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１．平成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 57,002 △4.3 1,657 △20.4 1,680 △7.0

17年９月中間期 59,564 2.0 2,082 △27.1 1,806 △37.3

18年３月期 116,404 3,825 3,207

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 995 △9.7 61 58

17年９月中間期 1,103 △36.3 68 23

18年３月期 2,007 123 44
（注）１．期中平均株式数 18年９月中間期 16,173,844株 17年９月中間期 16,173,844株 18年３月期 16,173,844株

２．会計処理方法の変更 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

(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 50,938 27,323 53.6 1,689 37

17年９月中間期 53,096 26,063 49.1 1,611 45

18年３月期 50,265 26,617 53.0 1,645 04
（注）１．期末発行済株式数 18年９月中間期 16,173,844株 17年９月中間期 16,173,844株 18年３月期 16,173,844株

２．期末自己株式数 18年９月中間期 156株 17年９月中間期 156株 18年３月期 156株

２．平成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 121,000 3,460 2,050

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　126 円 75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３月期 － 15.0 － 15.0 － 30.0

19年３月期（実績） － 15.0 － － －
30.0

19年３月期（予想） － － － 15.0 －

※　業績予想は現時点で入手された情報に基づき当社が判断した予想であり、実際の業績は様々な要因により予想数値と

異なる場合があります。
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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
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金  5,220   1,083   4,366   

２．受取手形 ※４ 4,391   3,648   3,615   

３．売掛金  30,792   30,726   29,954   

４．商品  8,680   11,498   8,638   

５．その他 ※２ 1,398   1,393   1,347   

貸倒引当金  △55   △36   △45   

流動資産合計   50,428 95.0  48,314 94.8  47,878 95.3

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１ 78   69   71   

２．無形固定資産  297   239   268   

３．投資その他の資産  2,307   2,330   2,063   

貸倒引当金  △15   △15   △15   

投資その他の資産
合計

 2,291   2,315   2,048   

固定資産合計   2,667 5.0  2,623 5.2  2,387 4.7

資産合計   53,096 100.0  50,938 100.0  50,265 100.0

           

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．支払手形 ※４ 265   301   275   

２．買掛金  8,319   8,270   7,296   

３．短期借入金 ※５ 12,513   11,347   10,446   

４．未払法人税等  748   647   610   

５．賞与引当金  364   351   329   

６．その他  1,151   1,161   1,053   

流動負債合計   23,361 44.0  22,079 43.4  20,010 39.8

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金  2,000   －   2,000   

２．退職給付引当金  1,358   1,350   1,352   

３．役員退職慰労引当金  90   38   98   

４．その他  222   146   186   

固定負債合計   3,671 6.9  1,535 3.0  3,636 7.2

負債合計   27,032 50.9  23,614 46.4  23,647 47.0
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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）
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
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   5,251 9.9  －   5,251 10.4

Ⅱ　資本剰余金           

資本準備金  4,767   －   4,767   

資本剰余金合計   4,767 9.0  － －  4,767 9.5

Ⅲ　利益剰余金           

１．利益準備金  177   －   177   

２．中間（当期）未処分
利益

 15,570   －   16,232   

利益剰余金合計   15,748 29.7  － －  16,409 32.7

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

  296 0.5  － －  189 0.4

Ⅴ　自己株式   △0 △0.0  － －  △0 △0.0

資本合計   26,063 49.1  － －  26,617 53.0

負債・資本合計   53,096 100.0  － －  50,265 100.0

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   － －  5,251 10.3  － －

２．資本剰余金           

資本準備金  －   4,767   －   

資本剰余金合計   － －  4,767 9.3  － －

３．利益剰余金           

(1)利益準備金  －   177   －   

(2)その他利益剰余金           

繰越利益剰余金  －   16,974   －   

利益剰余金合計   － －  17,152 33.7  － －

４．自己株式   － －  △0 △0.0  － －

株主資本合計   － －  27,170 53.3  － －

Ⅱ　評価・換算差額等           

その他有価証券評価
差額金

  － －  153   －  

評価・換算差額等合
計

  － －  153 0.3  － －

純資産合計   － －  27,323 53.6  － －

負債純資産合計   － －  50,938 100.0  － －
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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
（％）

金額
（百万円）

百分比
（％）

Ⅰ　売上高   59,564 100.0  57,002 100.0  116,404 100.0

Ⅱ　売上原価   54,089 90.8  51,610 90.5  105,706 90.8

売上総利益   5,475 9.2  5,392 9.5  10,697 9.2

Ⅲ　販売費及び一般管理費   3,392 5.7  3,734 6.6  6,871 5.9

営業利益   2,082 3.5  1,657 2.9  3,825 3.3

Ⅳ　営業外収益 ※１  47 0.1  114 0.2  67 0.1

Ⅴ　営業外費用 ※２  323 0.5  91 0.2  686 0.6

経常利益   1,806 3.1  1,680 2.9  3,207 2.8

Ⅵ　特別利益   22 0.0  8 0.0  189 0.1

Ⅶ　特別損失   0 0.0  0 0.0  1 0.0

税引前中間(当期)
純利益

  1,828 3.1  1,689 2.9  3,395 2.9

法人税、住民税及
び事業税

 684   625   1,261   

法人税等調整額  41 725 1.2 68 693 1.2 126 1,387 1.2

中間(当期)純利益   1,103 1.9  995 1.7  2,007 1.7

前期繰越利益   14,467   －   14,467  

中間配当額   －   －   242  

中間（当期）未処
分利益

  15,570   －   16,232  
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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
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３月31日　残高

（百万円）
5,251 4,767 4,767 177 16,232 16,409 △0 26,427

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当　(注）     △242 △242  △242

取締役賞与　(注)     △10 △10  △10

中間純利益     995 995  995

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）
－ － － － 742 742 － 742

平成18年９月30日　残高

（百万円）
5,251 4,767 4,767 177 16,974 17,152 △0 27,170

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９月30日　残高

（百万円）
189 189 26,617

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当　(注）   △242

取締役賞与　(注)   △10

中間純利益   995

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
△36 △36 △36

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
△36 △36 706

平成18年９月30日　残高

（百万円）
153 153 27,323

 (注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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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

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)棚卸資産

商品

移動平均法による原価

法

(3)棚卸資産

同左

(3)棚卸資産

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

なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。

建物　　　　10～15年

工具器具備品５～10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

なお、ソフトウエア(自

社利用)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

(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勘

案し、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

従業員への賞与の支給に

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

(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、そ

の発生時の翌事業年度に

一括費用処理することと

し、当中間会計期間負担

額を計上しております。

(3)退職給付引当金

同左

(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。

数理計算上の差異は、そ

の発生時の翌事業年度に

一括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払

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。

(4)役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支払

に備えるため、内規に基

づく要支給額を計上して

おりましたが、平成18

年６月に同制度を廃止し、

それ以降新規の引当を停

止しております。従いま

して、当中間会計期間末

の残高は現任役員が平成

18年６月以前に就任して

いた期間に応じて引当計

上した額であります。

(4)役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支払

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。

（追加情報）

従来、役員の退職慰労金

の支払に備えるため、内

規に基づく期末要支給額

を計上しておりましたが、

役員の報酬体系の見直し

に伴い、平成18年６月

29日付で役員退職慰労金

制度を廃止しておりま

す。 

４．外貨建の資産及び負債

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、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。
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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）

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

税抜方式を採用しておりま

す。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左

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。なお、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。なお、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、27,323百万円であります。

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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追加情報

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）

当社の親会社である株式会社トーメン

は、平成17年12月６日付にて平成18年

４月１日を合併期日とする豊田通商株

式会社との合併契約書を締結しました。

合併の承認は平成18年２月下旬開催予

定の両社の臨時株主総会において承認

される予定であります。

なお、合併の方式は豊田通商株式会社

を存続会社とする吸収合併方式とし、

株式会社トーメンは解散することにな

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
（平成18年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

は、251百万円であります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額

は、263百万円であります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額

は、257百万円であります。

※２．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、金額的重要性が

乏しいため、流動資産の「その

他」に含めて表示しております。

※２．消費税等の取扱い

同左

※２．      ──────

 

　３．偶発債務

(1)子会社の金融機関からの借入金に

対する保証債務

TOMEN ELECTRONICS (HONG KONG)

LIMITED

218百万円(1,930千米ドル)

　３．偶発債務

(1)子会社の金融機関からの借入金に

対する保証債務

TOMEN ELECTRONICS (HONG KONG)

LIMITED

550百万円(4,666千米ドル)

　３．偶発債務

(1)子会社の取引先からの仕入債務に

対する保証債務

TOMEN ELECTRONICS (HONG KONG)

LIMITED

273百万円(2,330千米ドル)

TOMEN(SINGAPORE)ELECTRONICS 

PTE.LTD.

333百万円(2,842千米ドル)

(2)子会社の取引先からの仕入債務に

対する保証債務

TOMEN ELECTRONICS (HONG KONG)

LIMITED

163百万円(1,445千米ドル)

TOMEN(SINGAPORE)ELECTRONICS 

PTE.LTD.

245百万円(2,165千米ドル)

TOMEN ELECTRONICS TAIWAN 

CORP.

72百万円(636千米ドル)

(2)子会社の取引先からの仕入債務に

対する保証債務

TOMEN ELECTRONICS (HONG KONG)

LIMITED

3,390百万円(28,761千米ドル)

TOMEN(SINGAPORE)ELECTRONICS 

PTE.LTD.

297百万円(2,525千米ドル)

TOMEN ELECTRONICS TAIWAN 

CORP.

6百万円(1,771千NTドル)

株式会社ティーエーピー

1百万円(14千米ドル)

(2)他の会社の金融機関からの借入金

に対する保証債務

上海虹日国際電子有限公司

79百万円(513千米ドルほか)

上記金額は、決算日の為替相場により

円換算しております。

(3)他の会社の金融機関からの借入金

に対する保証債務

上海虹日国際電子有限公司

77百万円(573千米ドルほか)

上記金額は、中間決算日の為替相場に

より円換算しております。

(3)他の会社の金融機関からの借入金

に対する保証債務

上海虹日国際電子有限公司

93百万円(513千米ドルほか)

上記金額は、中間決算日の為替相場に

より円換算しております。

 

 

(4)手形債権流動化に伴う買戻し義務

額

563百万円

 

 

 

※４．      ────── ※４．中間会計期間末日の満期手形の

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、当中間会計期間の末日は

金融機関の休日であったため、

次の満期手形が中間会計期間末

日の残高に含まれております。

　　

※４．      ──────

  

  

 受取手形 462百万円 

支払手形 73百万円 
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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）

前事業年度
（平成18年３月31日）

※５．当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行２行と当

座貸越契約を締結しており、ま

た、取引銀行１行と貸出コミッ

トメント契約を締結しておりま

す。

　　当中間会計期間末における当座

貸越契約及び貸出コミットメン

トに係る借入未実行残高は次の

とおりであります。

※５．当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行２行と当

座貸越契約を締結しており、ま

た、取引銀行３行と貸出コミッ

トメント契約を締結しておりま

す。

　　当中間会計期間末における当座

貸越契約及び貸出コミットメン

トに係る借入未実行残高は次の

とおりであります。

※５．当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行２行と当

座貸越契約を締結しており、ま

た、取引銀行１行と貸出コミッ

トメント契約を締結しておりま

す。

　　当事業年度末における当座貸越

契約及び貸出コミットメントに

係る借入未実行残高は次のとお

りであります。

当座貸越極度額及び

貸出コミットメント

の総額

5,700百万円

借入実行残高 －百万円

差引額 5,700百万円

当座貸越極度額及び

貸出コミットメント

の総額

8,700百万円

借入実行残高 8,000百万円

差引額 700百万円

当座貸越極度額及び

貸出コミットメント

の総額

5,700百万円

借入実行残高 －百万円

差引額 5,700百万円

（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 ※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

　　受取配当金 41百万円

  

　　受取配当金 41百万円

　　為替差益 64百万円

　　受取配当金 55百万円

  

※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 73百万円

　　売上割引 24百万円

　　為替差損 215百万円

　　支払利息 65百万円

　　売上割引 26百万円

　　支払利息 146百万円

　　売上割引 37百万円

　　為替差損 492百万円

　３．減価償却実施額 　３．減価償却実施額 　３．減価償却実施額

　　有形固定資産 7百万円

　　無形固定資産 37百万円

　　有形固定資産 6百万円

　　無形固定資産 38百万円

　　有形固定資産 15百万円

　　無形固定資産 75百万円

（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）

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 156 － － 156

合計 156 － － 156
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①　リース取引

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

前中間会計期間末（平成17年９月30日）

　子会社株式及び関連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）

(1)子会社株式 － － －

(2)関連会社株式 184 3,565 3,381

合計 184 3,565 3,381

当中間会計期間末（平成18年９月30日）

　子会社株式及び関連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）

(1)子会社株式 － － －

(2)関連会社株式 184 3,997 3,813

合計 184 3,997 3,813

前事業年度（平成18年３月31日）

　子会社株式及び関連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）

(1)子会社株式 － － －

(2)関連会社株式 184 4,453 4,268

合計 184 4,453 4,268
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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 1,611円45銭

１株当たり中間純利益

金額
68円23銭

１株当たり純資産額 1,689円37銭

１株当たり中間純利益

金額
61円58銭

１株当たり純資産額 1,645円04銭

１株当たり当期純利益

金額
123円44銭

なお、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。

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。

当社は、平成17年５月20日付で株式１

株につき２株の割合をもって株式分割

を行っております。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

のとおりであります。

 当社は、平成17年５月20日付で株式１

株につき２株の割合をもって株式分割

を行っております。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

のとおりであります。

前中間会計期間 前事業年度

１株当たり純資産
額

１株当たり純資産
額

1,495円24銭 1,550円78銭

１株当たり中間純
利益金額

１株当たり当期純
利益金額

107円08銭 183円07銭

なお、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。

 前事業年度

１株当たり純資産額

1,550円78銭

１株当たり当期純利益金額

183円07銭

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）純利益金額（百万円） 1,103 995 2,007

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 10

（うち利益処分による役員賞与金） － － (10)

普通株式に係る中間（当期）純利益金額

（百万円）
1,103 995 1,996

普通株式の期中平均株式数（千株） 16,173 16,173 16,173

（重要な後発事象）

 該当事項はありません。
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