に提供している資産と、これに対

応する債務は、次のとおりであります。

※２．担保に提供している資産と、これに対

応する債務は、次のとおりであります。

担保提供資産 担保提供資産 担保提供資産

資産の種類
金額

（百万円）
担保権の種類

投資その他の
資産その他

（長期金銭信
託）

600
従業員預り金
を保全する為
の担保

資産の種類
金額

（百万円）
担保権の種類

投資その他の
資産その他

（長期金銭信
託）

650
従業員預り金
を保全する為
の担保

資産の種類
金額

（百万円）
担保権の種類

投資その他の
資産その他

（長期金銭信
託）

600
従業員預り金
を保全する為
の担保

上記担保提供資産に対応する債務 上記担保提供資産に対応する債務 上記担保提供資産に対応する債務

債務の種類 金額（百万円）

流動負債その他

（従業員預り金） 566

債務の種類 金額（百万円）

流動負債その他

（従業員預り金） 608

債務の種類 金額（百万円）

流動負債その他

（従業員預り金） 585

３．偶発債務

　下記の会社の金融機関等からの債務等

に対して次のとおり保証を行っておりま

す。

３．偶発債務

　下記の会社の金融機関等からの債務等

に対して次のとおり保証を行っておりま

す。

３．偶発債務

　下記の会社の金融機関からの債務等に

対して次のとおり保証を行っております。

被保証者 保証金額 保証の内容

上海中瑞・富
士離合器有限
公司

44百万人民元
(619百万円)

借入金

上海中瑞・富
士離合器有限
公司

６百万米ドル
(679百万円)

借入金

被保証者 保証金額 保証の内容

上海中瑞・富
士離合器有限
公司

13百万人民元
(194百万円)

借入金

被保証者 保証金額 保証の内容

上海中瑞・富
士離合器有限
公司

13百万人民元
(190百万円)

借入金
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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４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１．営業外収益のうち主要なものは次のと

おりであります。

※１．営業外収益のうち主要なものは次のと

おりであります。

※１．営業外収益のうち主要なものは次のと

おりであります。

受取利息   ２百万円

受取配当金    1,201百万円

賃貸収入   21百万円

設備取次手数料    149百万円

為替差益   15百万円

技術指導料   81百万円

受取利息     ３百万円

受取配当金     2,051百万円

賃貸収入     20百万円

設備取次手数料       175百万円

技術指導料     132百万円

受取利息     ９百万円

受取配当金   1,306百万円

賃貸収入     41百万円

設備取次手数料       386百万円

為替差益       117百万円

技術指導料       195百万円

※２．営業外費用のうち主要なものは次のと

おりであります。

※２．営業外費用のうち主要なものは次のと

おりであります。

※２．営業外費用のうち主要なものは次のと

おりであります。

支払利息   ６百万円 支払利息     ８百万円

為替差損 110百万円

支払利息     13百万円

賃貸費用     ８百万円

※３．　　　　　─────── ※３．特別利益は固定資産売却益１百万円で

あります。　　　　　

※３．特別利益は固定資産売却益０百万円で

あります。

※４．特別損失は固定資産除売却損160百万円

であります。

※４．特別損失は固定資産除売却損84百万円

であります。

※４．特別損失は固定資産除売却損226百万円

であります。

５．減価償却実施額 ５．減価償却実施額 ５．減価償却実施額

有形固定資産    860百万円

無形固定資産   ６百万円

有形固定資産     1,007百万円

無形固定資産     ６百万円

有形固定資産      1,947百万円

無形固定資産     13百万円

（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４月１日　至平成18年９月30日）

 １．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 1,582 1,864 － 3,446

合計 1,582 1,864 － 3,446

　（注）　普通株式の自己株式の株式数の増加1,864株は、平成18年４月１日付で１株につき２株の割合で実施した株式分

割（無償交付）による増加1,582株及び単元未満株式の買取りによる増加282株であります。

① リース取引関係

 ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。

② 有価証券関係

　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４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額     1,500.43円

１株当たり中間純利益金額       84.64円

１株当たり純資産額       829.20円

１株当たり中間純利益金額        57.50円

１株当たり純資産額    1,554.39円

１株当たり当期純利益金額       138.20円

　当社は、平成16年11月22日付で１株につき

1.5株の割合で株式分割（無償交付）を実施し

ております。なお、当該株式分割が前中間会

計期間の期首に行われたと仮定した場合の前

中間会計期間における１株当たり情報につい

ては、以下のとおりとなります。

　当社は、平成18年４月１日付で１株につき

２株の割合で株式分割（無償交付）を実施し

ております。

　なお、当該株式分割が前期首に行われたと

仮定した場合の１株当たり情報については、

それぞれ以下のとおりとなります。

　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、潜在株式が存在していな

いため記載しておりません。

１株当たり純資産額   1,366.86円

１株当たり中間純利益金額     73.91円
前中間会計期間 前連結会計年度

１株当たり純資産

額

１株当たり純資産

額

750.22円  777.19円

１株当たり中間純

利益金額

１株当たり当期純

利益金額

42.32円  69.10円

　また、潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額については、潜在株式が存在していな

いため記載しておりません。

　また、潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額については、潜在株式が存在していな

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４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

前事業年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

中間（当期）純利益（百万円） 2,227 3,027 3,637

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益

（百万円）
2,227 3,027 3,637

期中平均株式数（千株） 26,321 52,640 26,320

（重要な後発事象）

 　該当事項はありません。
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