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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                                    （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 5,953 9.3 767 △12.8 1,141 △4.9 
17年９月中間期 5,447 6.6 880 △2.5 1,200 20.0 
18年３月期 11,062  1,723  2,057  
 

 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 714 10.9 756.65 
17年９月中間期 643 18.4 1,429.00 
18年３月期 1,187  2,536.61 
（注）①期中平均株式数   18 年９月中間期 943,965 株 17 年９月中間期 450,568 株 18 年３月期 460,454 株 

 平成 18 年６月１日付で株式１株を２株とする株式分割を行っております。当該株式分割が前期首に行われたと仮定した 

 場合の前年同中間期末における１株当たり中間純利益は 714 円 51 銭であります。また、18 年３月期における１株当た 

 り当期純利益は 1,268 円 30 銭であります。 

   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 24,420 20,716 84.8 21,946.47 
17年９月中間期 23,478 19,897 84.7 42,156.21 
18年３月期 24,090 20,439 84.8 43,263.30 
（注）①期末発行済株式数 18 年９月中間期 943,964 株  17 年９月中間期 471,994 株 18 年３月期 471,987 株 

   ②期末自己株式数  18 年９月中間期     36 株 17 年９月中間期       6 株 18 年３月期    13 株 

 平成 18 年６月１日付で株式１株を２株とする株式分割を行っております。当該株式分割が前期首に行われたと仮定した 

 場合の前年同中間期末における１株当たり中間純資産額は 21,078 円 10 銭であります。また、18 年３月期における１株 

 当たり当期純資産額は 21,631 円 65 銭であります。 

 

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 

 百万円 百万円 百万円
通期 11,691 2,041 1,296 

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期）1,373 円 67 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 900.00 900.00

19年３月期（実績） ─ 

19年３月期（予想） 500.00 
500.00

 

※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及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在に

おける仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 
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６．個別中間財務諸表等 
（１）中間貸借対照表                                        （単位：千円） 

  
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 
構成比
（％）

金額 
構成比
（％）

金額 
構成比
（％）

 （資産の部）     

Ⅰ 流動資産     

１． 現金及び預金  8,059,281 5,916,832 5,531,489  

２． 受取手形 ※2 1,327,720 1,187,095 1,327,231  

３． 売掛金  1,545,845 1,773,372 1,613,138  

４. 有価証券  ─ 2,498,268 2,499,526  

５. 金銭の信託  ─ 500,000 500,000  

６． たな卸資産  226,901 238,803 281,593  

７． 繰延税金資産  86,954 77,107 88,737  

８． その他 ※3 43,551 44,533 35,400  

 貸倒引当金  △2,310 △594 △2,366  

 流動資産合計   11,287,944 48.1 12,235,419 50.1  11,874,750 49.3

Ⅱ 固定資産     

１． 有形固定資産     

(1） 建物 ※1 528,101 506,559 517,135  

(2） 構築物 ※1 1,361 1,175 1,261  

(3） 機械及び装置 ※1 125 125 125  

(4） 車輌及び運搬具 ※1 4,595 3,129 3,723  

(5） 工具･器具･備品 ※1 544,316 543,148 543,145  

(6） 土地  685,831 685,831 685,831  

 計  1,764,331 1,739,969 1,751,222  

２． 無形固定資産  74,719 76,325 77,033  

３． 投資その他の資産     

(1） 投資有価証券  266,541 300,839 287,668  

(2） 関係会社株式  9,215,835 9,215,835 9,215,835  

(3） 出資金  10 10 10  

(4） 従業員長期貸付金  10,788 8,838 9,938  

(5） 破産債権・更生債権等  124 0 0  

(6） 長期前払費用  1,600 1,200 1,400  

(7） 差入保証金  39,906 47,503 41,698  

(8） 保険積立金  401,804 375,160 400,868  

(9） 繰延税金資産  399,470 403,226 413,803  

(10）その他  15,825 15,825 15,825  

 貸倒引当金  △133 △1 △7  

 計  10,351,772 10,368,437 10,387,039  

 固定資産合計   12,190,823 51.9 12,184,733 49.9  12,215,296 50.7

 資産合計   23,478,768 100.0 24,420,152 100.0  24,090,046 100.0
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                                                   （単位：千円） 

  
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 
構成比
（％）

金額 
構成比
（％）

金額 
構成比
（％）

 （負債の部）     

Ⅰ 流動負債     

１．支払手形 ※2 4,410 3,489 3,422  

２．買掛金  1,256,043 1,619,756 1,385,901  

３．未払法人税等  587,631 363,947 529,954  

４．賞与引当金  99,504 105,641 97,812  

５．その他 ※3 155,912 106,207 109,738  

 流動負債合計   2,103,502 9.0 2,199,040 9.0  2,126,828 8.9

Ⅱ 固定負債     

１．退職給付引当金  130,566 107,868 127,860  

２．役員退職慰労引当金  806,306 848,864 842,608  

３．長期預り金  540,913 547,692 553,033  

 固定負債合計   1,477,785 6.3 1,504,425 6.2  1,523,501 6.3

 負債合計   3,581,287 15.3 3,703,466 15.2  3,650,330 15.2
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                                                   （単位：千円） 

  
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 
構成比
（％）

金額 
構成比
（％）

金額 
構成比
（％）

 （資本の部）    

Ⅰ 資本金   1,241,250 5.3 ─ ─  1,241,250 5.1

Ⅱ 資本剰余金    

１．資本準備金  10,378,585 ─ 10,378,585 

 資本剰余金合計   10,378,585 44.2 ─ ─  10,378,585 43.1

Ⅲ 利益剰余金    

１．利益準備金  45,375 ─ 45,375 

２．任意積立金  3,800,000 ─ 3,800,000 

３．中間（当期）未処分利益  4,408,762 ─ 4,952,893 

 利益剰余金合計   8,254,137 35.1 ─ ─  8,798,268 36.5

Ⅳ その他有価証券評価差額金   23,871 0.1 ─ ─  22,317 0.1

Ⅴ 自己株式   △363 △0.0 ─ ─  △704 △0.0

 資本合計   19,897,480 84.7 ─ ─  20,439,716 84.8

 負債資本合計   23,478,768 100.0 ─ ─  24,090,046 100.0

     
 （純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金   ─ ─ 1,241,250 5.1 ─ ─

２．資本剰余金    

（1）資本準備金  ─ 10,378,585  

資本剰余金合計   ─ ─ 10,378,585 42.5  ─ ─

３．利益剰余金    

（1）利益準備金  ─ 45,375 ─ 

（2）その他利益剰余金    

任意積立金  ─ 7,800,000 ─ 

繰越利益剰余金  ─ 1,222,356 ─ 

利益剰余金合計   ─ ─ 9,067,731 37.1  ─ ─

４．自己株式   ─ ─ △1,010 △0.0  ─ ─

 株主資本合計   ─ ─ 20,686,556 84.7  ─ ─

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．その他有価証券評価差額金   ─ ─ 30,129 0.1  ─ ─

 評価・換算差額等合計   ─ ─ 30,129 0.1  ─ ─

 純資産合計   ─ ─ 20,716,686 84.8  ─ ─

 負債純資産合計   ─ ─ 24,420,152 100.0  ─ ─
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（２）中間損益計算書                                         （単位：千円） 

  
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 
百分比
（％）

金額 
百分比
（％）

金額 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   5,447,226 100.0 5,953,149 100.0  11,062,513 100.0

Ⅱ 売上原価   3,404,634 62.5 3,998,494 67.2  6,995,210 63.2

 売上総利益   2,042,591 37.5 1,954,654 32.8  4,067,303 36.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費   1,162,162 21.3 1,186,978 19.9  2,343,591 21.2

 営業利益   880,428  16.2 767,675  12.9  1,723,712 15.6

Ⅳ 営業外収益 ※1  336,124 6.1 380,353 6.4  356,380 3.2

Ⅴ 営業外費用 ※2  16,082 0.3 6,833 0.1  22,882 0.2

 経常利益   1,200,470 22.0 1,141,196 19.2  2,057,209 18.6

Ⅵ 特別利益   451 0.0 1,777 0.0  405 0.0

Ⅶ 特別損失   1,124 0.0 ─ ─  1,124 0.0

 
税引前中間（当期）純
利益 

  1,199,796 22.0 1,142,974 19.2  2,056,490 18.6

 
法人税、住民税及び事業
税 

 579,272 411,875 906,886 

 法人税等調整額  △23,339 555,933 10.2 16,847 428,722 7.2 △38,389 868,497 7.9

 中間（当期）純利益   643,863 11.8 714,251 12.0  1,187,993 10.7

 前期繰越利益   3,764,899  ─  3,764,899

 
中間（当期）未処分利
益 

  4,408,762 ─  4,952,893
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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）                   （単位：千円） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金 資本 

準備金 

資本 

剰余金 

合計 

利益 

準備金 任意 

積立金 

繰越利益 

剰余金 

利益 

剰余金 

合計 

自己株式
株主資本 

合計 

平成 18年３月 31日残高 1,241,250 10,378,585 10,378,585 45,375 3,800,000 4,952,893 8,798,268 △704 20,417,398

中間会計期間中の変動額   

任意積立金の積立て  4,000,000 △4,000,000 ─ ─ 

剰余金の配当  △424,788 △424,788 △424,788

利益処分による 

役員賞与 
 △20,000 △20,000 △20,000

中間純利益  714,251 714,251 714,251

自己株式の取得   △305 △305

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 
─ ─ ─ ─ 4,000,000 △3,730,536 269,463 △305 269,158

平成 18年９月 30日残高 1,241,250 10,378,585 10,378,585 45,375 7,800,000 1,222,356 9,067,731 △1,010 20,686,556

 
                                     （単位：千円） 

評価・換算差額等 

 

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 22,317 22,317 20,439,716

中間会計期間中の変動額  

任意積立金の積立て  ─ 

剰余金の配当  △424,788

利益処分による 

役員賞与 
 △20,000

中間純利益  714,251

自己株式の取得  △305

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純額） 
7,811 7,811 7,811

中間会計期間中の変動 

額合計 
7,811 7,811 276,969

平成 18 年９月 30 日残高 30,129 30,129 20,716,686
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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 

満期保有目的の債券 

 ──────── 

 

子会社株式 

 移動平均法による原価

法を採用しております。

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）を採用し

ております。 

時価のないもの 

移動平均法による原

価法を採用しておりま

す。 

（2）たな卸資産 

  商品 

   総平均法による原価法

を採用しております。 

（1）有価証券 

満期保有目的の債券 

 償却原価法（定額法）

を採用しております。 

子会社株式 

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）を採

用しております。 

時価のないもの 

同左 

 

 

（2）たな卸資産 

  商品 

同左 

 

（1）有価証券 

満期保有目的の債券 

同左 

 

子会社株式 

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）を採用しており

ます。 

時価のないもの 

同左 

 

 

（2）たな卸資産 

  商品 

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。

建物及び構築物    

 11年～47年 

機械装置及び運搬具,工具･

器具･備品  

２年～10年 

（2）無形固定資産 

  定額法を採用しておりま

す。なお、自社利用のソ

フトウエアについては、

社内における利用可能期

間（５年）に基づく定額

法を採用しております。

（1）有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）無形固定資産 

同左 

（1）有形固定資産 

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。 

（2）賞与引当金 

従業員の賞与支給に備

えるため、賞与支給見込

額の当中間会計期間負担

額を計上しております。

（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

おります。また、数理計

算上の差異については翌

事業年度に一括して費用

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

給に備えるため、内規に

基づく当中間会計期間末

要支給額を計上しており

ます。 

（1）貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

（2）賞与引当金 

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、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。また、数理計

算上の差異については翌

事業年度に一括して費用

処理することとしていま

す。過去勤務債務につい

ては、発生年度に一括し

て費用処理することとし

ています。 

 

（4）役員退職慰労引当金 

同左 

（1）貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

（2）賞与引当金 

従業員の賞与支給に備

えるため、賞与支給見込

額の当事業年度負担額を

計上しております。 

（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

づき計上しております。

なお、数理計算上の差異

については翌事業年度に

一括して費用処理するこ

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

給に備えるため、内規に

基づく当事業年度末要支

給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 
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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．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 

消費税及び地方消費税の

会計処理は税抜き方式によっ

ています。 

 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の

会計処理は税抜き方式によっ

ています。 

 

 

 
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）を適用しております。 

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）を適用しております。 

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

適用しております。 

 これまでの資本の部の合計に相当

する金額は20,716,686千円でありま

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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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

額は、279,675千円であります。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、305,552千円であります。

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、293,003千円であります。

※２   ───── 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※３ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等と仮受消費税等

は相殺して流動負債の「その他」

に含めて表示しております。 

※２ 中間期末日満期手形 

   中間期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

のとして処理しております。当

中間期末日満期手形の金額は、

次のとおりであります。 

   受取手形   136,981千円 

   支払手形     653千円 

※３ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等と仮受消費税等

は相殺して流動資産の「その他」

に含めて表示しております。 

※２   ───── 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※３   ───── 

 

（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 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息      185千円 

受取配当金      57,027千円 

保険解約益   262,109千円 

受取地代家賃   9,061千円 

受取事務委託料   3,428千円 

※１ 営業外収益のうち主要なもの

受取利息      588千円

受取配当金     327,307千円

保険解約益   34,217千円

受取地代家賃  10,852千円

受取事務委託料   3,428千円

※１ 営業外収益のうち主要なもの

受取利息      365千円

受取配当金      58,978千円

保険解約益   263,015千円

受取地代家賃  16,915千円

受取事務委託料   6,857千円

 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息     6,400千円 

新株発行費    9,499千円 

※２ 営業外費用のうち主要なもの

支払利息     6,567千円

 

※２ 営業外費用のうち主要なもの

支払利息    12,933千円

 

 ３ 減価償却実施額 

有形固定資産    12,660千円 

無形固定資産       569千円 

 

 ３ 減価償却実施額 

有形固定資産    12,548千円

無形固定資産       708千円

 

 ３ 減価償却実施額 

有形固定資産    25,988千円

無形固定資産     1,277千円
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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（注） 13 23 ─ 36

合計 13 23 ─ 36

（注）普通株式の自己株式数の増加 23 株は、単元未満株式の買取による増加５株、株式の分割（無償交付）による増加

18 株であります。 

 

① リース取引 

 EDINET による開示を行うため記載を省略しております。 

② 有価証券 
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。 
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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） 

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） 

 

───── 

 

───── 

(株式分割） 

平成18年４月13日開催の取締役会

決議により、下記のとおり株式の分割

(無償交付）を行っております。 

(1）分割の目的 

投資家にとって投資しやすい環境

を整えることで、当社株式の流動性の

向上と投資家層の拡大を図ることを

目的としております。 

(2）分割の方法 

平成18年５月31日最終の株主名簿

及び実質株主名簿に記載又は記録さ

れた株主の所有株式数を、１株につき

２株の割合をもって分割します。 

(3）分割により増加する株式数 

  普通株式     472,000株 

(4）配当起算日 平成18年４月１日

(5）効力発生日 平成18年６月１日

(6）１株当たり情報に及ぼす影響 

当該株式分割が前期首に行な

われたと仮定した場合の１株

当たり情報については、下記の

とおりであります。 

 

前事業年度 

１株当たり純資産額  20,555.36円 

１株当たり当期純利益  1,162.07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、潜在株式数が存

在しないため記載しておりません。 

当事業年度 

１株当たり純資産額  21,631.65円 

１株当たり当期純利益  1,268.30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、潜在株式数が存

在しないため記載しておりません。 

 

 

 


