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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 52,997 12.6 2,877 162.5 3,441 75.9

17年９月中間期 47,047 △8.4 1,096 △74.4 1,956 △57.2

18年３月期 102,714 6,154 7,226

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 3,502 63.0 77.30  

17年９月中間期 2,149 △12.9 47.44  

18年３月期 4,716 102.20  

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 45,315,625株 17年９月中間期 45,312,283株 18年３月期 45,312,338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  

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 136,541 83,898 61.4 1,851.42

17年９月中間期 129,894 79,171 61.0 1,747.26

18年３月期 137,281 83,639 60.9 1,843.87

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 45,315,841株 17年９月中間期 45,311,802株 18年３月期 45,314,902株

②期末自己株式数 18年９月中間期 9,571株 17年９月中間期 8,710株 18年３月期 9,110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 107,000 8,100 6,200

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　136円82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 10.0 17.0 27.0

19年３月期（実績） 10.0 －  

19年３月期（予想） － 17.0 27.0

 

※　業績予想に関しましては、平成18年11月８日現在のデータに基づき作成したものであり、予想につきましては様々な

不確定要素が内在しておりますので、実際の業績はこれらの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９ページをご参照ください。
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８．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）

対前年度
末比較

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
（％）

増減
(百万円)

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

１　現金及び預金 8,831 14,836 7,511 7,325

２　受取手形 ※４ 190 232 228 3

３　売掛金 26,624 30,080 34,201 △4,120

４　たな卸資産 4,532 6,011 3,475 2,535

５　繰延税金資産 3,053 2,589 1,482 1,106

６　その他 1,397 1,735 1,214 520

７　貸倒引当金 △178 △91 △52 △38

流動資産合計 44,450 34.2 55,394 40.6 48,061 35.0 7,333

Ⅱ　固定資産  

１　有形固定資産 ※１  

(1) 建物 ※２ 17,139 16,500 16,787 △287

(2) 機械装置 1,421 1,674 1,672 1

(3) 土地 6,480 6,480 6,480 ―

(4) その他 468 1,623 991 632

有形固定資産
合計

25,510 (19.7) 26,278 (19.2) 25,932 (18.9) 346

２　無形固定資産 3,255 (2.5) 2,030 (1.5) 2,845 (2.1) △815

３　投資その他の資
産

 

(1) 投資有価証
券

21,714 19,022 25,468 △6,446

(2) 関係会社株
式

26,400 24,953 25,919 △965

(3) 差入保証金 4,303 4,526 4,345 181

(4) 前払年金費
用

1,255 1,253 1,239 13

(5) その他 3,088 3,204 3,522 △318

(6) 貸倒引当金 △85 △122 △52 △69

投資その他の資
産合計

56,676 (43.6) 52,838 (38.7) 60,442 (44.0) △7,604

固定資産合計 85,443 65.8 81,147 59.4 89,220 65.0 △8,073

資産合計 129,894 100.0 136,541 100.0 137,281 100.0 △740
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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）

対前年度
末比較

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
（％）

増減
(百万円)

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１　買掛金 11,747 14,503 14,478 25

２　１年以内返済
予定長期借入
金

1,800 1,400 1,800 △400

３　１年以内償還
予定転換社債

― 9,999 ― 9,999

４　未払費用 3,928 4,202 4,680 △478

５　未払法人税等 2,015 2,399 115 2,283

６　未払消費税等 ※３ 519 600 1,220 △620

７　その他 1,706 2,096 1,450 645

流動負債合計 21,716 16.7 35,199 25.8 23,745 17.3 11,454

Ⅱ　固定負債  

１　社債 7,500 7,500 7,500 ―

２　転換社債 9,999 ― 9,999 △9,999

３　長期借入金 7,400 6,000 6,500 △500

４　繰延税金負債 1,490 1,996 3,737 △1,741

５　再評価に係る
繰延税金負債

1,064 1,064 1,064 ―

６　役員退職慰労
引当金

491 386 526 △140

７　その他 1,061 495 568 △73

固定負債合計 29,006 22.3 17,443 12.8 29,896 21.8 △12,453

負債合計 50,722 39.0 52,643 38.6 53,642 39.1 △999

 

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 23,079 (17.8) ―  23,084 (16.8) ―

Ⅱ　資本剰余金  

１　資本準備金 22,407 ― 22,412 ―

　　資本剰余金合計 22,407 (17.3) ―  22,412 (16.3) ―

Ⅲ　利益剰余金  

１　利益準備金 641 ― 641 ―

２　任意積立金 25,072 ― 25,072 ―

３　中間（当期）
未処分利益

6,847 ― 8,961 ―

　　利益剰余金合計 32,560 (25.1) ―  34,674 (25.3) ―

Ⅳ　土地再評価差額
金

△2,922 (△2.3) ―  △2,922 (△2.1) ―

Ⅴ　その他有価証券
評価差額金

4,076 (3.1) ―  6,423 (4.6) ―

Ⅵ　自己株式 △31 (△0.0) ― ― △32 (△0.0) ―

資本合計 79,171 61.0 ― ― 83,639 60.9 ―

負債・資本合
計

129,894 100.0 ― ― 137,281 100.0 ―
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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）

対前年度
末比較

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
（％）

増減
(百万円)

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本
 

       

１　資本金　 ― ― 23,086 (16.9)  ― ― ―

２　資本剰余金　     

(1) 資本準備金 ― 22,414 ―  

資本剰余金合
計

― ― 22,414 (16.4) ― ― ―

３　利益剰余金       

(1) 利益準備金 ― 641 ―  

(2) その他利益
剰余金

 

別途積立金 ― 28,050 ―  

繰越利益剰
余金

― 8,630 ―  

利益剰余金合
計

― ― 37,321 (27.3) ― ― ―

４　自己株式 ― ― △33 (△0.0) ―   ―

株主資本合計 ― ― 82,789 60.6 ― ― ―

Ⅱ　評価・換算差額
等

 

１　その他有価証
券評価差額金
　

― ― 4,032 (2.9) ― ― ―

２　土地差評価差
額金　

― ― △2,922 (△2.1) ― ― ―

評価・換算差
額等合計

― ―  1,109 0.8 ― ― ―

純資産合計 ― ― 83,898 61.4 ― ― ―

負債・純資産
合計

― ― 136,541 100.0 ― ― ―
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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）

対前中間
期比

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
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 47,047 100.0 52,997 100.0 5,949 102,714 100.0

Ⅱ　売上原価 ※５ 40,719 86.6 44,911 84.7 4,192 86,623 84.3

売上総利益 6,328 13.4 8,086 15.3 1,757 16,091 15.7

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

※５ 5,232 11.1 5,208 9.8 △23 9,936 9.7

営業利益 1,096 2.3 2,877 5.5 1,781 6,154 6.0

Ⅳ　営業外収益 ※１ 936 2.0 765 1.4 △171 1,204 1.1

Ⅴ　営業外費用 ※２ 76 0.1 200 0.4 124 132 0.1

経常利益 1,956 4.2 3,441 6.5 1,485 7,226 7.0

Ⅵ　特別利益 ※３ 1,262 2.7 2,095 3.9 833 1,746 1.7

Ⅶ　特別損失 ※４ 85 0.2 967 1.8 881 1,264 1.2

税引前中間
（当期）純利
益

3,133 6.7 4,569 8.6 1,436 7,708 7.5

法人税、住民
税及び事業税

1,764 2,230  1,564

法人税等調整
額

△780 983 2.1 △1,164 1,066 2.0 83 1,428 2,992 2.9

中間（当期）
純利益

2,149 4.6 3,502 6.6 1,353 4,716 4.6

前期繰越利益 4,698 5,127 429 4,698

中間配当額 ― ― ― 453

中間（当期）
未処分利益

6,847 8,630 1,783 8,961
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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

プログラ
ム等準備
金

別途積立
金

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高

（百万円）
23,084 22,412 22,412 641 22 25,050 8,961 34,674 △32 80,138

中間会計期間中の変動額

新株の発行（百万円） 1 1 1 ― ― ― ― ― ― 3

剰余金の配当（百万円）

（注）
― ― ― ― ― ― △770 △770 ― △770

役員賞与（百万円）（注） ― ― ― ― ― ― △85 △85 ― △85

プログラム等準備金の取崩し

（百万円）（注）
― ― ― ― △22 ― 22 ― ― ―

別途積立金の積立て

（百万円）（注）
― ― ― ― ― 3,000 △3,000 ― ― ―

中間純利益（百万円） ― ― ― ― ― ― 3,502 3,502 ― 3,502

自己株式の取得（百万円） ― ― ― ― ― ― ― ― △1 △1

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

（百万円）

― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
1 1 1 ― △22 3,000 △330 2,647 △1 2,650

平成18年９月30日　残高

（百万円）
23,086 22,414 22,414 641 ― 28,050 8,630 37,321 △33 82,789

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

土地再評価差額金
評価・換算差額等
合計

平成18年３月31日　残高

（百万円）
6,423 △2,922 3,500 83,639

中間会計期間中の変動額

新株の発行（百万円） ― ― ― 3

剰余金の配当（百万円）

（注）
― ― ― △770

役員賞与（百万円）（注） ― ― ― △85

プログラム等準備金の取崩し

（百万円）（注）
― ― ― ―

別途積立金の積立て

（百万円）（注）
― ― ― ―

中間純利益（百万円） ― ― ― 3,502

自己株式の取得（百万円） ― ― ― △1

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

（百万円）

△2,391 ― △2,391 △2,391

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
△2,391 ― △2,391 258

平成18年９月30日　残高

（百万円）
4,032 △2,922 1,109 83,898

 （注）　平成18年６月23日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

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　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

同左

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

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)デリバティブ

時価法（金利スワップの特例処理を採用

しております）

(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

商品

先入先出法による原価法

(3)たな卸資産

商品

同左

(3)たな卸資産

商品

同左

仕掛品

個別法による原価法

仕掛品

同左

仕掛品

同左

貯蔵品

最終仕入原価法

貯蔵品

同左

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

建物、構築物及び車輛運搬具

定額法

２　固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産

建物、構築物及び車輛運搬具

同左

２　固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産

建物、構築物及び車輛運搬具

同左

機械装置及び器具備品

定率法

機械装置及び器具備品

同左

機械装置及び器具備品

同左

(2)ソフトウェアの減価償却方法

市場販売目的のソフトウェア

ソフトウェアの残高に見積売上高に対

する当期売上の割合を乗じた金額と、

見積効用年数（３年）による定額法に

よって計算した金額のいずれか多い金

額をもって償却しております。

(2)ソフトウェアの減価償却方法

市場販売目的のソフトウェア

同左

(2)ソフトウェアの減価償却方法

市場販売目的のソフトウェア

同左

自社利用目的のソフトウェア

社内における利用可能期間（３～５年）

に基づく定額法によっております。

自社利用目的のソフトウェア

同左

自社利用目的のソフトウェア

同左
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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実績繰入率により、

貸倒懸念債権等については個別貸倒見積

額を計上しております。

３　引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

同左

３　引当金の計上基準

(1)貸倒引当金

同左

(2）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、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（10年）による定額法により翌事業年度

から費用処理することとしております。

(2）退職給付引当金

同左

(2)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、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10

年）による定額法により翌期から費用処理

することとしております。

過去勤務債務については、その発生時に一

括費用処理しております。

(3)役員退職慰労引当金

役員退職慰労金の支出に備えるため、内規

に基づく当中間会計期間末要支給額を計上

しております。

(3)役員退職慰労引当金

同左

(3)役員退職慰労引当金

役員退職慰労金の支出に備えるため、内規

に基づく期末要支給額を計上しております。

４　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。

４　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算

基準

同左

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、決算日の直物為替

相場により円貨に換算し、為替差額は損益

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。

５　リース取引の処理方法

同左

５　リース取引の処理方法

同左

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

を満たしているため特例処理を採用して

おります。

─────

 

 

─────

 

 

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象

（ヘッジ手段）

金利スワップ

 

 

 

 

（ヘッジ対象）

投資有価証券

(3)ヘッジ方針

現在又は将来においてヘッジ対象となる

資産、負債が存在する場合に限りデリバ

ティブ取引を利用する方針であり、短期

的な売買差益の獲得や投機を目的とする

デリバティブ取引は行いません。

 

 

 

 

(4)ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップについては特例処理が認め

られる条件をすべて満たしているため、

その判定をもって有効性の判定に代えて

おります。
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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）

７　その他中間財務諸表作成の基本となる重

要な事項

(1)消費税等の会計処理方法

税抜方式によっております。

６　その他中間財務諸表作成の基本となる重

要な事項

(1)消費税等の会計処理方法

同左

６　その他財務諸表財務諸表作成の基本とな

る重要な事項

(1)消費税等の会計処理方法

同左

(2)税効果会計に係る会計基準

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

利益処分によるプログラム等準備金の積

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。

(2)税効果会計に係る会計基準

─────

(2)税効果会計に係る会計基準

─────
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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）

 

───── （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。

従来の資本の部合計に相当する金額は、

83,898百万円であります。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。

 

 

　

─────  （役員賞与に関する会計基準） ───── 

 　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25百万円減少

しております。

 

 

 

─────

 （企業結合に係る会計基準）

　当中間会計期間より、企業結合に係

る会計基準（「企業結合に係る会計基

準の設定に関する意見書」（企業会計

審議会　平成15年10月31日））及び

「企業結合会計基準及び事業分離等会

計基準に関する適用指針」（企業会計

基準適用指針第10号平成17年12月27

日）を適用しております。

 

─────

（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。
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中間財務諸表に対する注記事項

（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

18,868 百万円 20,473 百万円 19,708 百万円

※２　圧縮記帳 当中間会計期間において、国庫補助

金等の受入れにより、建物について

76百万円の圧縮記帳を行いました。

なお、有形固定資産にかかる国庫補

助金等の受入れによる圧縮記帳累計

額は、建物　76百万円であります。

有形固定資産の取得価額から控除

している国庫補助金等による圧縮

記帳累計額は、建物76百万円であ

ります。

有形固定資産の取得価額から控

除している国庫補助金等による

圧縮記帳累計額は、建物76百万

円であります。

※３　消費税等の取扱い 仮払消費税等と仮受消費税等は相殺

のうえ、未払消費税等として表示し

ております。

同左 ─────

※４　中間期末日（期末日）満期手

形の処理

───── 中間会計期間末日満期日手形は、手

形交換日をもって決済処理しており

ます。なお、当中間会計期間末は金

融機関の休日であったため、次の中

間会計期間末日満期手形が中間会計

期間末残高に含まれております。

受取手形　　   71百万円

─────

（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 百万円 百万円 百万円

受取利息 6 9 15

受取配当金 916 735 1,116

    

※２　営業外費用の主要項目

支払利息 21 20 42

社債利息 26 23 47

社債費用 21 3 24

    

※３　特別利益の主要項目

投資有価証券売却益 1,259 573 1,676

抱合せ株式消滅差益 ― 1,480 ―

    

※４　特別損失の主要項目

固定資産除却損 66 901 83

固定資産売却損 12 0 ―

投資有価証券評価損 0 22 ―

損害賠償金 ― ― 1,000

    

※５　減価償却実施額

有形固定資産 890 1,047 1,872

無形固定資産 780 435 1,568
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（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
（千株）

当中間会計期間増加
株式数（千株）

当中間会計期間減少
株式数（千株）

当中間会計期間末株
式数（千株）

普通株式 9 0 ― 9

合計 9 0 ― 9

　（注）　普通株式の自己株式の株式数の増加 0千株は、単元未満株式の買取による増加であります。

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

区分
中間貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

子会社株式 5,270 9,602 4,332

合計 5,270 9,602 4,332

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

区分
中間貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

子会社株式 5,270 9,740 4,470

合計 5,270 9,740 4,470

前事業年度末（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

区分
貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

子会社株式 5,270 9,797 4,527

合計 5,270 9,797 4,527

（１株当たり情報）

　中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
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