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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います。

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 10,926 18.5 1,037 20.6 1,099 19.9

17年9月中間期 9,223 1.4 860 △5.0 916 △5.6

18年3月期 21,106 1,814 1,932

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 544 △3.6 86 36

17年9月中間期 564 3.0 89 56

18年3月期 1,178 179 84

（注）①期中平均株式数 18年9月中間期 6,301,550株 17年9月中間期 6,301,675株 18年3月期 6,301,639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います。

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 31,841 12,471 39.2 1,979 11

17年9月中間期 29,359 11,508 39.2 1,826 27

18年3月期 32,033 12,144 37.9 1,920 15

（注）①期末発行済株式数 18年9月中間期 6,301,550株 17年9月中間期 6,301,625株 18年3月期 6,301,550株

②期末自己株式数 18年9月中間期 650株 17年9月中間期 575株 18年3月期 650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 営業利益  経常利益 当期純利益

  百万円 百万円  百万円 百万円

通　期 22,500  2,200  2,200  1,218  

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　 188円52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 10.00 20.00 30.00

19年3月期（実績） 10.00 －
30.00

19年3月期（予想） － 20.00

※　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算定しており、今後の経済状況等により、実際

の業績は予想値と異なる結果となる場合があります。
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Ⅴ．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 3,124,914 2,052,970 3,409,827

２　受取手形 ※４ 938,016 1,139,946 1,198,208

３　売掛金 4,538,196 6,032,211 5,605,279

４　たな卸資産 4,565,221 4,152,212 4,120,021

５　繰延税金資産 207,282 222,209 222,209

６　その他 ※３ 626,291 762,916 492,918

貸倒引当金 △1,146 △759 △1,440

流動資産合計 13,998,775 47.7 14,361,707 45.1 15,047,024 47.0

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産 ※1,2

(1）建物 2,272,755 2,917,009 2,227,164

(2）機械装置 3,621,722 3,958,203 3,202,739

(3）土地 2,311,301 2,381,048 2,381,048

(4）建設仮勘定 556,608 1,452,916 2,475,280

(5）その他 615,901 754,327 627,406

計 9,378,289 31.9 11,463,504 36.0 10,913,639 34.1

２　無形固定資産 396,425 1.4 250,503 0.8 325,821 1.0

３　投資その他の資産

(1）投資有価証券 ※２ 1,125,052 1,195,043 1,271,686

(2）関係会社株式 1,913,302 1,913,302 1,913,302

(3）出資金 14,373 14,373 14,373

(4）関係会社出資金 969,496 969,496 969,496

(5）従業員長期貸付金 60 1,290 1,440

(6）関係会社長期貸付
金

839,200 931,152 864,760

(7）繰延税金資産 475,932 448,657 434,219

(8）その他 293,692 317,545 304,090

貸倒引当金 △45,332 △24,991 △26,431

計 5,585,776 19.0 5,765,869 18.1 5,746,937 17.9

固定資産合計 15,360,491 52.3 17,479,877 54.9 16,986,398 53.0

資産合計 29,359,267 100.0 31,841,585 100.0 32,033,422 100.0
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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 ※４ 336,650 493,775 388,299

２　買掛金 1,841,934 2,163,694 1,748,736

３　短期借入金 1,900,000 1,484,000 1,280,000

４　１年以内返済予定長
期借入金

※２ 595,600 1,667,900 1,249,000

５　未払金 883,748 1,197,446 2,342,819

６　未払費用 137,455 170,071 130,508

７　未払法人税等 345,879 337,393 348,658

８　賞与引当金 251,328 273,284 229,573

９　役員賞与引当金 － 22,500 －

10　設備関係支払手形 ※４ 752,894 214,637 150,206

11　その他 ※３ 45,563 67,386 59,914

流動負債合計 7,091,053 24.2 8,092,088 25.4 7,927,717 24.8

Ⅱ　固定負債

１　長期借入金 ※２ 9,010,500 9,542,600 10,233,800

２　退職給付引当金 838,051 880,445 798,885

３　役員退職慰労引当金 911,167 854,960 928,061

固定負債合計 10,759,718 36.6 11,278,005 35.4 11,960,746 37.3

負債合計 17,850,772 60.8 19,370,093 60.8 19,888,463 62.1
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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（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 1,180,367 4.0 － － 1,180,367 3.7

Ⅱ　資本剰余金

１　資本準備金 1,667,042 － 1,667,042

資本剰余金合計 1,667,042 5.7 － － 1,667,042 5.2

Ⅲ　利益剰余金

１　利益準備金 103,680 － 103,680

２　任意積立金 7,370,979 － 7,370,979

３　中間（当期）未処分
利益

736,170 － 1,287,047

利益剰余金合計 8,210,829 28.0 － － 8,761,706 27.3

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

451,313 1.5 － － 537,257 1.7

Ⅴ　自己株式 △1,058 △0.0 － － △1,415 △0.0

資本合計 11,508,495 39.2 － － 12,144,959 37.9

負債資本合計 29,359,267 100.0 － － 32,033,422 100.0

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

１  資本金 － － 1,180,367 3.7 － －

２　資本剰余金    

(1）資本準備金 － 1,667,042 －

資本剰余金合計 － － 1,667,042 5.2 － －

３　利益剰余金    

(1）利益準備金 － 103,680 －

(2) その他利益剰余金    

任意積立金 － 8,233,979 －

繰越利益剰余金 － 797,248 －

利益剰余金合計 － － 9,134,907 28.7 － －

４  自己株式 － － △1,415 △0.0 － －

株主資本合計 － － 11,980,902 37.6 － －

Ⅱ　評価・換算差額等

１  その他有価証券評価
差額金

－ － 490,589 1.6 － －

評価・換算差額等合計 － － 490,589 1.6 － －

純資産合計 － － 12,471,492 39.2 － －

負債純資産合計 － － 31,841,585 100.0 － －
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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 9,223,819 100.0 10,926,770 100.0 21,106,711 100.0

Ⅱ　売上原価 6,213,915 67.4 7,560,253 69.2 14,495,722 68.7

売上総利益 3,009,903 32.6 3,366,517 30.8 6,610,989 31.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費 2,149,661 23.3 2,329,364 21.3 4,796,796 22.7

営業利益 860,242 9.3 1,037,153 9.5 1,814,193 8.6

Ⅳ　営業外収益 ※１ 119,212 1.3 136,055 1.3 254,038 1.2

Ⅴ　営業外費用 ※２ 62,875 0.7 74,025 0.7 135,488 0.6

経常利益 916,579 9.9 1,099,182 10.1 1,932,743 9.2

Ⅵ　特別利益 － － － － 4,482 0.0

Ⅶ　特別損失 ※３ 10,342 0.1 207,251 1.9 60,924 0.3

税引前中間（当期）
純利益

906,236 9.8 891,931 8.2 1,876,301 8.9

法人税、住民税及び
事業税

※５ 341,800 347,699 730,000

法人税等調整額 － 341,800 3.7 － 347,699 3.2 △32,029 697,970 3.3

中間(当期)純利益 564,436 6.1 544,231 5.0 1,178,330 5.6

前期繰越利益 171,733 － 171,733

中間配当額 － － 63,016

中間（当期）未処分
利益

736,170 － 1,287,047
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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
合計任意

積立金
繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高

　　　　　　  （千円）
1,180,367 1,667,042 1,667,042 103,680 7,370,979 1,287,047 8,761,706 △1,415 11,607,701

中間会計期間中の変動額

任意積立金の積立て

（注）
    863,000 △863,000 －  － 

剰余金の配当（注）      △126,031 △126,031  △126,031

役員賞与（注）      △45,000 △45,000  △45,000

中間純利益      544,231 544,231  544,231

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）
－ － － － 863,000 △489,799 373,200 － 373,200

平成18年９月30日　残高

　　　　　　  （千円）
1,180,367 1,667,042 1,667,042 103,680 8,233,979 797,248 9,134,907 △1,415 11,980,902

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）
537,257 537,257 12,144,959

中間会計期間中の変動額

任意積立金の積立て

（注）
  －

剰余金の配当（注）   △126,031

役員賞与（注）   △45,000

中間純利益   544,231

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額）

△46,668 △46,668 △46,668

中間会計期間中の変動額　

合計　　　　   （千円）
△46,668 △46,668 326,532

平成18年９月30日　残高

　　　　　　   （千円）
490,589 490,589 12,471,492

  （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

　子会社株式及び関連会社株式

(1）有価証券

　子会社株式及び関連会社株式

(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 同左 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

(2）デリバティブ

同左

(2）デリバティブ

同左

(3）たな卸資産

　移動平均法による原価法

(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

　定率法によっています。

　ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（附属設備を除

く）については、定額法を採用し

ています。

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりです。

　建物　　　　15～50年

　機械装置　　７～８年

(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

　定額法を採用しています。

　　 なお、営業権については５年均

等償却、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）に基づいて

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

　売上債権、貸付金等の貸倒損失

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）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末の退職給付債務及び

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。

(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

計上しています。

　なお、数理計算上の差異および

過去勤務債務については、当期に

おいて全額一括償却しています。

(3）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

支給額を計上しています。

(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

額を計上しています。

(4）賞与引当金

　従業員の賞与支給に備えて、賞

与支給見込額の当中間会計期間負

担額を計上しています。

(4）賞与引当金

同左

(4）賞与引当金

　従業員の賞与支給に備えて、賞

与支給見込額の当期負担額を計上

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）

(5）      ─────

 

(5）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いま

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）

を適用しています。

  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22,500千円減少しています。

(5）      ─────

 

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

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．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います。

ただし、為替予約等が付されてい

る外貨建金銭債権債務等について

は、振当処理を行っています。

　さらに、特例処理の要件を満た

す金利スワップ取引については、

特例処理を採用しています。

(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

ａ．ヘッジ手段…為替予約

ヘッジ対象…外貨建輸出取引

(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

 

ｂ．ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金

 

 

 

 

 

 

(3）ヘッジ方針

　相場変動リスク及びキャッ

シュ・フロー変動リスクを回避す

る目的で、キャッシュ・フローを

固定するデリバティブ取引を利用

しています。

(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

　ヘッジ対象のキャッシュ・フ

ローが固定され、その変動が継続

して回避されることを確認してい

ます。

　また、金利スワップについては、

特例処理の要件に該当すると判定

されるため、当該判定をもって有

効性の判定に代えています。

(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

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

　消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっています。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左
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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。これによる損益に与える影響はありま

せん。

          ────────  （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。

これによる損益に与える影響はありません。

          ────────  （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）を適用しています。

  これまでの資本の部の合計に相当する金額

は12,471,492千円です。

  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います。

          ────────
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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．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額

12,229,626千円 13,382,340千円 12,792,573千円

※２．担保に供している資産及びこれに対応

する債務は次のとおりです。

※２．担保に供している資産及びこれに対応

する債務は次のとおりです。

※２．担保に供している資産及びこれに対応

する債務は次のとおりです。

(1）投資有価証券

　投資有価証券のうち、201,670千円は

長期借入金（１年以内返済予定分を含

む）1,086,000千円の担保に供していま

す。

(1）投資有価証券

　投資有価証券のうち、210,500千円は

長期借入金（１年以内返済予定分を含

む）942,000千円の担保に供しています。

(1）投資有価証券

　投資有価証券のうち、199,760千円は

長期借入金（１年以内返済予定分を含

む）1,012,000千円の担保に供していま

す。

(2）有形固定資産

（工場財団）

(2）有形固定資産

（工場財団）

(2）有形固定資産

（工場財団）

建物 588,083千円

機械装置 91,748

土地 686,007

その他 12,320

計 1,378,160千円

建物 1,108,035千円

機械装置 164,710

土地 686,007

その他 203,688

計 2,162,441千円

建物 1,065,621千円

機械装置 91,630

土地 686,007

その他 11,925

計 1,855,186千円

　上記の資産について工場財団を組成

し、長期借入金（１年以内返済予定分

を含む）867,200千円の担保に供してい

ます。

　上記の資産について工場財団を組成

し、長期借入金（１年以内返済予定分

を含む）731,000千円の担保に供してい

ます。

　上記の資産について工場財団を組成

し、長期借入金（１年以内返済予定分

を含む）779,100千円の担保に供してい

ます。

（その他） （その他） （その他）

建物 338,165千円

土地 1,575,159

計 1,913,324千円

建物 814,212千円

土地 1,575,159

計 2,389,372千円

建物  327,439千円

土地 1,575,159

計 1,902,598千円

　上記の資産は、長期借入金（１年以

内返済予定分を含む）912,000千円の担

保に供しています。

　上記の資産は、長期借入金（１年以

内返済予定分を含む）1,201,000千円の

担保に供しています。

　上記の資産は、長期借入金（１年以

内返済予定分を含む）1,201,000千円の

担保に供しています。

※３．消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

のうえ、流動負債の「その他」に含めて

表示しています。

※３．消費税等の取扱い

  仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

のうえ、流動資産の「その他」に含めて

表示しています。

※３．        ─────

 

※４．        ───── 

 

※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しています。

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、次の中間期末日満

期手形が中間期末残高に含まれていま

す。

  受取手形            191,242千円

  支払手形             45,435千円

  設備関係支払手形      1,998千円

 

※４．        ───── 

 

  ５．偶発債務

輸出手形買取未決済高  112,695千円

  ５．偶発債務

輸出手形買取未決済高 132,226千円

  ５．偶発債務

輸出手形買取未決済高  132,460千円
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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．営業外収益のうち重要なもの ※１．営業外収益のうち重要なもの ※１．営業外収益のうち重要なもの

受取利息 10,942千円

受取配当金 25,734

受取利息 20,992千円

受取配当金 67,112

受取利息 28,230千円

受取配当金 51,426

※２．営業外費用のうち重要なもの ※２．営業外費用のうち重要なもの ※２．営業外費用のうち重要なもの

支払利息       56,381千円 支払利息 74,025千円 支払利息 128,987千円

※３．特別損失のうち重要なもの ※３．特別損失のうち重要なもの ※３．特別損失のうち重要なもの

固定資産除却損     10,342千円

   

固定資産除却損 5,063千円

役員退職慰労金 200,000    

固定資産除却損 49,187千円

  

　４．減価償却実施額 　４．減価償却実施額 　４．減価償却実施額

有形固定資産      415,287千円

無形固定資産 75,481

有形固定資産 623,233千円

無形固定資産 76,208

有形固定資産 1,047,576千円

無形固定資産 151,465

※５．当中間会計期間における税金費用につい

ては、簡便法による税効果会計を適用して

いるため、法人税等調整額は「法人税、住

民税及び事業税」に含めて表示しています。

※５．　　　　　　同左 ※５．　　　　─────

（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

（株）

当中間会計期間増加

　　株式数（株）

当中間会計期間減少

　　株式数（株）

当中間会計期間末株

式数（株）

 普通株式 650 － － 650

 　　　　合計 650 － － 650

 

①　リース取引関係

 

ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため、記載を省略しています。

 

 

②　有価証券関係

　前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度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。

(１株当たり情報)

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。
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