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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 （注）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 15,449 △2.3 392 2.9 339 0.2

17年９月中間期 15,805 4.8 381 △49.9 338 △51.7

18年３月期 33,181 933 825

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 184 △14.6 31 44

17年９月中間期 216 △46.9 36 68

18年３月期 432 69 03

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 5,881,817株 17年９月中間期 5,902,030株 18年３月期 5,901,067株

②会計処理の方法の変更   有

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。

④平成18年６月28日開催の株主総会において定款変更を決議し、決算期を３月31日から12月31日に変更しております。

(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 27,069 15,175 56.1 2,582 91

17年９月中間期 27,387 15,335 56.0 2,598 78

18年３月期 27,609 15,456 56.0 2,615 84

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期  5,875,393株 17年９月中間期 5,900,971株 18年３月期 5,898,965株

②期末自己株式数 18年９月中間期      64,193株 17年９月中間期 38,615株 18年３月期 40,621株

２．平成18年12月期の業績予想（平成18年４月１日～平成18年12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 24,900 800 430

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　73円19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 25.00 25.00 50.00

18年12月期（実績） 25.00 －
37.50

18年12月期（予想） － 12.50

※　上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後さまざまな要因によっ

て予想数値と異なる可能性があります。

なお、上記業績予想に関する事項は、中間決算短信（連結）の添付資料の６ページ「通期の見通し」をご参照下さい。



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（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  2,732,152   2,783,235   3,334,809   

２．受取手形 ※６ 1,145,625   686,942   560,156   

３．売掛金  7,002,309   7,359,055   7,266,072   

４．たな卸資産  3,344,889   3,206,212   3,224,461   

５．その他  1,251,364   1,177,141   1,127,463   

貸倒引当金  △30,000   △800   △28,000   

流動資産合計   15,446,342 56.4  15,211,786 56.2  15,484,962 56.1

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1）建物 ※２ 4,900,363   5,085,019   5,233,694   

(2）土地 ※２ 2,326,471   2,326,471   2,326,471   

(3）その他  813,857   998,088   837,668   

　　計  8,040,692   8,409,579   8,397,833   

２．無形固定資産  983,096   751,170   869,883   

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券 ※２ 1,599,697   1,570,065   1,771,524   

(2）その他  1,334,390   1,134,490   1,093,643   

貸倒引当金  △17,120   △8,090   △8,090   

　　計  2,916,968   2,696,466   2,857,078   

固定資産合計   11,940,756 43.6  11,857,216 43.8  12,124,794 43.9

資産合計   27,387,098 100.0  27,069,002 100.0  27,609,757 100.0
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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)

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
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．支払手形 ※６ 67,684   74,063   102,947   

２．買掛金  5,185,393   5,505,351   5,275,670   

３．短期借入金 ※２ 1,034,200   834,200   1,034,200   

４．未払法人税等  180,404   168,746   121,579   

５．賞与引当金  519,000   485,000   469,000   

６．その他の引当金  8,000   6,000   7,000   

７．その他 ※５ 1,461,620   1,427,907   1,674,717   

流動負債合計   8,456,302 30.9  8,501,268 31.4  8,685,114 31.4

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金 ※２ 956,100   701,900   804,000   

２．退職給付引当金  2,326,752   2,406,789   2,346,330   

３．役員退職慰労引当金  180,123   145,273   180,123   

４．その他  132,511   138,164   137,950   

固定負債合計   3,595,487 13.1  3,392,126 12.5  3,468,403 12.6

負債合計   12,051,789 44.0  11,893,395 43.9  12,153,518 44.0
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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（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   2,918,465 10.7  － －  2,918,465 10.6

Ⅱ　資本剰余金           

１．資本準備金  2,461,019   －   2,461,019   

２．その他資本剰余金  822   －   822   

資本剰余金合計   2,461,841 9.0  － －  2,461,841 8.9

Ⅲ　利益剰余金           

１．利益準備金  396,853   －   396,853   

２．任意積立金  4,830,288   －   4,830,288   

３．中間（当期）未処分
利益

 4,111,399   －   4,180,197   

利益剰余金合計   9,338,541 34.1  － －  9,407,339 34.1

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

  687,737 2.5  － －  747,631 2.7

Ⅴ　自己株式   △71,277 △0.3  － －  △79,038 △0.3

資本合計   15,335,308 56.0  － －  15,456,238 56.0

負債資本合計   27,387,098 100.0  － －  27,609,757 100.0

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   － －  2,918,465 10.8  － －

２．資本剰余金           

(1）資本準備金  －   2,461,019   －   

(2）その他資本剰余
金

 －   1,061   －   

資本剰余金合計   － －  2,462,080 9.1  － －

３．利益剰余金           

(1）利益準備金  －   396,853   －   

(2）その他利益剰余
金

          

圧縮積立金  －   319,661   －   

別途積立金  －   4,500,000   －   

繰越利益剰余金  －   4,202,782   －   

利益剰余金合計   － －  9,419,298 34.8  － －

４．自己株式   － －  △255,184 △1.0  － －

株主資本合計   － －  14,544,659 53.7  － －

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評価
差額金

  － －  630,947 2.4  － －

評価・換算差額等合
計

  － －  630,947 2.4  － －

純資産合計   － －  15,175,607 56.1  － －

負債純資産合計   － －  27,069,002 100.0  － －
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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   15,805,961 100.0  15,449,477 100.0  33,181,799 100.0

Ⅱ　売上原価   11,339,166 71.7  11,044,973 71.5  23,841,959 71.9

売上総利益   4,466,795 28.3  4,404,504 28.5  9,339,840 28.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費   4,085,602 25.9  4,012,253 26.0  8,406,806 25.3

営業利益   381,192 2.4  392,251 2.5  933,033 2.8

Ⅳ　営業外収益 ※１  45,474 0.3  47,282 0.3  96,909 0.3

Ⅴ　営業外費用 ※２  87,684 0.6  99,919 0.6  204,051 0.6

経常利益   338,982 2.1  339,613 2.2  825,892 2.5

Ⅵ　特別利益   34,430 0.2  27,200 0.2  278,830 0.8

Ⅶ　特別損失   11,551 0.0  49,039 0.3  355,437 1.0

税引前中間(当期)
純利益

  361,861 2.3  317,774 2.1  749,284 2.3

法人税、住民税及
び事業税

※４ 142,573   153,099   230,000   

法人税等調整額 ※４ 2,776 145,349 0.9 △20,258 132,841 0.9 86,451 316,451 1.0

中間（当期）純利
益

  216,511 1.4  184,932 1.2  432,833 1.3

前期繰越利益   3,894,887   －   3,894,887  

中間配当額   －   －   147,524  

中間(当期)未処分
利益

  4,111,399   －   4,180,197  
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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

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
合計圧縮

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）
2,918,465 2,461,019 822 2,461,841 396,853 330,288 4,500,000 4,180,197 9,407,339 △79,038 14,708,607

中間会計期間中の変動額

圧縮積立金の取崩額

（注）
     △10,626  10,626 －  －

剰余金の配当（注）        △147,474 △147,474  △147,474

役員賞与（注）        △25,500 △25,500  △25,500

中間純利益        184,932 184,932  184,932

自己株式の取得          △176,407 △176,407

自己株式の処分   239 239      261 500

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（千円）
－ － 239 239 － △10,626 － 22,585 11,958 △176,145 △163,947

平成18年９月30日　残高

（千円）
2,918,465 2,461,019 1,061 2,462,080 396,853 319,661 4,500,000 4,202,782 9,419,298 △255,184 14,544,659

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）
747,631 747,631 15,456,238

中間会計期間中の変動額

圧縮積立金の取崩額

（注）
  －

剰余金の配当（注）   △147,474

役員賞与（注）   △25,500

中間純利益   184,932

自己株式の取得   △176,407

自己株式の処分   500

株主資本以外の項目の

中間会計期間中の変動

額（純額）

△116,683 △116,683 △116,683

中間会計期間中の変動額

合計（千円）
△116,683 △116,683 △280,631

平成18年９月30日　残高

（千円）
630,947 630,947 15,175,607

（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。

和光堂株式会社
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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を採用

しております。

(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）を

採用しております。

その他有価証券

時価のあるもの

　中間決算日前一ヶ月の市場価

格等の平均価格に基づく時価法

（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）を採用して

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

移動平均法により算定）を採用

しております。

時価のないもの

　移動平均法による原価法を採

用しております。

時価のないもの

同　　　　左

時価のないもの

同　　　　左

(2）たな卸資産

　総平均法による原価法を採用し

ております。

(2）たな卸資産

同　　　　左

(2）たな卸資産

同　　　　左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法を採用しております。

　ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（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

(1）有形固定資産

同　　　　左

建物 ３～50年

機械装置 ２～17年

(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

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の取立不能に備えるため、

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

　従業員に対する賞与の支払に備

えるため、支給見込額のうち当中

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

　従業員に対する賞与の支払に備

えるため、支給見込額のうち当期

負担分を計上しております。

(3）返品調整引当金

　返品による損失に備えるため、

法人税法に定める繰入限度相当額

を計上しております。

(3）返品調整引当金

同　　　　左

(3）返品調整引当金

同　　　　左

和光堂株式会社
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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）

(4）退職給付引当金

　従業員に対する退職給付に備え

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。

　過去勤務債務については、その

発生時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（５

年）による定額法により費用処理

しております。

　数理計算上の差異については、

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以内の一定

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。

(4）退職給付引当金

同　　　　左

(4）退職給付引当金

　従業員に対する退職給付に備え

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。

　過去勤務債務については、その

発生時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（５

年）による定額法により費用処理

しております。

　数理計算上の差異については、

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以内の一定

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

　役員に対する退職慰労金の支払

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。

(5）役員退職慰労引当金

同　　　　左

(5）役員退職慰労引当金

　役員に対する退職慰労金の支払

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。

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方法

　税抜方式によっております。

　消費税等の会計処理方法

同　　　　左

　消費税等の会計処理方法

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）

────── （有価証券の評価基準及び評価方法）

　従来、その他有価証券で時価のあるものの

評価基準及び評価方法については、「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）」を採用しておりま

したが、平成18年５月19日に当社の親会社と

なったアサヒビール株式会社と会計処理基準

を統一するため、当中間会計期間より「中間

決算日前一ヶ月の市場価格等の平均価格に基

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）」へ変更しております。

　この変更により、従来の方法によった場合

に比べ、投資有価証券が1,198千円、その他有

価証券評価差額金が711千円、それぞれ少なく

表示されており、また、投資その他の資産「そ

の他」が487千円多く表示されております。

　なお、この変更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15,175,607千円であります。

　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。

──────

表示方法の変更

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）

（中間貸借対照表） 

　前中間会計期間まで流動負債において区分掲記していた

「未払費用」（当中間会計期間末798,003千円）は、負債

及び資本の合計額の100分の５以下であるため、当中間会

計期間から「その他」に含めて表示することとしました。

──────
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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）

  (千円)

※１．有形固定資産の減価償

却累計額
10,648,202

  (千円)

※１．有形固定資産の減価償

却累計額
9,712,904

  (千円)

※１．有形固定資産の減価償

却累計額
9,424,466

※２．担保資産

(1）担保に供している資産

※２．担保資産

(1）担保に供している資産

※２．担保資産

(1）担保に供している資産

 (千円)

建物 254,115

土地 17,880

投資有価証券 631,953

 (千円)

建物 241,950

土地 17,880

投資有価証券 651,546

 (千円)

建物 247,866

土地 17,880

投資有価証券 766,224

(2）担保資産に対する債務 (2）担保資産に対する債務 (2）担保資産に対する債務

 (千円)

長期借入金

(１年以内返済分を含

む。)

697,800

 (千円)

長期借入金

(１年以内返済分を含

む。)

468,600

 (千円)

長期借入金

(１年以内返済分を含

む。)

583,200

３．偶発債務

(1）以下の関係会社の金融機関からの借

入金に対し、債務保証を行っております。

３．偶発債務

　以下の関係会社の金融機関からの借入

金に対し、債務保証を行っております。

３．偶発債務

(1）以下の関係会社の金融機関からの借

入金に対し、債務保証を行っております。

 (千円)

和光物流株式会社

和光食品工業株式会社

134,294

384,000

 (千円)

和光物流株式会社

和光食品工業株式会社

117,030

336,000

 (千円)

和光物流株式会社

和光食品工業株式会社

125,662

360,000

(2）関係会社以外の以下の会社の仕入債

務に対し、債務保証を行っております。

(2）関係会社以外の以下の会社の仕入債

務に対し、債務保証を行っております。

 (千円)

CommerceJapan Co.,Ltd. 40,000

 (千円)

CommerceJapan Co.,Ltd. 44,213

　４．運転資金の効率的な調達を行うため取

引銀行５行と当座貸越契約を締結してお

ります。これら契約に基づく当中間会計

期間末の借入未実行残高は次のとおりで

あります。

　４．運転資金の効率的な調達を行うため取

引銀行５行と当座貸越契約を締結してお

ります。これら契約に基づく当中間会計

期間末の借入未実行残高は次のとおりで

あります。

　４．運転資金の効率的な調達を行うため取

引銀行５行と当座貸越契約を締結してお

ります。これら契約に基づく当事業年度

末の借入未実行残高は次のとおりであり

ます。

 (千円)

当座貸越極度額 3,250,000

借入実行残高 730,000

　差引額 2,520,000

 (千円)

当座貸越極度額 3,250,000

借入実行残高 580,000

　差引額 2,670,000

 (千円)

当座貸越極度額 3,250,000

借入実行残高 730,000

　差引額 2,520,000

※５．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、流動負債の「その他」に含め

て表示しております。

※５．消費税等の取扱い

同　　　　左

※５．　　　──────

※６．　　　────── ※６．中間期末日満期手形

　中間期末日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をし

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。

 (千円)

受取手形 95,825

支払手形 14,780

※６．　　　──────
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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

 (千円)

受取利息 2,343

受取配当金 12,294

賃貸料 27,185

 (千円)

受取利息 1,993

受取配当金 10,053

賃貸料 29,286

 (千円)

受取利息 4,424

受取配当金 21,723

賃貸料 56,003

※２．営業外費用の主要項目 ※２．営業外費用の主要項目 ※２．営業外費用の主要項目

 (千円)

支払利息 12,861

売上割引 39,585

たな卸資産処分損 31,381

賃貸料原価 1,598

 (千円)

支払利息 12,087

売上割引 43,034

たな卸資産処分損 33,497

 (千円)

支払利息 25,867

売上割引 81,906

たな卸資産処分損 79,477

賃貸料原価 3,189

３．減価償却実施額 ３．減価償却実施額 ３．減価償却実施額

 (千円)

有形固定資産 238,474

無形固定資産 117,056

 (千円)

有形固定資産 305,022

無形固定資産 118,712

 (千円)

有形固定資産 495,206

無形固定資産 235,769

※４．中間会計期間に係る納付税額及び法人

税等調整額は、当事業年度の利益処分に

おいて予定している圧縮積立金の取崩し

を前提として、当中間会計期間に係る金

額を計算しております。

※４．中間会計期間に係る納付税額及び法人

税等調整額は、当事業年度において予定

している圧縮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計算し

ております。

※４．　　　──────

（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　（注） 40,621 23,642 70 64,193

合計 40,621 23,642 70 64,193

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加23,642株は、単元未満株式の買取請求による増加であり、減少70株は、単元未

満株式の買増請求による減少であります。

①　リース取引

ＥＤＩＮＥＴによる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（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）及び前事業年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）のいずれにおいても子

会社株式で時価のあるものはありません。
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（重要な後発事象）

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）

 ──────  ────── 平成18年４月24日、アサヒビール株

式会社による当社株式の公開買付けが

発表され、当社は、同日開催の取締役

会で本公開買付けについて賛同の意を

表明しました。

本公開買付けは平成18年４月25日か

ら平成18年５月15日まで実施され、当

社の親会社であります三共株式会社は、

同社及び同社の子会社の保有する当社

株式3,572,500株を応募しました。

この公開買付けの結果、アサヒビー

ル株式会社が所有する当社株式は

5,403,631株（議決権比率92.5％）と

なり、平成18年５月19日にアサヒビー

ル株式会社が当社の親会社となりまし

た。一方、第一三共株式会社及び三共

株式会社は当社の親会社に該当しない

こととなりました。
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