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単元株制度採用の有無 有（１単元100株）   

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 （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 ％

18年9月中間期 1,865 (△26.1) △79 (　 － ) △80 (　 － )

17年9月中間期 2,522 (△22.9) 217 (△48.5) 227 (△47.4)

18年3月期 4,810 207 202

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 △598 (　 － ) △99 83

17年9月中間期 89 (△66.7) 14 95

18年3月期 △604 △100 70

（注）①期中平均株式数 18年9月中間期 6,000,000株 17年9月中間期 6,000,000株 18年3月期 6,000,000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

18年9月中間期 4,428 2,250 50.8 375 05

17年9月中間期 6,208 3,650 58.8 608 39

18年3月期 5,298 2,959 55.9 493 23

（注）①期末発行済株式数 18年9月中間期 6,000,000株 17年9月中間期 6,000,000株 18年3月期 6,000,000株

②期末自己株式数 18年9月中間期 ─株 17年9月中間期 ─株 18年3月期 ─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 4,045  100  △430  

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期）　△71円67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 － 18.0 18.0

19年3月期（実績） － － －

19年3月期（予想） － 18.0 18.0

※　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7ページを参照して下さい。
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７．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（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金  218,995   273,171   344,060   

２．受取手形 ※３ 367,315   251,724   255,362   

３．売掛金  947,651   665,347   941,063   

４．たな卸資産  401,627   263,969   349,628   

５．関係会社短期貸付金  730,000   －   －   

６．その他  179,662   218,124   339,403   

　　貸倒引当金  △1,672   △361   △494   

流動資産合計   2,843,581 45.8  1,671,975 37.8  2,229,024 42.1

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産           

(1)建物 ※１ 727,131   723,878   741,690   

(2)機械及び装置 ※１ 449,659   323,829   477,944   

(3)土地  881,366   881,366   881,366   

(4)その他 ※１ 169,914   120,830   168,132   

計  2,228,071   2,049,905   2,269,133   

２．無形固定資産           

(1)その他  294,729   227,898   258,811   

計  294,729   227,898   258,811   

３．投資その他の資産           

(1)投資有価証券  93,265   50,465   50,980   

(2)関係会社長期貸付
金

 650,000   931,632   950,000   

(3)繰延税金資産  －   335,354   323,094   

(4)その他  109,112   50,386   85,119   

　 貸倒引当金  △10,677   △889,053   △867,962   

計  841,701   478,784   541,231   

固定資産合計   3,364,501 54.2  2,756,588 62.2  3,069,176 57.9

資産合計   6,208,082 100.0  4,428,563 100.0  5,298,201 100.0

           

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．支払手形 ※３ 550,006   499,838   500,707   

２．買掛金  248,246   165,564   272,939   

３．短期借入金  519,000   －   50,000   

４．１年内に返済予定の
長期借入金

 60,000   120,000   100,000   

５．未払法人税等  14,999   2,345   －   

６．賞与引当金  51,475   76,088   20,331   

７．その他 ※２ 211,056   344,228   457,581   

流動負債合計   1,654,784 26.7  1,208,064 27.3  1,401,559 26.4
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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（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金  165,000   320,000   295,000   

２．退職給付引当金  587,678   619,658   611,548   

３．その他  150,242   30,550   30,684   

固定負債合計   902,920 14.5  970,208 21.9  937,233 17.7

負債合計   2,557,704 41.2  2,178,273 49.2  2,338,792 44.1

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   376,800 6.1  － －  376,800 7.1

Ⅱ　資本剰余金           

１．資本準備金  195,260   －   195,260   

資本剰余金合計   195,260 3.1  － －  195,260 3.7

Ⅲ　利益剰余金           

１．利益準備金  21,920   －   21,920   

２．任意積立金  473,511   －   473,511   

３．中間（当期）未処分
利益

 2,580,632   －   1,886,743   

利益剰余金合計   3,076,064 49.6  － －  2,382,174 45.0

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

  2,253 0.0  － －  5,173 0.1

資本合計   3,650,378 58.8  － －  2,959,408 55.9

負債及び資本合計   6,208,082 100.0  － －  5,298,201 100.0

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   － －  376,800 8.5  － －

２．資本剰余金           

(1)資本準備金  －   195,260   －   

資本剰余金合計   － －  195,260 4.4  － －

３．利益剰余金           

(1)利益準備金  －   21,920   －   

(2)その他利益準備金           

   任意積立金  －   468,820   －   

   繰越利益剰余金  －   1,184,444   －   

利益剰余金合計   － －  1,675,185 37.8  － －

株主資本合計   － －  2,247,245 50.7  － －

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評価
差額金

  － －  3,044 0.1  － －

評価・換算差額等合計   － －  3,044 0.1  － －

純資産合計   － －  2,250,290 50.8  － －

負債及び純資産合計   － －  4,428,563 100.0  － －
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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（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   2,522,950 100.0  1,865,644 100.0  4,810,757 100.0

Ⅱ　売上原価   1,584,800 62.8  1,352,609 72.5  3,277,191 68.1

売上総利益   938,150 37.2  513,034 27.5  1,533,566 31.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費   720,469 28.6  592,874 31.8  1,325,613 27.6

営業利益又は営業損
失(△)

  217,680 8.6  △79,839 △4.3  207,953 4.3

Ⅳ　営業外収益 ※１  16,053 0.6  12,508 0.7  28,565 0.6

Ⅴ　営業外費用 ※２  6,046 0.2  12,959 0.7  34,098 0.7

経常利益又は計上損
失(△)

  227,687 9.0  △80,290 △4.3  202,419 4.2

Ⅵ　特別利益   3,638 0.2  18,695 1.0  5,215 0.1

Ⅶ　特別損失 ※３  76,498 3.0  564,260 30.2  1,210,227 25.2

税引前中間（当期）
純利益又は純損失
(△)

  154,828 6.2  △625,855 △33.5  △1,002,592
△

20.9

法人税、住民税及び
事業税

 11,837   684   8,473   

法人税等調整額  53,273 65,110 2.6 △27,550 △26,865 △1.4 △406,894 △398,420 △8.3

中間（当期）純利益
又は純損失(△)

  89,717 3.6  △598,989 △32.1  △604,171
△

12.6

前期繰越利益   2,490,914   －   2,490,914  

中間（当期）未処分
利益

  2,580,632   －   1,886,743  
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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

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

任意積立金
繰越利益剰
余金

平成18年３月31日　残高

（千円）
376,800 195,260 195,260 21,920 473,511 1,886,743 2,382,174 2,954,234

中間会計期間中の変動額

任意積立金取崩し　(注)     △4,691 4,691 - -

剰余金の配当　(注)      △108,000 △108,000 △108,000

中間純損失      △598,989 △598,989 △598,989

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額）

（千円）

        

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
    △4,691 △702,298 △706,989 △706,989

平成18年９月30日　残高

（千円）
376,800 195,260 195,260 21,920 468,820 1,184,444 1,675,185 2,247,245

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３月31日　残高

（千円）
5,173 5,173 2,959,408

中間会計期間中の変動額

任意積立金取崩し　(注)   -

剰余金の配当　(注)   △108,000

中間純損失   △598,989

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

（千円）

△2,128 △2,128 △2,128

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△2,128 △2,128 △709,118

平成18年９月30日　残高

（千円）
3,044 3,044 2,250,290

(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

・移動平均法による原価法

(1) 有価証券

子会社株式

同左

(1) 有価証券

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) たな卸資産

製品のうち量産品

・総平均法による原価法

(2) たな卸資産

同左

(2) たな卸資産

同左

 製品のうち非量産品、仕掛品

・個別法による原価法

  

 商品、原材料

・移動平均法による原価法

  

２．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。

　ただし、当社は平成10年4月1

日以降に取得した建物（附属設備

を除く）は、定額法によっており

ます。

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物 ３～38年

機械及び装置 ７～10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

　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

　従業員に支給する賞与に充てる

ため、賞与支給見込額の当中間会

計期間負担分を計上しております。

(2) 賞与引当金

同左

(2) 賞与引当金

　従業員に支給する賞与に充てる

ため翌期支給見込額の当期負担分

を計上しております。

 (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。

　過去勤務債務は、定額法（10

年）により費用処理することとし

ております。

　数理計算上の差異は、定額法

（10年）により翌事業年度から費

用処理することとしております。

(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

務の見込額に基づき計上しており

ます。

　過去勤務債務は、定額法（10

年）により費用処理することとし

ております。

　数理計算上の差異は、定額法

（10年）により翌事業年度から費

用処理することとしております。

 (4) 役員退職慰労引当金

　当社は、役員の退職慰労金制

度廃止に伴う打ち切り支給議案

が平成17年6月17日開催の定時

株主総会にて承認可決されてお

ります。これにより役員退職慰

労引当金を全額取崩し打ち切り

支給額の未払分については、固

定負債の「その他」に含めて表

示しております。

──────

 

(4) 役員退職慰労引当金

　当社は、役員の退職慰労金制度

廃止に伴う打ち切り支給議案が平

成17年6月17日開催の定時株主総

会にて承認可決されております。

これにより役員退職慰労引当金を

全額取崩し打ち切り支給額の未払

分については、流動負債の「未払

金」及び、固定負債の「その他」

に含めて表示しております。

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．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

　消費税等の会計処理は、税抜方式

によっております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左
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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。これにより税引前当期純損失は

40,446千円増加しております。

 なお、減損損失累計額については、改正後の

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。

──────  (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

2,250百万円であります。

 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）

項目
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
2,786,676千円 2,898,407千円 2,796,601千円

※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、流動負債の「その他」に含め

て表示しております。

同左 ─────

※３．中間期末日満期手形 ───── 　中間期末日満期手形の会計処理は、

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、

次の中間期末日満期手形が中間期末

残高に含まれております。

　受取手形　　　19,071千円

　支払手形　　　98,056千円

─────
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（中間損益計算書関係）

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．営業外収益の主要項目 受取利息 2,759千円

受取配当金    500千円

受取手数料   6,778千円

受取利息 2,922千円

受取配当金 265千円

受取手数料  1,392千円

受取利息 5,696千円

受取配当金  676千円

受取手数料  9,569千円

※２．営業外費用の主要項目 支払利息   2,525千円

棚卸資産処分損 1,423千円

支払利息 3,489千円

棚卸資産処分損 3,489千円

支払利息 4,532千円

棚卸資産処分損 3,250千円

※３．特別損失の主要項目 固定資産処分損 5,438千円

特別退職金等 52,614千円

製品補償損失 18,445千円

減損損失 293,545千円

関係会社貸倒引当金

繰入額

 21,483千円

事業構造改革費用 220,007千円

減損損失  40,446千円

関係会社貸倒引当金

繰入額

867,061千円

事業構造改革費用 125,077千円

　４．減損損失 ───── 当中間会計期間において、当社

は以下の資産について減損損失を

計上しました。

場所 用途 種類

埼玉県

桶川市

無線ICタグ

事業の製造

設備 

機械装置等

（減損損失の認識に至った経緯）

　無線ICタグ事業は、事業構造改

革に伴う生産量の減少により、帳

簿価額を全額減額し、当該減少額

を減損損失として特別損失に計上

いたしました。

その内訳は、機械装置289,627千円、

その他3,918千円であります。

（資産のグルーピングの方法）

　事業用資産については、独立し

たキャッシュフローを生み出す最

小単位である、管理会計上使用し

ている事業を基礎とした単位でク

ルーピングしております。遊休資

産については、個別物件単位でグ

ルーピングしております。

（回収可能額の算定方法）

　回収可能額は正味売却価額によ

り測定しております。正味売却価

額は売却可能性が見込めないため

零としております。

当事業計年度において、当社は

以下の資産について減損損失を計

上しました。

場所 用途 種類

埼玉県

桶川市

記録紙事業

の遊休設備

機械装置、

建物及び構

築物

（減損損失の認識に至った経緯）

　記録紙事業は、他社算入等によ

る競争激化に伴い、一部の設備が

遊休化したため帳簿価額を全額減

額し、当該減少額を減損損失とし

て特別損失に計上いたしました。

その内訳は、機械装置40,015千円、

建物及び構築物431千円であります。

（資産のグルーピングの方法）

　事業用資産については、独立し

たキャッシュフローを生み出す最

小単位である、管理会計上使用し

ている事業を基礎とした単位でク

ルーピングしております。遊休資

産については、個別物件単位でグ

ルーピングしております。

（回収可能額の算定方法）

　回収可能額は正味売却価額によ

り測定しております。正味売却価

額は売却可能性が見込めないため

零としております。

５．減価償却実施額 有形固定資産 108,417千円

無形固定資産 35,001千円

有形固定資産 103,009千円

無形固定資産 36,002千円

有形固定資産 229,459千円

無形固定資産 70,919千円

６．納付税額及び法人税等

調整額の算定方法

　中間会計期間に係る納付税額及び

法人税等調整額は、当期において予

定している利益処分による圧縮積立

金及び特別償却準備金の積立て及び

取崩しを前提として、当中間会計期

間に係る金額を計算しております。

同左 ─────

（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

　　当該事項はありません。
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①　リース取引

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）

　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

　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

　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、減損損失累計

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
（千円）

減価償却
累計額相
当額

（千円）

中間期末
残高相当

額
（千円）

工具器
具及び
備品

17,452 4,423 13,029

合計 17,452 4,423 13,029

 
取得価
額相当
額
（千
円）

減価償
却累計
額相当
額
（千
円）

減損損
失累計
相当額
（千
円）

中間期
末残高
相当額
（千円）

機械装置
288,96

6
154,11

5
134,85

0
-

工具器具及
び備品

15,964 3,131 - 12,833

合計
304,93

0
157,24

6
134,85

0
12,833

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額

（千円）

期末残高
相当額
（千円）

工具器
具及び
備品

18,751 2,407 16,344

合計 18,751 2,407 16,344

（注）取得価額相当額は、未経過リー

ス料中間期末残高が有形固定資産

の中間期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法により

算定しております。

（注）　　　　同左 （注）取得価額相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期

末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定してお

ります。

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

1年内 2,594千円

1年超 10,434千円

合計 13,029千円

1年内 2,444千円

1年超 10,388千円

合計 12,833千円

1年内 2,842千円

1年超 13,501千円

合計 16,344千円

（注）未経過リース料中間期末残高相

当額は、未経過リース料中間期末

残高が有形固定資産の中間期末残

高等に占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定しており

ます。

（注）　　　　同左 （注）未経過リース料期末残高相当額

は、未経過リース料期末残高が有

形固定資産の期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法

により算定しております。

３．支払リース料及び減価償却費相当

額

３．支払リース料、減価償却費相当額

及び減損損失

３．支払リース料及び減価償却費相当

額

支払リース料 1,297千円

減価償却費相当

額
1,297千円

支払リース料 30,118千円

減価償却費相当

額
30,118千円

減損損失 134,850千円

支払リース料 2,125千円

減価償却費相当

額
 2,125千円

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
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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）

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 608円39銭

１株当たり中間純利益 14円95銭

１株当たり純資産額 375円05銭

１株当たり中間純損失 99円83銭

１株当たり純資産額 493円23銭

１株当たり当期純損失 100円70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、1株当たり

中間純損失であり、また潜在株式が存

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、1株当たり

当期純損失であり、また潜在株式が存

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）純利益金額又は純損失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）純利益又は純損失（△）

（千円）
89,717 △598,989 △604,171

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

（うち利益処分による取締役賞与金） （－） （－） （－） 

普通株式に係る中間（当期）純利益又

は純損失（△）（千円）
89,717 △598,989 △604,171

期中平均株式数（千株） 6,000 6,000 6,000

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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