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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 17,872 25.1 1,530 9.2 1,561 7.3

17年９月中間期 14,282 8.7 1,401 1.2 1,454 3.3

18年３月期 30,184  2,839  2,919  

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 900 28.6 70 14

17年９月中間期 700 △3.2 54 53

18年３月期 1,483  107 42

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 12,839,495株 17年９月中間期 12,839,545株 18年３月期 12,839,495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 24,898 10,272 41.3 800 10

17年９月中間期 20,675 9,243 44.7 719 91

18年３月期 22,732 10,093 44.4 778 04

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 12,839,495株 17年９月中間期 12,839,545株 18年３月期 12,839,495株

②期末自己株式数 18年９月中間期 505株 17年９月中間期 455株 18年３月期 505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 35,900 3,200 1,910

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　148円76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 48.00 48.00

19年３月期（実績） －  

19年３月期（予想） 54.00 54.00

※　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。
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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  2,378,009   3,095,947   3,093,606   

２．受取手形 ※４ 2,974,026   4,414,348   3,249,490   

３．売掛金  5,929,879   7,549,535   6,838,373   

４．たな卸資産  2,547,599   2,881,665   2,689,443   

５．繰延税金資産  190,471   197,828   200,052   

６．その他  127,555   118,045   52,396   

貸倒引当金  △22,258   △20,470   △19,108   

流動資産合計   14,125,284 68.3  18,236,900 73.2  16,104,254 70.8

Ⅱ．固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1）建物  1,935,731   1,888,666   1,935,730   

(2）土地  1,656,834   1,628,872   1,656,834   

(3）その他  393,187   958,226   601,663   

計  3,985,753   4,475,765   4,194,229   

２．無形固定資産  －   1,071,222   －   

(1）ソフトウエア  1,435,460   －   1,250,367   

(2）その他  14,997   －   14,822   

計  1,450,458   －   1,265,189   

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券  626,155   737,680   738,638   

(2）関係会社出資金  178,502   178,502   178,502   

(3）繰延税金資産  120,107   －   82,724   

(4）その他  189,694   197,974   169,172   

  計  1,114,459   1,114,158   1,169,037   

固定資産合計   6,550,672 31.7  6,661,145 26.8  6,628,456 29.2

資産合計   20,675,956 100.0  24,898,046 100.0  22,732,710 100.0
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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 ※４ 4,145,781   6,203,953   4,771,308   

２．買掛金  4,448,782   6,327,543   5,080,007   

３．短期借入金  500,227   233   500,233   

４．未払法人税等  582,408   564,625   755,834   

５．賞与引当金  318,293   351,135   326,653   

６．役員賞与引当金  －   27,385   －   

７．その他  779,440   502,318   534,289   

流動負債合計   10,774,934 52.1  13,977,195 56.1  11,968,327 52.6

Ⅱ．固定負債           

１．長期借入金  503,105   502,868   502,985   

２．退職給付引当金  －   －   4,734   

３．役員退職慰労引当金  122,663   106,787   132,036   

４．その他  31,950   38,324   30,950   

固定負債合計   657,719 3.2  647,980 2.6  670,705 3.0

負債合計   11,432,653 55.3  14,625,176 58.7  12,639,032 55.6

           

（資本の部）           

Ⅰ．資本金   1,000,000 4.9  － －  1,000,000 4.4

Ⅱ．資本剰余金           

１．資本準備金  621,397   －   621,397   

資本剰余金合計   621,397 3.0  － －  621,397 2.7

Ⅲ．利益剰余金           

１．利益準備金  214,125   －   214,125   

２．任意積立金  6,270,000   －   6,270,000   

３．中間（当期）未処分利
益

 965,162   －   1,748,240   

利益剰余金合計   7,449,287 36.0  － －  8,232,365 36.2

Ⅳ．その他有価証券評価差額
金

  172,965 0.8  － －  240,406 1.1

Ⅴ．自己株式   △347 △0.0  － －  △491 △0.0

資本合計   9,243,303 44.7  － －  10,093,677 44.4

負債・資本合計   20,675,956 100.0  － －  22,732,710 100.0
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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   － －  1,000,000 4.0  － －

２．資本剰余金           

 (１) 資本準備金  －   621,397   －   

      資本剰余金合計   － －  621,397 2.5  － －

３．利益剰余金           

 (１) 利益準備金  －   214,125   －   

 (２) その他利益剰余金           

      別途積立金  －   7,030,000   －   

      繰越利益剰余金  －   1,168,482   －   

      利益剰余金合計   － －  8,412,607 33.8  － －

４．自己株式   － －  △491 △0.0  － －

株主資本合計   － －  10,033,513 40.3  － －

Ⅱ．評価・換算差額等           

１．その他有価証券評価差
額金

  － －  239,356 1.0  － －

評価・換算差額等合計   － －  239,356 1.0  － －

純資産合計   － －  10,272,870 41.3  － －

負債純資産合計   － －  24,898,046 100.0  － －
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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   14,282,344 100.0  17,872,687 100.0  30,184,253 100.0

Ⅱ．売上原価   10,945,589 76.6  14,296,927 80.0  23,366,083 77.4

売上総利益   3,336,755 23.4  3,575,760 20.0  6,818,169 22.6

Ⅲ．販売費及び一般管理費   1,935,626 13.6  2,045,327 11.4  3,978,710 13.2

営業利益   1,401,128 9.8  1,530,433 8.6  2,839,459 9.4

Ⅳ．営業外収益           

１.受取利息  107   80   172   

２.不動産賃貸収入  42,000   42,000   84,000   

３.年金資産返還差額  21,009   －   21,009   

４.その他  11,553 74,670 0.5 6,455 48,535 0.2 19,283 124,465 0.4

Ⅴ．営業外費用           

１.支払利息  7,347   4,699   13,606   

２.不動産賃貸費用  7,946   7,400   15,892   

３.支払手数料  3,695   2,761   6,427   

４.その他  1,824 20,814 0.1 2,953 17,814 0.1 8,154 44,081 0.1

経常利益   1,454,984 10.2  1,561,154 8.7  2,919,843 9.7

Ⅵ．特別利益           

１.固定資産売却益 ※１ ― ― ― 5,980 5,980 0.1 ― ― ―

Ⅶ．特別損失           

１.固定資産売却損 ※２ ―   19,632   ―   

２.固定資産除却損  ―   ―   4,754   

３.関係会社出資金評価損  255,787   ―   255,787   

４.訴訟和解金  ―   ―   60,577   

５.固定資産廃棄費用  ― 255,787 1.8 ― 19,632 0.1 17,494 338,613 1.1

税引前中間(当期)純利
益

  1,199,197 8.4  1,547,502 8.7  2,581,229 8.6

法人税、住民税及び事
業税

 569,908   553,948   1,185,463   

法人税等調整額  △70,817 499,091 3.5 93,015 646,963 3.7 △87,416 1,098,046 3.7

中間（当期）純利益   700,105 4.9  900,538 5.0  1,483,183 4.9

前期繰越利益   265,056   ―   265,056  

中間（当期）未処分利
益

  965,162   ―   1,748,240  
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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）
1,000,000 621,397 621,397 214,125 6,270,000 1,748,240 8,232,365 △491 9,853,270

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当(注)      △616,295 △616,295  △616,295

役員賞与（注）      △104,000 △104,000  △104,000

別途積立金の積立て

（注)
    760,000 △760,000 －  －

中間純利益      900,538 900,538  900,538

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）
－ － － － 760,000 △579,757 180,242 － 180,242

平成18年９月30日　残高

（千円）
1,000,000 621,397 621,397 214,125 7,030,000 1,168,482 8,412,607 △491 10,033,513

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）
240,406 240,406 10,093,677

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当(注)   △616,295

役員賞与（注）   △104,000

別途積立金の積立て

(注)
  －

中間純利益   900,538

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額）

△1,049 △1,049 △1,049

中間会計期間中の変動額

合計（千円）
△1,049 △1,049 179,192

平成18年９月30日　残高

（千円）
239,356 239,356 10,272,870

（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

その他有価証券

時価のあるもの

　中間決算日の市場価格に基づく

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）

(1）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　中間決算日の市場価格に基づく

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）

(1）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格に基づく時価

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

　移動平均法に基づく原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(2）たな卸資産

商品

　後入先出法に基づく低価法（洗

替え方式）

(2）たな卸資産

同左

(2)たな卸資産

同左

貯蔵品

　最終仕入原価法に基づく原価法

 

 

 

 

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　法人税法の規定に基づく耐用年

数による定率法

(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

　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、それ以

外の無形固定資産については、法

人税法の規定に基づく定額法に

よっております。

(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

　売掛金等の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

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員に対する賞与支給に備え

るため、支給見込額を計上してお

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

　当社は役員に対する賞与支

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

利益および税引前中間純利益

は、それぞれ27,385千円減少

しております。

(3）      ──────
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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

　従業員の退職給付に備えるため、

中間会計期間末における退職給付

債務および年金資産に基づき必要

と認められる額を計上することと

しておりますが、当中間会計期間

末においては、年金資産が退職給

付債務を超える額を前払年金費用

（投資その他の資産）として計上

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、

期末における退職給付債務及び年

金資産に基づき、必要と認められ

る額を計上することとしておりま

す。

(5）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備え

るため、内規による中間期末要支

給見込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

　役員の退職慰労金の支給に備え

るため、内規による期末要支給見

込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．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。

同左 同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ取引

ヘッジ対象…借入金利

 

 

 

 

 

 

(3）ヘッジ方針

　借入金の金利変動リスクを回避

する目的で金利スワップ取引を

行っております。

 

 

 

 

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップは特例処理の要件

を満たしているため、有効性の評

価を省略しております。

 

 

 

 

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

(1）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。

　なお、仮払消費税等および仮受

消費税等は相殺し、その差額は流

動負債「その他」に含めて表示し

ております。

(1）消費税等の会計処理

同左

(1）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。
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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）

 ───────

 

 

（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）および「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10,272,870千円で

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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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区分掲記しておりました「ソフト

ウェア」（当中間会計期間末の残高は1,056,575千円）は、

資産の総額の5／100以下となったため、無形固定資産とし

て一括掲記いたしました。

（中間損益計算書）

　前中間会計期間は、営業外費用の「その他」に含めてお

りました「支払手数料」（前中間会計期間は2,022千円）は、

金額的重要性が増したため、区分掲記いたしました。

───────

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

3,687,493千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

        3,981,263千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

         3,805,089千円

　２．保証債務

　子会社の金融機関からの借入に対する

保証債務極度額

226,300千円

　２．保証債務

　子会社の金融機関からの借入に対する

保証債務極度額

 471,200千円

　２．保証債務

　子会社の金融機関からの借入に対する

保証債務極度額

 352,200千円

３．当社においては、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行３行と貸出コミッ

トメント契約を締結しております。

貸出コミットメントの総額 2,500,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 2,500,000千円

 

３．当社においては、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行３行と貸出コミッ

トメント契約を締結しております。

貸出コミットメントの総額 2,500,000千円

借入実行残高 －千円

差引額  2,500,000千円

 

３．当社においては、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行２行と貸出コミッ

トメント契約を締結しております。

貸出コミットメントの総額 2,000,000千円

借入実行残高  －千円

差引額  2,000,000千円

 

───────

 

※４．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、次の中間会計

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 495,289千円

支払手形 388,575千円

 

───────
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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．固定資産売却益の内訳

　固定資産売却益の内訳は以下のとおり

であります。

機械装置   5,980千円

  

─────

───── ※２．固定資産売却損の内訳

　固定資産売却損の主な内容は以下のと

おりであります。

静岡県熱海市　土地等   19,632千円

  

─────

　３．減価償却実施額 　３．減価償却実施額 　３．減価償却実施額

有形固定資産 115,163千円

無形固定資産 210,484

有形固定資産    174,774千円

無形固定資産 198,441

有形固定資産  254,912千円

無形固定資産 425,282
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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）

当中間会計期間株式数

（千株）

 普通株式 0 － － 0

合計 0 － － 0
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①　リース取引関係

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）

　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

累計額相当額およ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

累計額相当額およ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

累計額相当額および期末残高相当額

機械及び装置
工具器具及

び備品
合計

取得価額相

当額

千円

1,184,914

千円

48,623

千円

1,233,537

減価償却累

計額相当額
567,055 35,229 602,284

中間期末残

高相当額
617,858 13,393 631,252

機械及び装置
工具器具及

び備品
合計

取得価額相

当額

千円

1,160,614

千円

23,079

千円

1,183,693

減価償却累

計額相当額
710,407 19,606 730,013

中間期末残

高相当額
450,207 3,472 453,680

機械及び装置
工具器具及

び備品
合計

取得価額相

当額

千円

1,178,414

千円

32,230

千円

1,210,644

減価償却累

計額相当額
644,882 25,482 670,364

期末残高相

当額
533,531 6,747 540,279

(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 181,307千円

１年超 471,294

計 652,602

１年内     161,223千円

１年超 310,071

計 471,294

１年内      176,309千円

１年超 383,920

合計 560,229

(3）支払リース料、減価償却費相当額および

支払利息相当額

(3）支払リース料、減価償却費相当額および

支払利息相当額

(3）支払リース料、減価償却費相当額および

支払利息相当額

支払リース料 103,944千円

減価償却費相当額 94,383

支払利息相当額 8,698

支払リース料       95,095千円

減価償却費相当額 86,573

支払利息相当額 6,189

支払リース料      201,688千円

減価償却費相当額 183,360

支払利息相当額 16,138

(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

(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

(5)利息相当額の算定方法

同左
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②　有価証券関係

（前中間会計期間末）（平成17年９月30日現在）

　子会社株式で時価のあるものはありません。

（当中間会計期間末）（平成18年９月30日現在）

　子会社株式で時価のあるものはありません。

（前事業年度末）（平成18年３月31日現在）

　子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 719円91銭

１株当たり中間純利益金額 54円53銭

１株当たり純資産額    800円10銭

１株当たり中間純利益金額  70円14銭

１株当たり純資産額    778円04銭

１株当たり当期純利益金額    107円42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。

同左 　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、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（千円） 700,105 900,538 1,483,183

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 104,000

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) (104,000)

普通株式に係る中間（当期）純利益（千円） 700,105 900,538 1,379,183

期中平均株式数（千株） 12,839 12,839 12,839
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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）

　該当事項はありません。

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）

　該当事項はありません。

前事業年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　該当事項はありません。

－ 15 －


