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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 （百万円未満切捨）

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 14,601 （－） 1,489 （－） 1,538 （－）

18年３月期 14,403 （－） 1,229 （－） 1,200 （－）

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 888 （－） 122 13

18年３月期 641 （－） 85 48

（注）１．期中平均株式数 18年９月中間期 7,278,600株 18年３月期 7,274,792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

４．平成18年３月期は、決算期変更に伴い６ヶ月決算となったため、前中間期はありません。従って、前中間期との比較は行っておりませ

ん。

(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９月中間期 29,557 15,627 52.9 2,147 07

18年３月期 29,767 14,698 49.4 2,016 75

（注）１．期末発行済株式数 18年９月中間期 7,278,600株 18年３月期 7,278,600株

２．期末自己株式数 18年９月中間期 2,400株 18年３月期 2,400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 29,000 2,430 1,360

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　186円85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 － 9.00 9.00

19年３月期（実績） 9.00 －
18.00

19年３月期（予想） － 9.00

※　上記の業績予想は、本資料発表日現在における将来に関する前提、見通し、計画に基づく予想であり、実際の業績は、

様々な要素により異なる結果となる可能性があります。なお、上記業績予想のご利用にあたっては、平成19年３月期

中間決算短信（連結）の添付資料１ページから６ページをご参照下さい。



１．個別中間財務諸表等
(1）中間貸借対照表

  
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
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１　現金及び預金  1,198,244   844,090   

２　受取手形  2,228   3,204   

３　売掛金  3,913,977   4,396,884   

４　有償支給未収入金  322,517   270,893   

５　たな卸資産  1,498,327   2,331,341   

６　繰延税金資産  374,407   300,255   

７　その他  389,896   713,522   

流動資産合計   7,699,599 26.1  8,860,192 29.8

Ⅱ　固定資産        

１　有形固定資産 ※１       

(1) 建物 ※２ 1,778,843   1,842,455   

(2) 機械及び装置  976,207   1,012,555   

(3) 工具器具及び備品  1,856,056   1,271,866   

(4) 土地 ※２ 3,880,909   3,880,909   

(5) 建設仮勘定  1,591,154   1,331,913   

(6) その他  141,299   151,814   

計   10,224,470 34.6  9,491,514 31.9

２　無形固定資産   100,949 0.3  112,847 0.4

３　投資その他の資産        

(1) 投資有価証券  11,394,727   11,172,941   

(2) その他  152,945   145,098   

(3) 貸倒引当金  △15,300   △15,050   

計   11,532,372 39.0  11,302,989 37.9

固定資産合計   21,857,791 73.9  20,907,352 70.2

資産合計   29,557,391 100.0  29,767,544 100.0

        

－ 1 －



  
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
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１　買掛金  2,819,063   2,620,114   

２　短期借入金 ※２ 2,460,000   3,320,000   

３　１年以内返済予定長期借入金 ※２ 1,270,780   1,309,980   

４　１年以内償還予定社債  2,000,000   1,000,000   

５　未払金  722,363   784,201   

６　未払法人税等  741,000   628,000   

７　賞与引当金  450,000   420,920   

８　役員賞与引当金  15,000   －   

９　その他 ※４ 146,510   173,389   

流動負債合計   10,624,716 35.9  10,256,605 34.4

Ⅱ　固定負債        

１　社債  －   1,000,000   

２　長期借入金 ※２ 1,906,240   2,524,980   

３　長期未払金  66,454   80,670   

４　繰延税金負債  297,728   230,609   

５　退職給付引当金  691,779   647,487   

６　役員退職慰労引当金  342,780   328,592   

固定負債合計   3,304,982 11.2  4,812,338 16.2

負債合計   13,929,699 47.1  15,068,944 50.6

        

（資本の部）        

Ⅰ　資本金   － －  1,531,708 5.2

Ⅱ　資本剰余金        

１　資本準備金  －   1,620,525   

資本剰余金合計   － －  1,620,525 5.4

Ⅲ　利益剰余金        

１　利益準備金  －   369,221   

２　任意積立金  －   8,358,999   

３　中間（当期）未処分利益  －   1,101,120   

利益剰余金合計   － －  9,829,341 33.0

Ⅳ　その他有価証券評価差額金   － －  1,719,552 5.8

Ⅴ　自己株式   － －  △2,527 △0.0

資本合計   － －  14,698,599 49.4

負債・資本合計   － －  29,767,544 100.0

        

－ 2 －



  
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
（％）

 （純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

 １　資本金   1,531,708 5.2  － －

 ２　資本剰余金        

 (1) 資本準備金  1,620,525   －   

資本剰余金合計   1,620,525 5.5  － －

 ３　利益剰余金        

 (1) 利益準備金  369,221   －   

 (2) その他利益剰余金        

買換資産積立金  54,135   －   

別途積立金  8,800,000   －   

繰越利益剰余金  1,409,923   －   

利益剰余金合計   10,633,280 35.9  － －

４　自己株式   △2,527 △0.0  － －

株主資本合計   13,782,986 46.6  － －

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券評価差額金  1,844,705   －   

評価・換算差額等合計   1,844,705 6.3  － －

純資産合計   15,627,691 52.9  － －

負債純資産合計   29,557,391 100.0  － －

        

－ 3 －



(2）中間損益計算書

  

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）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成17年10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
（％）

Ⅰ　売上高   14,601,479 100.0  14,403,243 100.0

Ⅱ　売上原価   11,689,871 80.1  11,534,929 80.1

売上総利益   2,911,607 19.9  2,868,314 19.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費   1,422,363 9.7  1,638,463 11.4

営業利益   1,489,243 10.2  1,229,850 8.5

Ⅳ　営業外収益 ※１  119,861 0.8  36,562 0.3

Ⅴ　営業外費用 ※２  70,135 0.5  65,443 0.5

経常利益   1,538,969 10.5  1,200,970 8.3

Ⅵ　特別利益 ※３  4,767 0.0  128 0.0

Ⅶ　特別損失 ※４、５  18,109 0.1  31,525 0.2

税引前中間（当期）純利益   1,525,627 10.4  1,169,572 8.1

法人税、住民税及び事業税  729,575   621,955   

法人税等調整額 ※７ △92,894 636,681 4.3 △93,725 528,229 3.7

中間（当期）純利益   888,946 6.1  641,343 4.4

前期繰越利益   －   459,776  

中間（当期）未処分利益   －   1,101,120  

        

－ 4 －



(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
評価・換算
差額等

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計

 その他有
価証券評価
差額金資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
 

買換資産積
立金

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成18年３月31日　残高

（千円）
1,531,708 1,620,525 369,221 58,999 8,300,000 1,101,120 △2,527 12,979,046 1,719,552

中間会計期間中の変動額

平成18年６月定時株主総会

における利益処分による任

意積立金取崩項目

（注）１．

   △2,490  2,490  －  

平成18年６月定時株主総会

における利益処分項目

（注）２．

    500,000 △585,007  △85,007  

中間純利益      888,946  888,946  

買換資産積立金の取崩し    △2,373  2,373  －  

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純

額）

        125,152

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
－ － － △4,864 500,000 308,803 － 803,939 125,152

平成18年９月30日　残高

（千円）
1,531,708 1,620,525 369,221 54,135 8,800,000 1,409,923 △2,527 13,782,986 1,844,705

 （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) 買換資産積立金取崩額           2,490千円

２．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                        65,507千円

(2) 役員賞与金                    19,500千円

(3) 任意積立金

 ①　別途積立金                  500,000千円

合計　　          　      585,007千円

－ 5 －



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
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10月１日
至　平成18年３月31日）

１．資産の評価基準及び評価 (1）有価証券 (1）有価証券

方法 子会社及び関連会社株式

移動平均法による原価法

子会社及び関連会社株式

同左

 

 

 

その他有価証券

時価のあるもの

中間決算末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

 

 

(2）デリバティブ

時価法

(2) デリバティブ

同左

 

 

 

(3）たな卸資産

製品及び仕掛品

総平均法による原価法

一部の製品及び仕掛品については、

個別法による原価法

(3）たな卸資産

製品及び仕掛品

同左

 

 

原材料

移動平均法による原価法

原材料

同左

 

 

貯蔵品

最終仕入原価法による原価法

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

但し、工具器具及び備品に含まれる金

型及び治工具については、残存価額を

零とする定額法を採用しております。

また、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。

(1）有形固定資産

同左

 

 

建物

8年～31年

 

 

機械及び装置

2年～12年

 

 

工具器具及び備品

2年～20年

 

 

(2）無形固定資産

ソフトウェア（自社利用）の減価償却の

方法は、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

－ 6 －



項目
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10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

 

 

(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

 

 

(3）役員賞与引当金

役員賞与の支給に備えるため、当事業年

度における支給見込額の当中間会計期間

負担額を計上しております。

──────

 

 

（会計方針の変更）

当中間会計期間より、「役員賞与に関す

る会計基準」（企業会計基準第４号　平

成17年11月29日）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

引前中間純利益は、それぞれ15,000千円

減少しております。

 

 

 

(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。

また、数理計算上の差異は、各事業年度

の発生時の従業員の平均残存勤務期間内

の一定の年数（５年）による定額法によ

り按分した額をそれぞれ発生の翌事業年

度から費用処理しております。

(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及び年金資

産の見込額に基づき計上しております。

また、数理計算上の差異は、各事業年度

の発生時の従業員の平均残存勤務期間内

の一定の年数（５年）による定額法によ

り按分した額をそれぞれ発生の翌事業年

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（執行役員を含む）の退職慰労金の

支給に備えるため、内規に基づく中間会

計期間末要支給額の100％を計上してお

ります。

(4）役員退職慰労引当金

役員（執行役員を含む）の退職慰労金の

支給に備えるため、内規に基づく期末要

支給額の100％を計上しております。

４．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算の基準

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。

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

－ 7 －



項目
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10月１日
至　平成18年３月31日）

６．ヘッジ会計の方法 (1)　ヘッジ会計の方法

金利スワップについては特例処理の要件

を満たしておりますので、特例処理を採

用しております。また、為替予約が付さ

れている外貨建金銭債権債務等について

は、振当処理を行っております。

(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

金利スワップ

為替予約

(2)　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

同左

 

 

ヘッジ対象

借入金変動金利

外貨建金銭債権債務等

ヘッジ対象

同左

 

 

(3)　ヘッジ方針

外貨建取引の為替相場の変動リスクを回

避するために為替予約取引を利用し、ま

た、金利変動によるリスクを回避するた

めに金利スワップ取引を利用しておりま

す。

(3)　ヘッジ方針

同左

 

 

(4)　ヘッジ有効性評価の方法

為替予約取引については、ヘッジ手段と

ヘッジ対象の重要な条件が同一であり、

ヘッジ開始以降のキャッシュ・フローを

固定できるため、有効性の評価を省略し

ております。また、特例処理によってい

る金利スワップについて、有効性の評価

を省略しております。

(4)　ヘッジ有効性評価の方法

同左

７．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（消費税及び地方消費税）の会計

処理

税抜方式を採用しております。

消費税等（消費税及び地方消費税）の会計

処理

同左

－ 8 －



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

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10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

税引前当期純利益は17,459千円減少しております。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15,627,691千円であります。

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）

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

21,190,489千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

20,490,127千円

※２．担保に供している資産及びこれに対応する債務は次

のとおりであります。

（イ）担保に供している資産

※２．担保に供している資産及びこれに対応する債務は次

のとおりであります。

（イ）担保に供している資産

建物 959,299千円

土地 1,710,795

計 2,670,094

建物 997,746千円

土地 1,710,795

計 2,708,542

上記資産のうち工場財団抵当に供している資産 上記資産のうち工場財団抵当に供している資産

建物 265,292千円

土地 94,860

計 360,152

建物 279,430千円

土地 94,860

計 374,290

（ロ）担保資産に対応する債務 （ロ）担保資産に対応する債務

短期借入金 160,000千円

長期借入金 3,067,020

（１年以内返済予定の長期借入金を含む）

計 3,227,020

短期借入金 240,000千円

長期借入金 3,569,860

（１年以内返済予定の長期借入金を含む）

計 3,809,860

上記のうち工場財団抵当に対応する債務 上記のうち工場財団抵当に対応する債務

短期借入金 80,000千円

長期借入金 993,300

（１年以内返済予定の長期借入金を含む）

計 1,073,300

短期借入金 160,000千円

長期借入金 1,217,500

（１年以内返済予定の長期借入金を含む）

計 1,377,500

（注）運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行３行

（㈱三菱東京ＵＦＪ銀行、㈱三井住友銀行、㈱みず

ほコーポレート銀行）と特別融資枠契約（シンジ

ケーション方式によるコミットメントライン）を締

結しております。

（注）運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行３行

（㈱三菱東京ＵＦＪ銀行、㈱三井住友銀行、㈱みず

ほコーポレート銀行）と特別融資枠契約（シンジ

ケーション方式によるコミットメントライン）を締

結しております。

特別融資枠契約の総額 5,000,000千円

当中間会計期間末残高 2,300,000千円

特別融資枠契約の総額 5,000,000千円

当事業年度末残高 3,000,000千円

　３．偶発債務

債務保証

関係会社等の金融機関よりの借入及びリース債務に

つき次のとおり債務保証を行っております。

　３．偶発債務

債務保証

関係会社等の金融機関よりの借入及びリース債務に

つき次のとおり債務保証を行っております。

オースチン・トライホーク・オートモーティブ・イ

ンコーポレーテッド

11,442千米ドル

(1,349,118千円)

オースチン・トライホーク・オートモーティブ・イ

ンコーポレーテッド

13,194千米ドル

(1,549,950千円)

※４．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。

※４．　　　　　　　　　同左
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（中間損益計算書関係）

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）

前事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年３月31日）

※１．営業外収益のうち重要なもの ※１．営業外収益のうち重要なもの

受取利息 5,222千円

受取配当金 90,735千円

受取利息 5,248千円

受取配当金 19,531千円

※２．営業外費用のうち重要なもの ※２．営業外費用のうち重要なもの

支払利息 35,161千円 支払利息 37,622千円

※３．特別利益のうち重要なもの ※３．特別利益のうち重要なもの

固定資産売却益

機械及び装置 4,424千円

──────

※４．特別損失のうち重要なもの ※４．特別損失のうち重要なもの

固定資産除却損

機械及び装置 9,173千円

固定資産除却損

機械及び装置 13,568千円

※５．　　　　　　　────── ※５．減損損失

当事業年度において、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。

場所 用途 種類

 栃木県さくら市 遊休資産 土地 

当社は、管理会計上の区分を基準に、事業用資産に

ついては工場別にグルーピングを行い、遊休資産に

ついては個別資産ごとにグルーピングをしておりま

す。

事業用資産及び共用資産については、減損の兆候は

ありませんでしたが、遊休資産については地価が著

しく下落したため減損処理を行い、帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失

（17,459千円）として特別損失に計上いたしました。

なお、回収可能価額は正味売却可能価額により測定

しており、固定資産税評価額を合理的に調整した価

額に基づき算定しております。

　６．減価償却実施額 　６．減価償却実施額

有形固定資産 973,573千円

無形固定資産 16,235千円

有形固定資産 1,125,749千円

無形固定資産 15,840千円

※７．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買換資産積立金の取崩し

を前提として、当中間会計期間に係る金額を算定し

ております。

※７．　　　　　　　　─────

（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 2,400 － － 2,400

合計 2,400 － － 2,400
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①　リース取引関係

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）

前事業年度
（自　平成17年10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

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
（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）

機械及び装置 782,000 378,832 403,167

工具器具及び備品 378,842 219,608 159,234

その他 193,259 80,659 112,599

合計 1,354,102 679,100 675,002

 
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）

機械及び装置 782,000 337,504 444,495

工具器具及び備品 372,461 233,734 138,727

その他 328,745 213,648 115,097

合計 1,483,207 784,887 698,319

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 203,895千円

１年超 562,660

合計 766,555

１年内 215,446千円

１年超 592,289

合計 807,736

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 136,573千円

減価償却費相当額 106,364千円

支払利息相当額 11,460千円

支払リース料 132,311千円

減価償却費相当額 95,349千円

支払利息相当額 12,060千円

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10％として定

率法で計算した各期の減価償却費相当額に10／９を乗

じた額を減価償却費相当額とする方法によっておりま

す。

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

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

②　有価証券関係

　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）

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10月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額 2,147円07銭

１株当たり中間純利益金額 122円13銭

１株当たり純資産額 2,016円75銭

１株当たり当期純利益金額 85円48銭

　（注）１．潜在株式調整後１株当たり中間（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。

　２．１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。

 
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10月１日
至　平成18年３月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金額   

中間（当期）純利益（千円） 888,946 641,343

普通株主に帰属しない金額（千円） － 19,500

（うち利益処分による役員賞与金） （－） (19,500)

普通株式に係る中間（当期）純利益（千

円）
888,946 621,843

期中平均株式数（株） 7,278,600 7,274,792

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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