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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 （百万円未満四捨五入）

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 10,375 (21.8) 1,079 (294.2) 1,061 (311.4)

17年９月中間期 8,519 (37.1) 274 (49.4) 258 (6.9)

18年３月期 18,303 1,147 1,044

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 635 (266.2) 1,537 04

17年９月中間期 173 (163.4) 1,804 89

18年３月期 685 1,682 48

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 413,114株 17年９月中間期 96,069株 18年３月期 390,705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

(2）財政状態 （百万円未満四捨五入）

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 17,137 10,464 61.1 25,312 88

17年９月中間期 12,500 5,317 42.5 55,300 10

18年３月期 17,149 10,213 59.6 24,685 66

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 413,380株 17年９月中間期 96,155株 18年３月期 412,600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 23,000  2,800  1,760  

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）4,257円 58銭

３．配当状況

・現金配当  １株当たり配当金（円）

期末 年間

18年３月期 1,000 1,000

19年３月期（予想） 1,250 1,250

※　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及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本
資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果と
なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につきまして
は、添付資料の12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）
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  1,858,999   5,869,374   7,151,467   

２．受取手形 ※５ 96,366   81,295   101,662   

３．売掛金  3,451,131   4,249,695   2,614,343   

４．たな卸資産  1,004,261   1,023,221   1,468,450   

５．繰延税金資産  179,315   228,205   179,079   

６．未収入金  588,002   498,044   368,329   

７．その他 ※４ 145,262   61,161   139,230   

貸倒引当金  △4,127   △3,752   △2,997   

流動資産合計   7,319,209 58.6  12,007,243 70.1  12,019,563 70.1

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1）建物 ※２ 1,466,307   1,402,308   1,430,150   

(2）構築物  3,611   3,453   3,393   

(3）機械装置  32,167   28,540   30,273   

(4）工具器具備品  166,609   187,766   166,707   

(5）土地 ※２ 1,348,168   1,348,168   1,348,168   

有形固定資産合計   3,016,862 24.1  2,970,235 17.3  2,978,691 17.4

２．無形固定資産           

(1）ソフトウェア  373,803   327,691   352,981   

(2) ソフトウェア
    仮勘定

 －   3,500   －   

(3) 電話加入権  6,593   6,593   6,593   

(4）その他  2,571   2,190   2,380   

無形固定資産合計   382,967 3.1  339,974 2.0  361,954 2.1

３．投資その他の資産           

(1）関係会社株式等  1,343,918   1,392,011   1,343,918   

(2）繰延税金資産  285,257   277,723   307,988   

(3）その他  155,517   152,541   140,063   

貸倒引当金  △3,513   △2,607   △3,513   

投資その他の資産
合計

  1,781,179 14.2  1,819,668 10.6  1,788,456 10.4

固定資産合計   5,181,008 41.4  5,129,877 29.9  5,129,101 29.9

資産合計   12,500,217 100.0  17,137,120 100.0  17,148,664 100.0
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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 ※５ 1,216,883   1,239,672   1,441,085   

２．買掛金  2,085,718   2,250,889   1,721,476   

３．短期借入金 ※２ 685,400   692,400   717,600   

４．一年内償還予定社
債 

 500,000   200,000   700,000   

５．未払法人税等  200,891   478,223   395,079   

６．未払金  681,766   561,631   617,616   

７．賞与引当金  342,950   354,989   275,018   

８．役員賞与引当金  －   11,520   －   

９．その他  257,816   312,769   278,953   

流動負債合計   5,971,424 47.8  6,102,093 35.6  6,146,827 35.8

Ⅱ　固定負債           

１．社債  200,000   －   －   

２．長期借入金 ※２ 267,400   35,000   70,000   

３．退職給付引当金  276,879   301,056   286,470   

４．役員退職慰労引当
金

 187,037   235,133   219,125   

５．その他  280,097   －   212,937   

固定負債合計   1,211,413 9.7  571,189 3.3  788,532 4.6

負債合計   7,182,837 57.5  6,673,282 38.9  6,935,359 40.4

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   1,607,468 12.9  － －  3,803,231 22.2

Ⅱ　資本剰余金           

１．資本準備金  1,448,857   －   3,644,654   

資本剰余金合計   1,448,857 11.5  － －  3,644,654 21.3

Ⅲ　利益剰余金           

１．利益準備金  22,456   －   22,456   

２．中間（当期）未処
分利益

 2,231,004   －   2,742,964   

利益剰余金合計   2,253,460 18.0  － －  2,765,420 16.1

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

  7,595 0.1  － －  － －

資本合計   5,317,380 42.5  － －  10,213,305 59.6

負債資本合計   12,500,217 100.0  － －  17,148,664 100.0
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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
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   － －  3,831,312 22.4  － －

２．資本剰余金           

(1）資本準備金  －   3,672,735   －   

資本剰余金合計   － －  3,672,735 21.4  － －

３．利益剰余金           

(1）利益準備金  －   22,456   －   

(2）その他利益剰余
金

          

 繰越利益剰余金  －   2,937,335   －   

利益剰余金合計   － －  2,959,791 17.3  － －

株主資本合計   － －  10,463,838 61.1  － －

純資産合計   － －  10,463,838 61.1  － －

負債純資産合計   － －  17,137,120 100.0  － －
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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   8,518,896 100.0  10,374,752 100.0  18,303,189 100.0

Ⅱ　売上原価   5,543,081 65.1  6,359,604 61.3  11,653,830 63.7

売上総利益   2,975,815 34.9  4,015,148 38.7  6,649,359 36.3

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

  2,702,134 31.7  2,936,162 28.3  5,502,718 30.1

営業利益   273,681 3.2  1,078,986 10.4  1,146,641 6.2

Ⅳ　営業外収益 ※１  13,372 0.2  9,664 0.1  12,394 0.1

Ⅴ　営業外費用 ※２  29,131 0.3  27,662 0.3  115,525 0.6

経常利益   257,922 3.1  1,060,988 10.2  1,043,510 5.7

Ⅵ　特別利益 ※３  28,258 0.3  3,694 0.0  43,813 0.2

Ⅶ　特別損失 ※４  23,815 0.3  2,368 0.0  30,311 0.2

税引前中間（当
期）純利益

  262,365 3.1  1,062,314 10.2  1,057,012 5.7

法人税、住民税及
び事業税

 175,050   446,204   475,232   

法人税等調整額  △86,078 88,972 1.0 △18,861 427,343 4.1 △103,573 371,659 2.0

中間（当期）純利
益

  173,393 2.1  634,971 6.1  685,353 3.7

前期繰越利益   2,057,611   －   2,057,611  

中間（当期）未処
分利益

  2,231,004   －   2,742,964  
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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

 純資産合計
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

繰越利益剰
余金

平成18年３月31日　残高

（千円）
3,803,231 3,644,654 3,644,654 22,456 2,742,964 2,765,420 10,213,305 10,213,305

中間会計期間中の変動額

新株の発行 28,081 28,081 28,081    56,162 56,162

剰余金の配当（注）     △412,600 △412,600 △412,600 △412,600

役員賞与（注）     △28,000 △28,000 △28,000 △28,000

中間純利益     634,971 634,971 634,971 634,971

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）
28,081 28,081 28,081 － 194,371 194,371 250,533 250,533

平成18年９月30日　残高

（千円）
3,831,312 3,672,735 3,672,735 22,456 2,937,335 2,959,791 10,463,838 10,463,838

 （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

イ．子会社株式

移動平均法による原価法

(1）有価証券

イ．子会社株式

同左

(1）有価証券

イ．子会社株式

同左

 

 

 

ロ．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。

ロ．その他有価証券

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。

ロ．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

　移動平均法による原価法を

採用しております。

 

 

(2）デリバティブ

　時価法を採用しておりま

す。 

(2）デリバティブ

同左

(2）デリバティブ

同左

 

 

 

(3）たな卸資産

イ．製品

　総平均法による原価法を採用

しております。

(3）たな卸資産

イ．製品

同左

(2）たな卸資産

イ．製品

同左

 

 

ロ．原材料

　総平均法による原価法を採用

しております。

ロ．原材料

同左

ロ．原材料

同左

 

 

ハ．仕掛品

　総平均法による原価法を採用

しております。

ハ．仕掛品

同左

ハ．仕掛品

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（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、主な耐用年数は次のとお

りであります。

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

同左

 

 

 

建物及び構築物　　３～65年

機械装置及び運搬具５～13年

工具器具備品　　　２～20年

 

 

 

 

 

 

 

 

(2）無形固定資産

　自社利用目的のソフトウェアに

ついては、社内における利用可能

期間（５年）に基づく定額法に

よっております。また、市場販売

目的ソフトウェアについては、見

込販売数量に基づき償却（３年均

等配分額を下限とする）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

　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
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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）

 

 

(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。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

同左

 

 

(3） 　　────── (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11,520

千円減少しております。

(3）　　 ────── 

 

 

(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

度から費用処理することとしてお

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

務に基づき計上しております。

　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

度から費用処理することとしてお

ります。

 

 

(5）役員退職慰労引当金

　役員及び執行役員の退職慰労金

の支出に備えるため内規に基づく

将来支給見込額のうち、当中間会

計期間末までの発生額を計上して

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

　役員及び執行役員の退職慰労金

の支出に備えるため内規に基づく

将来支給見込額のうち、当事業年

度末までの発生額を計上しており

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

　消費税及び地方消費税の会計処

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） ───── （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。 

　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。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は

10,463,838千円であります。

　なお、中間財務諸表等規則の改正により、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、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は、

2,256,876千円であります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、

2,364,311千円であります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は

2,308,056千円であります。

※２　担保資産及び担保付債務 ※２　 　　　　───── ※２　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は、次のとおりで

あります。

担保に供している資産は、次のとおりで

あります。

建物 1,449,678千円

土地 1,348,168千円

計 2,797,846千円

建物  1,153,184千円

土地 1,125,168千円

計 2,278,352千円

担保付債務は、次のとおりであります。 担保付債務は、次のとおりであります。

短期借入金 485,400千円

長期借入金 267,400千円

計 752,800千円

短期借入金   617,600千円

長期借入金  70,000千円

計  687,600千円

３　偶発債務

債務保証

３　偶発債務

債務保証

３　偶発債務

債務保証

次の会社について、金融機関からの保証

について債務保証を行っております。

被保証者名
保証金額

（千円）

被保証債務

の内容

ワコムオー

ストラリア
5,430

 家賃等の

保証

 計 5,430  

次の会社について、金融機関からの保証

について債務保証を行っております。

被保証者名
保証金額

（千円）

被保証債務

の内容

ワコムオー

ストラリア
5,559

 家賃等の

保証

 計 5,559  

次の会社について、金融機関からの保証

について債務保証を行っております。

被保証者名
保証金額

（千円）

被保証債務

の内容

ワコムオー

ストラリア
5,307

 家賃等の

保証

 計 5,307  

 

※４　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為流動資産

の「その他」に含めて表示しております。

※４　消費税等の取扱い

同左

※４　 　　　　─────

※５　 　　　　───── ※５　中間期末日満期手形 ※５　 　　　　─────

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    21,477千円

支払手形   144,553千円
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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 ※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

受取利息 913千円

受取配当金 48千円

受取利息    1,262千円

割賦戻し利息   3,044千円

受取利息      1,997千円

受取配当金        48千円

※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 10,555千円

為替差損  14,247千円

支払利息       4,001千円

為替差損       15,658千円

支払利息     28,152千円

為替差損    29,654千円

新株発行費    49,170千円

※３　特別利益のうち主要なもの ※３　特別利益のうち主要なもの ※３　特別利益のうち主要なもの

投資有価証券売却益 27,620千円

貸倒引当金戻入益 638千円

投資有価証券売却益       3,649千円

貸倒引当金戻入益    45千円

投資有価証券売却益    43,526千円

貸倒引当金戻入益    287千円

※４　特別損失のうち主要なもの ※４　特別損失のうち主要なもの ※４　特別損失のうち主要なもの

建物除却損 476千円

機械装置除却損 170千円

工具器具備品除却損 6,932千円

ソフトウェア除却損 960千円

会員権評価損 6,796千円

保険解約損 8,481千円

工具器具備品除却損    2,368千円 建物除却損       476千円

機械装置除却損       170千円

工具器具備品除却損   9,828千円

ソフトウェア除却損      1,055千円

会員権売却損     10,301千円

保険解約損      8,481千円

　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 72,188千円

無形固定資産 63,652千円

有形固定資産       69,484千円

無形固定資産       66,533千円

有形固定資産   150,620千円

無形固定資産    136,140千円

（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 － － － －

合計 － － － －

①　リース取引

 ＥＤＩＮＥＴにより開示を行っているため、記載を省略しております。

②　有価証券

　前中間会計期間、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 55,300.10円

１株当たり中間純利益

金額
1,804.89円

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額
1,757.54円

１株当たり純資産額 25,312.88円

１株当たり中間純利益

金額
1,537.04円

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額
1,512.64円

１株当たり純資産額 24,685.66円

１株当たり当期純利益

金額
1,682.48円

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額
1,640.09円

 　当社は、平成17年11月18日付けで

株式１株につき４株の株式分割を行っ

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17年11月18日付けで

株式１株につき４株の株式分割を行っ

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前事

業年度における１株当たり情報につい

ては、以下のとおりとなります。

１株当たり純資産額 13,825.02円

１株当たり中間純利益

金額
451.22円

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額
439.38円

１株当たり純資産額 13,895.23円

１株当たり当期純利益

金額
2,204.45円

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額
2,105.79円

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後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)

１株当たり中間（当期）純利益金

額
   

中間（当期）純利益（千円） 173,393 634,971 685,353

普通株主に帰属しない金額

（千円）
－ － 28,000

（うち、利益処分による役員賞

与金） 
 （－）  （－） (28,000)

普通株式に係る中間（当期）純

利益（千円）
173,393 634,971 657,353

期中平均株式数（株） 96,069 413,114 390,705

    

潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益金額

   

中間（当期）純利益調整額（千

円）
－ － －

普通株式増加数（株） 2,588 6,663 10,097

（うち、新株引受権及び新株予

約権） 
(2,588) (6,663) (10,097)

希薄化効果を有しないため、潜在

株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

　第３回新株予約権（新株

予約権の数230個）。

　第３回新株予約権（新株

予約権の数220個）及び第

４回新株予約権（新株予約

権の数200個）。

　第３回新株予約権（新株

予約権の数230個）及び第

４回新株予約権（新株予約

権の数200個）。
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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）

１．平成17年８月23日開催の当社取締

役会の決議に基づき、次のように株

式分割による新株式を発行しており

ます。

(1) 平成17年11月18日付をもって普

通株式１株につき４株に分割しま

す。

① 分割により増加する株式数

普通株式　       288,465株 

 ② 分割方法

　平成17年９月30日最終の株主名

簿及び実質株主名簿に記載また記

録された株主並びに端株原簿に記

載または記録された端株主の所有

株式数を、１株につき４株の割合

をもって分割します。

 (2) 配当起算日

　平成17年10月１日

　当該株式分割が前期首に行われ

たと仮定した場合の前中間会計期

間及び前事業年度における１株当

たり情報及び当期首に行われたと

仮定した場合の当中間会計期間に

おける１株当たり情報は、それぞ

れ以下のとおりとなります。

 

前中間会計期

間

当中間会計期

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株当たり純

資産額

11,742.99円 13,825.02円 13,895.23円

 １株当たり中

間純利益金額

 １株当たり中

間純利益金額

 １株当たり当

期純利益金額

174.80円 451.22円 2,204.45円

 潜在株式調整

後１株当たり

中間純利益金

額

 潜在株式調整

後１株当たり

中間純利益金

額

 潜在株式調整

後１株当たり

当期純利益金

額

165.74円 439.38円 2,105.79円

 

 ───── ─────
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