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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                                   (単位：百万円未満切捨表示) 
 売  上  高 営 業 利 益 経 常 利 益 

 
18年9月中間期 
17年9月中間期 

百万円   ％ 
3,833    （   2.0） 
3,758  （ △0.8） 

百万円   ％ 
538   （ △8.6） 
589  （ △17.4） 

百万円   ％ 
546   （  △9.1） 
601  （ △16.7） 

18年3月期 7,800    （   1.4） 1,319  （ △5.9） 1,339   （ △5.6） 

 
 

中間(当期)純利益 
1株当たり中間 
(当期)純利益  

 
18年9月中間期 
17年9月中間期 

百万円   ％ 
202   （ △17.3） 
244  （ △41.0） 

円  銭 
14    52 
35    11 

 

18年3月期 652  （ △20.5） 45    83  
(注) 1．期中平均株式数 18年9月中間期 13,953,880株 17年9月中間期 6,976,940株 18年3月期 13,953,880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 

 

(2) 財政状態                                   (単位：百万円未満切捨表示) 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株 当 た り 純 資 産  
 
18年9月中間期 
17年9月中間期 

百万円 
8,581 
8,081 

百万円 
7,668 
7,282 

％ 
89.3 
90.1 

円  銭 
549    56 

1,043    80 
18年3月期   8,580 7,683 89.5 549    67 

(注) 1．期末発行済株式数 18年9月中間期 13,953,880株 17年9月中間期 6,976,940株 18年3月期 13,953,880株 
   2．期末自己株式数  18年9月中間期     120株 17年9月中間期      60株 18年3月期     120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 

通   期 
百万円 

7,900    
百万円 

1,130    
百万円 

525    
(参考) １株当たり予想当期純利益(通期)  37円62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 ― 15.00 15.00 
19年３月期（実績） ― ― 
19年３月期（予想） ― 15.00 

15.00 

 
※ 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、

様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 
なお、上記予想に関する事項は添付資料をご参照ください。 
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中間財務諸表等 

中間財務諸表 

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 
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   2,433,123   2,497,909   3,075,692  

２ 売掛金   128,349   140,092   168,043  

３ 有価証券   300,591   100,579   100,181  

４ たな卸資産   1,389,630   1,425,172   1,342,096  

５ その他   173,303   204,393   169,005  

貸倒引当金   △140   △3,300   △260  

流動資産合計   4,424,858 54.8  4,364,848 50.9  4,854,759 56.6 

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産           

(1) 建物  1,767,729   1,770,950   1,788,852   

    減価償却累計額  525,934 1,241,795  605,784 1,165,166  566,333 1,222,518  

(2) 土地   715,618   715,618   715,618  

(3) その他  190,216   196,711   194,007   

減価償却累計額  114,230 75,986  128,252 69,333  121,760 72,246  

有形固定資産合計   2,033,400   1,950,118   2,010,384  

２ 無形固定資産   19,454   28,196   23,582  

３ 投資その他の資産           

(1) 投資有価証券   502,985   1,099,503   593,244  

(2) 敷金   560,326   603,506   583,632  

(3) その他   570,694   658,061   566,136  

貸倒引当金   △30,000   △123,058   △51,000  

投資その他の資産 
合計 

  1,604,006   2,238,013   1,692,012  

固定資産合計   3,656,861 45.2  4,216,328 49.1  3,725,979 43.4 

資産合計   8,081,720 100.0  8,581,176 100.0  8,580,739 100.0 
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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 
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 買掛金   35,897   44,834   69,748  

２ １年内返済 
  長期借入金 

  25,960   ―   ―  

３ 未払法人税等   262,144   255,158   284,494  

４ 役員賞与引当金   ―   6,500   ―  

５ 関係会社整理損失 
引当金 

  ―   33,000   ―  

６ その他 ※２  273,122   342,639   340,064  

流動負債合計   597,124 7.4  682,132 7.9  694,307 8.1 

Ⅱ 固定負債           

１ 役員退職慰労引当金   195,634   202,987   199,368  

２ その他   6,428   27,503   3,962  

固定負債合計   202,062 2.5  230,490 2.7  203,330 2.4 

負債合計   799,187 9.9  912,623 10.6  897,637 10.5 
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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 
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   1,676,275 20.7  ― ―  1,676,275 19.5 

Ⅱ 資本剰余金           

資本準備金   1,768,275   ―   1,768,275  

資本剰余金合計   1,768,275 21.9  ― ―  1,768,275 20.6 

Ⅲ 利益剰余金           

１ 利益準備金   17,100   ―   17,100  

２ 任意積立金   3,255,000   ―   3,255,000  

３ 中間(当期)未処分 
  利益 

  450,879   ―   858,443  

利益剰余金合計   3,722,979 46.1  ― ―  4,130,543 48.1 

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  115,156 1.4   ― ―  108,161 1.3 

Ⅴ 自己株式   △153 △0.0  ― ―  △153 △0.0 

資本合計   7,282,533 90.1  ― ―  7,683,102 89.5 

負債・資本合計   8,081,720 100.0  ― ―  8,580,739 100.0 

           

(純資産の部)           

Ⅰ 株主資本           

 １ 資本金      1,676,275     

 ２ 資本剰余金           

  (1) 資本準備金      1,768,275     

    資本剰余金合計      1,768,275     

 ３ 利益剰余金           

  (1) 利益準備金      17,100     

  (2) その他利益剰余金           

    別途積立金      3,675,000     

    繰越利益剰余金      418,719     

    利益剰余金合計      4,110,819     

 ４ 自己株式      △153     

    株主資本合計      7,555,216 88.1    

Ⅱ 評価・換算差額等           

その他有価証券評価 
差額金      113,336     

  評価・換算差額等合計      113,336 1.3    

   純資産合計      7,668,552 89.4    

   負債純資産合計      8,581,176 100.0    
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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 
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   3,758,218 100.0  3,833,652 100.0  7,800,944 100.0 

Ⅱ 売上原価   1,173,896 31.2  1,167,451 30.5  2,427,153 31.1 

売上総利益   2,584,321 68.8  2,666,201 69.5  5,373,791 68.9 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   1,995,247 53.1  2,127,680 55.5  4,054,688 52.0 

営業利益   589,074 15.7  538,521 14.0  1,319,103 16.9 

Ⅳ 営業外収益 ※１  14,291 0.4  10,162 0.3  26,812 0.3 

Ⅴ 営業外費用 ※２  2,042 0.1  2,299 0.1  6,403 0.1 

経常利益   601,322 16.0  546,383 14.3  1,339,511 17.2 

Ⅵ 特別損失 
※３ 
※４  162,175 4.3  179,066 4.7  194,791 2.5 

税引前中間(当期) 
純利益 

  439,147 11.7  367,316 9.6  1,144,720 14.7 

法人税、住民税 
及び事業税  250,000   242,000   571,000   

法人税等調整額  △55,803 194,196 5.2 △77,267 164,732 4.3 △78,795 492,204 6.3 

中間(当期)純利益   244,951 6.5  202,584 5.3  652,515 8.4 

前期繰越利益   205,928      205,928  

中間(当期)未処分 
利益   450,879      858,443  
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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 

項目 資本剰余金 利益剰余金 

 
資本金 

資本準備金 利益準備金 
その他利益
剰余金 

自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高 

（千円） 
1,676,275 1,768,275 17,100 4,113,443 △153 7,574,940 

中間会計期間中の変動額       

 剰余金の配当    △209,308  △209,308 

利益処分による役員賞与    △13,000  △13,000 

 中間純利益    202,584  202,584 

中間会計期間中の変動額合計

（千円） 
   △19,723  △19,723 

平成18年９月30日残高 

（千円） 
1,676,275 1,768,275 17,100 4,093,719 △153 7,555,216 

 

 

評価・換算差額等 
項目 

その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 
純資産合計 

平成18年３月31日残高 

（千円） 
108,161 108,161 7,683,102 

中間会計期間中の変動額    

 剰余金の配当   △209,308 

 利益処分による役員賞与   △13,000 

 中間純利益   202,584 

株主資本以外の項目の中間会計 

期間中の変動額（純額） 
5,174 5,174 5,174 

中間会計期間中の変動額合計 

（千円） 
5,174 5,174 △14,549 

平成18年９月30日残高 

（千円） 
113,336 113,336 7,668,552 

 
 

（注）その他利益剰余金の内訳 

項目 別途積立金 繰越利益剰余金 合計  

平成18年３月31日残高（千円） 3,255,000 858,443 4,113,443  

中間会計期間中の変動額     

 剰余金の配当  △209,308 △209,308  

利益処分による役員賞与  △13,000 △13,000  

 中間純利益  202,584 202,584  

 別途積立金の積立 420,000 △420,000 ―  

中間会計期間中の変動額合計（千円） 420,000 △439,723 △19,723  

平成18年９月30日残高（千円） 3,675,000 418,719 4,093,719  
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中間財務諸表作成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 資産の評価基準および評価方法 
(1) 有価証券 

子会社株式および関連会社株式 
…移動平均法による原価法 

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) 
 

１ 資産の評価基準および評価方法 
(1) 有価証券 

子会社株式および関連会社株式 
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) 

 

１ 資産の評価基準および評価方法 
(1) 有価証券 

子会社株式および関連会社株式 
同左 

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 

時価のないもの 
同左 

(2) たな卸資産 
商品 
…売価還元法による原価法 

ただし、加盟店向けの消耗
品・備品は月別総平均法による
原価法 
 
貯蔵品 
…最終仕入原価法 
 

(2) たな卸資産 
商品 

同左 
 
 
 
 
貯蔵品 

同左 
 

(2) たな卸資産 
商品 

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 

…定率法 
 ただし、平成10年４月１日以
降取得した建物（建物附属設備
を除く。）については、定額法
によっております。 
また、事業用定期借地契約に

よる借地上の建物については、
耐用年数を定期借地権の残存期
間、残存価額を零とした定額法
によっております。 
なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 
建物…………15年～39年 
構築物………10年～20年 
器具備品……２年～10年 

 

２ 固定資産の減価償却の方法 
(1) 有形固定資産 

同左 

２ 固定資産の減価償却の方法 
(1) 有形固定資産 

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) 

(2) 無形固定資産 
…定額法 
 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) 長期前払費用 
…支出の効果のおよぶ期間で均
等償却しております。 

(3) 長期前払費用 
同左 

(3) 長期前払費用 
同左 

３ 引当金の計上基準 
(1) 貸倒引当金 

 債権の貸倒による損失に備え
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
回収可能性を検討し、回収不能
見込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) 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、当事業年度におけ
る支給見込額に基づき、当中間連
結会計期間に見合う分を計上して

おります。 
（会計方針の変更） 
 当中間会計期間から「役員賞与

に関する会計基準」（企業会計基
準委員会 平成17年11月29日 企
業会計基準第４号）を適用してお

ります。 
この結果、従来の方法に比べて

営業利益、経常利益及び税引前中

間純利益が6,500千円減少しており
ます。 
 

――――― 

――――― (3) 関係会社整理損失引当金 
 関係会社の事業整理による損失に
備えるため、当社が負担すること

となる損失見込額を計上しており
ます。 

 

――――― 

(4) 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、内規に基づく中間期

末要支給額を計上しておりま
す。 

(4) 役員退職慰労引当金 
同左 

(4) 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、内規に基づく期末要

支給額を計上しております。 
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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) 

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。 

４ リース取引の処理方法 

同左 

４ リース取引の処理方法 

同左 

５ 中間キャッシュ・フロー計算書
における資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能
な預金および取得日から３か月
以内に満期の到来する流動性の

高い、容易に換金可能であり、
かつ、価値の変動について僅少
なリスクしか負わない短期投資

からなっております。 

――――― ――――― 

６ その他中間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 

 消費税および地方消費税の会
計処理は、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ため
の基本となる重要な事項 
消費税等の会計処理 

同左 

６ その他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 

同左 
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会計方針の変更 
 

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
に関する会計基準等） 
 当中間会計期間から「貸借対照
表の純資産の部の表示に関する会
計基準」（企業会計基準委員会 
平成17年12月９日 企業会計基準
第５号）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」（企業会計基準委
員会 平成17年12月９日 企業会
計基準適用指針第８号）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。 
 なお、従来の「資本の部」に相
当する金額は7,668百万円でありま
す。 
 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
財務諸表は、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 偶発債務 
債務保証 

 次の子会社について、金融

機関からの借入に対し債務保
証を行っております。 
㈱ハードオフコリア 

89,000千円 
 

――――― １ 偶発債務 
債務保証 

 次の子会社について、金融

機関からの借入に対し債務保
証を行っております。 
㈱ハードオフコリア 

82,843千円 
 

※２ 消費税等の取扱い 
 仮払消費税等および仮受消費

税等は相殺のうえ、金額的重要
性が乏しいため、流動負債の
「その他」に含めて表示してお

ります。 

※２ 消費税等の取扱い 
同左 

――――― 

 
 

 (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 
受取利息 1,637千円

 

※１ 営業外収益の主要項目 
受取利息 1,005千円

 

※１ 営業外収益の主要項目 
受取利息 3,266千円

 
※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 435千円
 

――――― ※２ 営業外費用の主要項目 
支払利息 577千円

 
※３ 特別損失の主要項目 

関係会社株式
評価損 

131,532千円

関係会社貸倒
引当金繰入額 

30,000千円
 

※３ 特別損失の主要項目 
減損損失 73,148千円
関係会社貸倒

引当金繰入額 
72,058千円

関係会社整理
損失引当金繰

入額 

33,000千円

 
 

※３  特別損失の主要項目 
関係会社株式
評価損 

131,532千円

関係会社貸倒
引当金繰入額 

51,000千円
 

――――― ※４ 減損損失 

当中間連結会計期間末におい
て当社は以下資産グループにつ
いて減損損失を計上いたしまし

た。 
 
(1) 減損損失を認識した資産グルー

プの概要 

用途 種類 場所 
減損損失

（千円） 

店舗 
建物
等 

扶桑店 
(愛知県丹羽
郡扶桑町) 
他４事業所 

73,148 

 

――――― 
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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) 

 (2) 減損損失の認識に至った経緯 
  営業活動から生じる損益が継続

してマイナスであり、今後も収益
改善の可能性が低いと判断した事
業所について、帳簿価額を回収可

能価額まで減損し、当該減少額を
減損損失として特別損失に計上い
たしました。 

(3) 減損損失の内訳 
建物 37,236 千円 
構築物 440  

器具備品 434  
リース資産 35,037  

計 73,148  
(4) 資産グルーピングの方法 

  キャッシュ・フローを生み出す
最小単位として事業所を基本単位
として、グルーピングしておりま

す。 
(5) 回収可能価格の算定方法 
  店舗については使用価値によ

り測定し、将来キャッシュ・フロ
ーを５％で割り引いて算定してお
ります。 

 

 

 ５ 減価償却実施額 
有形固定資産 48,312千円
無形固定資産 494千円

 
 

 ５ 減価償却実施額 
有形固定資産 45,942千円
無形固定資産 2,943千円

 

 ５ 減価償却実施額 
有形固定資産 98,459千円
無形固定資産 4,425千円
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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) 

自己株式に関する事項 

 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式（株） 120 ― ― 120 

 

(中間キャッシュ・フロー計算書関係) 
 

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) 

 現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間貸借対照表に掲記されてい
る科目の金額との関係 
現金及び預金勘定 2,433,123千円

預入期間が３か月 
を超える定期預金 
等 

△50,000千円

取得日から３か月 
以内に償還期限の 
到来する短期投資 
(有価証券) 

300,591千円

現金及び 
現金同等物 2,683,715千円
 

――――― ――――― 
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リース取引関係 

半期報告書についてＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。 

 

有価証券関係 

前中間会計期間末(平成17年９月30日) 

子会社株式および関連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) 

子会社株式および関連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) 

子会社株式および関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

 

 

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

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。 
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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 1,043円80銭
 

１株当たり純資産額 549円56銭
 

１株当たり純資産額 549円67銭
 

１株当たり中間純利益 35円11銭
 

１株当たり中間純利益 14円52銭
 

１株当たり当期純利益 45円83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。 
 

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。 
 

 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。 
 

１株当たり中間純利益の算定上の基

礎 
 中間損益計算書上の中間純利益 

244,951千円 

 普通株式に係る中間純利益 
244,951千円 

 普通株主に帰属しない金額の主要

な内訳 
  該当事項はありません。 
 普通株式の期中平均株式数 

6,976千株 
 

１株当たり中間純利益の算定上の基

礎 
 中間損益計算書上の中間純利益 

202,584千円 

 普通株式に係る中間純利益 
202,584千円 

 普通株主に帰属しない金額の主要

な内訳 
  該当事項はありません。 
 普通株式の期中平均株式数 

13,953千株 
 

１株当たり当期純利益の算定上の基

礎 
 損益計算書上の当期純利益 

652,515千円 

 普通株式に係る当期純利益 
639,515千円 

 普通株主に帰属しない金額の主要

な内訳 
役員賞与金  13,000千円 

 普通株式の期中平均株式数 

13,953千株 
 

 

 


