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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 （百万円未満切り捨て）

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 8,419 16.4 829 81.3 733 106.7

17年９月中間期 7,234 △15.1 457 △28.1 354 △17.0

18年３月期 15,405 1,481 1,235

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 425 96.2 37 01

17年９月中間期 216 △27.1 18 87

18年３月期 756 63 76

(注)①期中平均株式数 18年９月中間期 11,489,879株17年９月中間期 11,490,571株 18年３月期 11,490,429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 （百万円未満切り捨て）

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 16,846 8,606 51.1 749 02

17年９月中間期 16,479 7,850 47.6 683 22

18年３月期 17,099 8,364 48.9 725 87

(注) ①期末発行済株式数 18年９月中間期11,489,643株 17年９月中間期11,490,469株 18年３月期 11,490,057株

②期末自己株式数 18年９月中間期 10,357株 17年９月中間期 9,531株 18年３月期     9,943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 16,500 1,250 750

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　65円28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 6.00 8.00 14.00

19年３月期（実績） 6.00 －
14.00

19年３月期（予想） － 8.00

※　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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５．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  337 289 343

２．売掛金  3,408 3,854 3,917

３．たな卸資産  4,212 4,071 4,175

４．その他  154 232 173

流動資産合計  8,112 49.2 8,448 50.1 8,609 50.3

Ⅱ　固定資産
※１
※２

１．有形固定資産  

(1）建物  890  881  864  

(2）機械装置  4,196  4,199  3,978  

(3）建設仮勘定  382  417  735  

(4）その他  994  1,018  973  

有形固定資産合計  6,463  6,518  6,551  

２．無形固定資産  6   59   18   

３．投資その他の資産  

(1）関係会社出資金  831  831  831  

(2）その他  1,071  994  1,093  

貸倒引当金  △5  △4  △5  

投資その他の資産合
計

 1,897  1,820  1,919  

固定資産合計  8,367 50.8 8,398 49.9 8,489 49.7

資産合計  16,479 100.0 16,846 100.0 17,099 100.0

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１．買掛金  1,852   2,082   2,218   

２．短期借入金 ※２ 3,089   2,940   2,567   

３．未払金  366   375   264   

４．未払法人税等  129   359   415   

５．設備未払金  420   478   532   

６．役員賞与引当金  －   12   －   

７．その他  395   456   424   

流動負債合計   6,254 38.0  6,705 39.8  6,422 37.6

Ⅱ　固定負債  

１．長期借入金 ※２ 813   248   880   

２．退職給付引当金  1,508   1,198   1,361   

３．役員退職慰労引当金  45   77   61   

４．その他  7   11   9   

固定負債合計  2,375 14.4 1,535 9.1 2,312 13.5

負債合計  8,629 52.4 8,240 48.9 8,734 51.1
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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   1,500 9.1  － －  1,500 8.8

Ⅱ　資本剰余金           

１．資本準備金  1,013   －   1,013   

資本剰余金合計   1,013 6.1  － －  1,013 5.9

Ⅲ　利益剰余金           

１．利益準備金  211   －   211   

２．任意積立金  4,206   －   4,206   

３．中間（当期）未処分
利益

 867   －   1,337   

利益剰余金合計   5,285 32.1  － －  5,755 33.6

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

  56 0.3  － －  100 0.6

Ⅴ　自己株式   △4 △0.0  － －  △5 △0.0

資本合計   7,850 47.6  － －  8,364 48.9

負債及び資本合計   16,479 100.0  － －  17,099 100.0

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本        

１　資本金  － － 1,500 8.9 － －

２　資本剰余金  

(1）資本準備金  － 1,013 －

資本剰余金合計  － － 1,013 6.0 － －

３　利益剰余金  

(1）利益準備金  － 211 －

(2）その他利益剰余金     

配当準備積立金  － 20 －

固定資産圧縮積立
金

 － 272 －

別途積立金  － 4,500 －

繰越利益剰余金  － 1,061 －

利益剰余金合計  － － 6,065 36.0 － －

４　自己株式  － － △5 △0.0 － －

株主資本合計  － － 8,573 50.9 － －

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券評価
差額金

 － － 32 0.2 － －

評価・換算差額等合計  － － 32 0.2 － －

純資産合計  － － 8,606 51.1 － －

負債純資産合計  － － 16,846 100.0 － －
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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   7,234 100.0  8,419 100.0  15,405 100.0

Ⅱ　売上原価   5,967 82.5  6,723 79.8  12,312 79.9

売上総利益   1,266 17.5  1,696 20.2  3,093 20.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費   808 11.2  867 10.3  1,612 10.5

営業利益   457 6.3  829 9.9  1,481 9.6

Ⅳ　営業外収益 ※1  48 0.7  49 0.5  102 0.7

Ⅴ　営業外費用 ※2  151 2.1  145 1.7  348 2.3

経常利益   354 4.9  733 8.7  1,235 8.0

税引前中間（当期）
純利益

  354 4.9  733 8.7  1,235 8.0

法人税、住民税及び
事業税

 85   320   450   

法人税等調整額  53 138 1.9 △12 308 3.6 29 479 3.1

中間（当期）純利益   216 3.0  425 5.1  756 4.9

前期繰越利益   650   －   650  

中間配当額   －   －   68  

中間（当期）未処分
利益

  867   －   1,337  
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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
利益準備

金

 その他利益剰余金
利益剰余
金合計

 
配当準備
積立金 

固定資産
圧縮積立

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）
1,500 1,013 211 20 286 3,900 1,337 5,755 △5 8,264

中間会計期間中の変動額

固定資産圧縮積立金の取崩

（注）
    △14  14 －  －

別途積立金の積立（注）      600 △600 －  －

剰余金の配当（注）       △91 △91  △91

役員賞与(注）       △24 △24  △24

中間純利益       425 425  425

自己株式の取得         △0 △0

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）
－ － － － △14 600 △276 309 △0 308

平成18年９月30日　残高

 (百万円）
1,500 1,013 211 20 272 4,500 1,061 6,065 △5 8,573

評価・換算差額
等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

平成18年３月31日　残高

 (百万円）
100 8,364

中間会計期間中の変動額

固定資産圧縮積立金の取崩

（注）
 －

別途積立金の積立（注）  －

剰余金の配当(注）  △91

役員賞与（注）  △24

中間純利益  425

自己株式の取得  △0

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純

額）

△67 △67

中間会計期間中の変動額合計

 (百万円）
△67 241

平成18年９月30日　残高

 (百万円）
32 8,606

 （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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(4）中間キャッシュ・フロー計算書

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）

前事業年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書

（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） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間(当期)純利益 354 733 1,235

減価償却費 594 565 1,172

役員賞与引当金の増減（△）額 － 12 －

退職給付引当金の増減（△）額 △118 △163 △266

受取利息及び受取配当金 △1 △2 △1

支払利息 20 16 38

売上債権の増（△）減額 803 63 294

たな卸資産の増（△）減額 △165 103 △127

仕入債務の増減（△）額 △372 △135 △6

その他 93 165 70

役員賞与の支払額 △19 △24 △19

小計 1,190 1,335 2,389

利息及び配当金の受取額 1 2 1

利息の支払額 △20 △16 △38

法人税等の支払額 △177 △377 △256

営業活動によるキャッシュ・フロー 994 943 2,096

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △515 △598 △1,072

無形固定資産の取得による支出 － △46 －

投資有価証券の取得による支出 △0 △0 △0

その他 5 △0 △8

投資活動によるキャッシュ・フロー △510 △646 △1,081

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減（△）額 △500 75 △800

長期借入金の借入による収入 － － 100

長期借入金の返済による支出 △60 △333 △316

配当金の支払額 △91 △91 △160

その他 △0 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △651 △350 △1,177

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減（△）額 △167 △53 △161

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 504 343 504

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期末（期末）残

高
337 289 343
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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：移動平均法による原

価法

(1) 有価証券

同左

(1) 有価証券

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出して

おります。

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出し

ております。

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出して

おります。

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

デリバティブ：時価法

(2) デリバティブ

同左

(2) デリバティブ

同左

(3) たな卸資産

製品、半製品、原料

及び仕掛品：総平均法による原価

法

貯蔵品　　：最終仕入原価法

(3) たな卸資産

製品、半製品、原料

及び仕掛品：同左

　貯蔵品　　：同左 

(3）たな卸資産

製品、半製品、原料

及び仕掛品：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

イ．機械装置（シクロヘキシルア

ミン製造設備を除く）　　

　：定額法

ただし実質的残存価額（零）

まで償却を行っております。

(1) 有形固定資産

同左

(1) 有形固定資産

同左

ロ．その他の有形固定資産

：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

法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下の

通りであります。

建物　　　15～50年

機械装置　４～15年

(2）無形固定資産

ソフトウェア（自社利用）につい

ては、社内における利用可能期間

（５年）による定額法を採用して

おります。

(2) 無形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

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）

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。

(1) 貸倒引当金

同左

(1) 貸倒引当金

同左

(2)　　　　　　－ (2) 役員賞与引当金

役員賞与の支出に備えて、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

益及び税引前中間純利益は、そ

れぞれ12百万円減少しておりま

す。

(2)　　　　　 － 

(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

務およ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。

なお、数理計算上の差異について

は発生初年度から３年による按分

額を、費用処理しております。

(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

務および年金資産の見込額に基づ

き、当事業年度末において発生し

ていると認められる額を計上して

おります。

なお、数理計算上の差異について

は発生初年度から３年による按分

額を、費用計上しております。

(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

給額を計上しております。

なお、商法施行規則第43条に規定

する引当金であります。

(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

給額を計上しております。

(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、内規に基づく期末要支給額

を計上しております。

なお、商法施行規則第43条に規定

する引当金であります。

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

繰延ヘッジ処理によっておりま

す。

また、為替予約が付されている外

貨建金銭債権については振当処理

によっております。 

(1) ヘッジ会計の方法

同左

(1) ヘッジ会計の方法

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段：為替予約取引

ヘッジ対象：外貨建債権

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(3）ヘッジ方針

当社に為替変動リスクが帰属する

外貨建取引の一部について成約時

に為替予約取引をおこなうものと

しております。

(3) ヘッジ方針

同左

(3) ヘッジ方針

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ手段の変動額の累計額と

ヘッジ対象の変動額の累計額を比

較して有効性の判定をしておりま

す。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

同左

(4) ヘッジ有効性評価の方法

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）

６．中間キャッシュ・フロー

計算書（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

からなっております。

同左 同左

７．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

消費税等の会計処理は税抜方式に

よっております。

なお当中間会計期間末の仮払消費税

等と仮受消費税等は相殺し残額を流

動負債の「その他」に含めて表示し

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

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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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） 

（たな卸資産の評価方法）

　当社の製品、半製品、原料及び仕掛品につい

ては、従来、評価方法として移動平均法を採用

しておりましたが、当中間会計期間より総平均

法に変更いたしました。

　この変更は、新原価計算システムの導入を機

に、原料の著しい価格変動の影響および月次に

おける操業度並びに製造費用等の一時的な変動

による棚卸資産の評価への影響を排除して、よ

り適切な期間損益計算を算定するために行った

ものであります。

　この変更により、従来の方法によった場合と

比較して、経常利益及び税引前中間純利益は44

百万円減少しております。

────── （たな卸資産の評価方法）

　当社の製品、半製品、原料及び仕掛品につい

ては、従来、評価方法として移動平均法を採用

しておりましたが、当事業年度より総平均法に

変更いたしました。

　この変更は、新原価計算システムの導入を機

に、原料の著しい価格変動の影響および月次に

おける操業度並びに製造費用等の一時的な変動

による棚卸資産の評価への影響を排除して、よ

り適切な期間損益計算を算定するために行った

ものであります。 

　この変更により、従来の方法によった場合と

比較して、経常利益及び税引前当期純利益は70

百万円増加しております。

 ────── （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。

　これまでの「資本の部」の合計に相当する金

額は8,606百万円であります。

　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。

  ──────
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（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
      22,380百万円          23,212百万円          22,894百万円

※２　担保資産

財団組成の有形固

定資産
     5,519百万円           5,522百万円         5,270百万円

（建物、構築物、

機械装置及び土

地）

上記は下記債務の

担保に供している。

長期借入金    703百万円       313百万円       547百万円

（１年内返済予定

額を含む。）

（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  0百万円   0百万円  0百万円

受取配当金  1百万円   2百万円    1百万円

※２ 営業外費用の主要

項目

支払利息   20百万円     16百万円     38百万円

たな卸資産廃棄損   37百万円     3百万円      114百万円

生産休止費用   70百万円     70百万円      132百万円

　３ 減価償却実施額

有形固定資産

無形固定資産

計

593百万円

 1百万円

594百万円

 562百万円

  2百万円

565百万円

1,168百万円

  3百万円

1,172百万円
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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  

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 － 10

合計 9 0 － 10

 　（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りによる増加であります。

（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）

(1）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

(1）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

(1）現金及び現金同等物の期末残高と

貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係

（平成17年９月30日） （平成18年９月30日） （平成18年３月31日）

（百万円） （百万円） （百万円）

現金及び預金勘定 337

現金及び現金同等物 337

現金及び預金勘定 289

現金及び現金同等物 289

現金及び預金勘定 343

現金及び現金同等物 343
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（リース取引関係）

 　 半期報告書を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）

　子会社株式及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）

　同上

前事業年度末（平成18年３月31日）

　同上

（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 683円 22銭 

１株当たり中間純利益 18円 87銭 

１株当たり純資産額 749円 02銭 

１株当たり中間純利益 37円 01銭 

１株当たり純資産額 725円 87銭 

１株当たり当期純利益 63円 76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、新株予約権等

潜在株式が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（百万円） 216 425 756

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 24

　（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) (24)

普通株式に係る中間（当期）純利益

（百万円）
216 425 732

期中平均株式数（千株） 11,490 11,489 11,490

（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） 

該当事項はありません。 同左 同左　　　　　
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