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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）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 9,451 △1.8 132 △15.6 229 △74.0

17年9月中間期 9,627 △3.2 156 △69.9 882 △26.6

18年3月期 19,750 302 793

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 199 △61.0 4 08

17年9月中間期 509 △47.4 10 10

18年3月期 1,302 25 81

（注）①期中平均株式数 18年9月中間期 48,843,568株 17年9月中間期 50,468,589株 18年3月期 50,466,643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 45,707 38,122 83.4 826 61

17年9月中間期 49,168 39,929 81.2 791 21

18年3月期 49,409 40,953 82.9 811 56

（注）①期末発行済株式数 18年9月中間期 46,105,560株 17年9月中間期 50,466,616株 18年3月期 50,462,321株

②期末自己株式数 18年9月中間期 4,806,357株 17年9月中間期 445,301株 18年3月期 449,596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 19,300 650 600

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　13円01銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間

18年３月期 － 5.00 － 5.00 － 10.00

19年３月期（実績） － 5.00 － － －
10.00

19年３月期（予想） － － － 5.00 －

 

※　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（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１　現金及び預金 3,362 1,156 2,772

２　受取手形  ※１ 85 41 31

３　売掛金 7,062 7,037 7,598

４　たな卸資産 4,440 4,426 4,428

５　繰延税金資産 344 256 321

６　その他 302 311 410

貸倒引当金 △7 △7 △7

流動資産合計 15,590 31.7 13,221 28.9 15,554 31.5

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産 ※２

(1）建物 ※３ 8,376 8,018 8,197

(2）機械装置 ※３ 9,885 8,653 9,294

(3）工具器具備品 388 307 369

(4）土地 ※３ 5,875 5,769 5,769

(5）建設仮勘定 97 6 53

(6）その他  ※３ 671 538 568

有形固定資産合計 25,295 23,293 24,252

２　無形固定資産 69 55 59

３　投資その他の資産

(1）投資有価証券 7,437 7,811 8,208

(2）関係会社株式 297 897 897

(3）長期貸付金 264 242 253

(4）その他 225 197 196

    貸倒引当金 △11 △11 △11

投資その他の資産
合計

8,212 9,137 9,543

固定資産合計 33,577 68.3 32,486 71.1 33,855 68.5

資産合計 49,168 100.0 45,707 100.0 49,409 100.0
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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（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１　買掛金 1,515 1,406 1,594

２  短期借入金 ― 1,000 ―

３　１年以内に返済予
定の長期借入金

1,200 1,200 1,200

４　未払金 126 119 337

５　未払費用 960 915 920

６　未払法人税等 219 24 24

７　修繕引当金 228 93 241

８　その他 137 71 20

流動負債合計 4,388 8.9 4,831 10.6 4,338 8.8

Ⅱ　固定負債

１　長期借入金  ※３ 1,800 600 1,200

２　退職給付引当金 1,865 1,359 1,695

３　役員退職慰労引当
金

44 ― 44

４　修繕引当金 57 36 60

５　繰延税金負債 734 708 1,105

６　その他 349 49 13

固定負債合計 4,850 9.9 2,754 6.0 4,118 8.3

負債合計 9,239 18.8 7,585 16.6 8,456 17.1
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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（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資本の部）

Ⅰ　資本金 6,867 14.0 ― ― 6,867 13.9

Ⅱ　資本剰余金

資本準備金 6,521 ― 6,521

資本剰余金合計 6,521 13.3 ― ― 6,521 13.2

Ⅲ　利益剰余金

１　利益準備金 1,716 ― 1,716

２　任意積立金 18,263 ― 18,263

３　中間（当期）未処
分利益

4,533 ― 5,073

利益剰余金合計 24,513 49.8 ― ― 25,054 50.7

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

2,236 4.5 ― ― 2,722 5.5

Ⅴ　自己株式 △210 △0.4 ― ― △213 △0.4

資本合計 39,929 81.2 ― ― 40,953 82.9

負債及び資本合計 49,168 100.0 ― ― 49,409 100.0

（純資産の部）
Ⅰ　株主資本

１　資本金  ― ―  6,867 15.0  ― ―

２　資本剰余金          

（1）資本準備金 ―   6,521   ―   

（2）その他資本剰余
金

―   0   ―   

資本剰余金合計  ― ―  6,521 14.3  ― ―

３　利益剰余金          

（1）利益準備金 ―   1,716   ―   

（2）その他利益剰余
金

         

研究積立金 ―   7,500   ―   

配当準備積立金 ―   2,000   ―   

別途積立金 ―   8,500   ―   

固定資産圧縮積
立金

―   251   ―   

繰越利益剰余金 ―   5,033   ―   

利益剰余金合計  ― ―  25,001 54.7  ― ―

４　自己株式  ― ―  △2,670 △5.8  ― ―

株主資本合計  ―  35,719 78.2  ―
Ⅱ　評価・換算差額等

１　その他有価証券評
価差額金

 ― ―  2,391 5.2  ― ―

評価・換算差額等合計  ― ―  2,391 5.2  ― ―
Ⅲ　新株予約権 ― ― 11 0.0  ― ―
純資産合計  ― ―  38,122 83.4  ― ―

負債及び純資産合計  ― ―  45,707 100.0  ― ―
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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（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 9,627 100.0 9,451 100.0 19,750 100.0

Ⅱ　売上原価 7,819 81.2 7,851 83.1 15,961 80.8

売上総利益 1,808 18.8 1,599 16.9 3,789 19.2

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

1,652 17.2 1,467 15.5 3,487 17.7

営業利益 156 1.6 132 1.4 302 1.5

Ⅳ　営業外収益 ※１ 771 8.0 154 1.6 596 3.0

Ⅴ　営業外費用 ※２ 45 0.4 57 0.6 105 0.5

経常利益 882 9.2 229 2.4 793 4.0

Ⅵ　特別利益 ※３ 23 0.2 20 0.2 814 4.1

Ⅶ　特別損失 ※４ 104 1.1 158 1.7 130 0.6

税引前中間（当
期）純利益

801 8.3 91 0.9 1,477 7.5

法人税、住民税及
び事業税

※５ 203 5 12

法人税等調整額 ※５ 88 291 3.0 △113 △107 △1.2 162 175 0.9

中間（当期）純利
益

509 5.3 199 2.1 1,302 6.6

前期繰越利益 4,023 ― 4,023

中間配当額 ― ― 252

中間（当期）未処
分利益

4,533 ― 5,073
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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

研究
積立金

配当
準備
積立金

別途
積立金

固定資産
圧縮
積立金

繰越
利益
剰余金

平成18年３月31日
残高
       （百万円）

6,867 6,521 － 6,521 1,716 7,500 2,000 8,500 263 5,073 25,054 △213 38,230

中間会計期間中の
変動額

剰余金の配当          △252 △252  △252

中間純利益          199 199  199

自己株式の取得            △2,457 △2,457

自己株式の処分   0 0        0 0

固定資産圧縮積立金
の取崩（前期分）

        △8 8 －  －

固定資産圧縮積立金
の取崩（当期分）

        △3 3 －  －

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
       （百万円）

－ － 0 0 － － － － △12 △41 △53 △2,457 △2,511

平成18年９月30日
残高
　　　 （百万円）

6,867 6,521 0 6,521 1,716 7,500 2,000 8,500 251 5,033 25,001 △2,670 35,719

 

 

評価・換算差額等

新株予約権 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
       （百万円）

2,722 2,722 － 40,953

中間会計期間中の
変動額

    

剰余金の配当    △252

中間純利益    199

自己株式の取得    △2,457

自己株式の処分    0

固定資産圧縮積立金の
取崩（前期分）

   －

固定資産圧縮積立金の
取崩（当期分）

   －

株主資本以外の項目の
中間会計期間中の変動
額（純額）

△331 △331 11 △319

中間会計期間中の
変動額合計
         （百万円）

△331 △331 11 △2,830

平成18年９月30日
残高
         （百万円）

2,391 2,391 11 38,122
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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

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

(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。ただし、金利スワッ

プの特例処理の適用要件を満た

すものについては、特例処理を

適用しております。

(2）デリバティブ

　同左

(2）デリバティブ

同左

(3）たな卸資産

移動平均法による低価法

(3）たな卸資産

同左

(3）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（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）を採用しています。

　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 ７～50年

機械装置 ３～15年

(2）無形固定資産

　定額法を採用しています。

　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

額法を採用しています。

(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

　債権の貸倒れに備えるため、

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

計上しています。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

(2）修繕引当金

　発電設備の定期修繕費用の支

出に備えるため、発生費用見込

額の内当中間会計期間に負担す

べき費用を期間配分し設定して

います。

(2）修繕引当金

同左

(2）修繕引当金

　発電設備の定期修繕費用の支

出に備えるため、発生費用見込

額の内当期に負担すべき費用を

期間配分し設定しています。
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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）

(3）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

る額を計上しています。

　数理計算上の差異は、翌期に

一括費用処理することとしてい

ます。

(3）退職給付引当金

同左

(3）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

に基づき計上しています。

　数理計算上の差異は、翌期に

一括費用処理することとしてい

ます。

(4）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備

えるため、内規に基づく中間期

末要支給額を計上しています。

ただし、平成17年4月1日以降に

係る役員退職慰労引当金の繰り

入れは停止しています。

(4）役員退職慰労引当金

 ─────

(4）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備

えるため、内規に基づく期末要

支給額を計上しています。ただ

し、平成17年4月1日以降に係る

役員退職慰労引当金の繰り入れ

は停止しています。

 

 

 （追加情報） 

　当社は、平成17年11月４日開催

の取締役会及び平成18年６月25日

開催の第129期定時株主総会にお

いて、役員の退任時に内規に基づ

いた退職慰労金制度の廃止に伴う

打切り支給を決議しました。

　これにより、役員退職慰労金相

当額42百万円を固定負債の「その

他」に含めて計上しています。

 

 

４　外貨建の資産又は負債の

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

います。

同左 　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、

換算差額は損益として処理していま

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

会計処理によっています。

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

　税抜方式によっています。

　仮払消費税等と仮受消費税等を相

殺し110百万円を流動負債「その

他」に含めて表示しています。

消費税等の会計処理

　税抜方式によっています。

　仮払消費税等と仮受消費税等を相

殺し48百万円を流動負債「その他」

に含めて表示しています。

消費税等の会計処理

　税抜方式によっています。

─────
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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）

　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

適用しています。これにより税引前中

間純利益は86百万円減少しています。

　なお、減損損失累計額については、

改正後の中間財務諸表等規則に基づき

各資産の金額から直接控除しています。

 ───── （固定資産の減損に係る会計基準）

　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

適用しています。これにより税引前当

期純利益は86百万円減少していま

す。

　なお、減損損失累計額については、

改正後の財務諸表等規則に基づき各資

産の金額から直接控除しています。

  ───── 

  ───── 

（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」

（企業会計基準委員会　平成17年12月

9日　企業会計基準第5号）及び、「貸

借対照表の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）を適用していま

す。

　従来の「資本の部」の合計に相当す

る金額は38,111百万円です。

　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

しています。 

（ストック・オプション等に関する会

計基準）

　当中間会計期間より、「ストック・

オプション等に関する会計基準」（企

業会計基準第８号　平成17年12月27

日）及び「ストック・オプション等に

関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第11号　平成18年５月

31日）を適用しています。これにより

営業利益、経常利益及び税金等調整前

中間純利益は、それぞれ11百万円減少

しています。

  ───── 

  ───── 
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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　中間会計期間末日満期

手形

────── 　中間会計期間末日満期手形の会計

処理については、当中間会計期間の

末日は金融機関の休日でしたが、満

期日に決済が行われたものとして処

理しています。当中間会計期間末日

満期手形の金額は、次のとおりです。

 受取手形 1百万円 

  

──────

※２　有形固定資産の減価償

却累計額 

 32,868百万円 32,730百万円 33,847百万円 

※３　担保に供している資産

　有形固定資産のうち、工場財団を

組成し次のとおり債務の担保に供し

ています。

財団抵当に供している資産

建物     5,669百万円

構築物 381百万円

機械装置      8,810百万円

土地   175百万円

計    15,038百万円

　有形固定資産のうち、工場財団を

組成し次のとおり債務の担保に供し

ています。

財団抵当に供している資産

建物 5,440百万円

構築物 310百万円

機械装置 7,759百万円

土地 175百万円

計 13,686百万円

　有形固定資産のうち、工場財団を

組成し次のとおり債務の担保に供し

ています。

財団抵当に供している資産

建物 5,573百万円

構築物 359百万円

機械装置 8,318百万円

土地 175百万円

計 14,426百万円

　 担保されている債務

長期借入金   10百万円

担保されている債務

長期借入金 10百万円

担保されている債務

長期借入金 10百万円

　４　偶発債務

借入に対する保証債務 ────── 借入に対する保証債務

特種紙商事㈱   55百万円 特種紙商事㈱ 25百万円
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（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

受取利息  10百万円

受取配当金   46百万円

賃貸収入    47百万円

デリバティブ評価益    576百万円

受取利息 3百万円

受取配当金 51百万円

賃貸収入 46百万円

  

受取利息 7百万円

受取配当金 90百万円

賃貸収入 96百万円

デリバティブ評価益  152百万円

※２　営業外費用の主要

項目

支払利息   17百万円

賃貸費用   28百万円

支払利息 12百万円

賃貸費用 23百万円

支払利息 31百万円

賃貸費用 67百万円

※３　特別利益の主要項

目

 ───── 　過年度棚卸資産処

分損の修正

12 百万円 デリバティブ解約益 601 百万円

※４　特別損失の主要項

目

───── 固定資産除却損  

機械装置 141百万円

建物 10百万円

固定資産除却損

機械装置 16百万円

建物 6百万円

構築物 5百万円

　当中間会計年度において、当社は事

業所別にグルーピングを行い、遊休資

産については物件ごとにグルーピング

を行い、以下の資産グループについて

減損損失を計上しています。

場所 用途 種類
減損損失

(百万円)
備考 

静岡県

富士宮市

製造設

備等

土地

等
 70

遊休

状態

長野県

茅野市

厚生施

設

建物

等
16

遊休

状態

 合計    86  

　遊休資産については、将来における

利用計画がなく地価も著しく下落して

いるため、帳簿価額を回収可能価額ま

で減少し、当該減少額を減損損失額と

して認識しました。その内訳は以下の

とおりです。

 建物   10百万円

 土地   68百万円

 その他   7百万円

 合計   86百万円

　なお、回収可能価額として正味売却

価額により測定しており、売却が見込

まれるものについては売却見込額、そ

れ以外のものについては主として固定

資産税評価額から算出しています。

─────

 

 

　当事業年度において、当社は事業所

別にグルーピングを行い、遊休資産に

ついては物件ごとにグルーピングを行

い、以下の資産グループについて減損

損失を計上しています。

場所 用途 種類
減損損失

(百万円)
備考 

静岡県

富士宮市

製造設

備等 

土地

等 
70

遊休

状態

長野県

茅野市 

厚生施

設 

建物

等 
16

遊休

状態

 合計   86  

  遊休資産については、将来における

利用計画がなく地価も著しく下落して

いるため、帳簿価額を回収可能価額ま

で減少し、当該減少額を減損損失額と

して認識しました。その内訳は以下の

とおりです。

 建物 10百万円

 土地 68百万円

 その他  7百万円

 合計  86百万円

　なお、回収可能価額として正味売却

価額により測定しており、売却が見込

まれるものについては売却見込額、そ

れ以外のものについては主として固定

資産税評価額から算出しています。

※５　利益処分方式によ

る圧縮積立金の取扱

い

　当中間会計期間に係る納付税額及び

法人税等調整額は、提出会社が当期に

おいて予定している利益処分による圧

縮積立金の取崩しを前提として、計算

しております。

───── ─────
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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）

　６　減価償却実施額

有形固定資産    1,165百万円 1,038百万円 2,358百万円

無形固定資産  3百万円 3百万円 8百万円
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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）

 　

  自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類
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（注） 449 4,357 1 4,806

合計 449 4,357 1 4,806

 　（注）１.　自己株式の株式数増加 4,357千株は、単元未満株の買取による増加 4千株、会社法165条第２項の規定に　

　　　　　　基づく公開買い付けによる増加 4,353千株です。

 　　　　２.　自己株式の株式数減少 1千株は、新株予約権の権利行使によるものです。
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①　リース取引

 　　　 ＥＤＩＮＥＴによる開示を行なうため記載を省略しています。

 

②　有価証券

　前中間会計期間末、当中間会計期間末及び前事業年度末のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価

のあるものはありません。

③　１株当たり情報

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株当たり純資産額 791.21円 826.61円 811.56円

１株当たり中間（当期）純利益金

額
10.10円 4.08円 25.81円

潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益金額

　潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額につ

いては、潜在株式がない

ため記載していません。

4.07円 　潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式がない

ため記載していません。

　（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)純利益金額（百万円） 509 199 1,302

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ― ―

普通株式に係る中間(当期)純利益金額

（百万円）
509 199 1,302

普通株式の期中平均株式数（千株） 50,468 48,843 50,466

    

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（百万円）   ― ―   ― 

普通株式増加数（千株）   ― 12  ― 

（うちストック・オプション） （―） （12） （―）

  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

益金額の算定に含めなかった潜在株式

の概要

  ― ―  ― 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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