
平成19年 3月期    個別中間財務諸表の概要 平成18年11月16日

上 場 会 社 名        ヱスビー食品株式会社 上場取引所　東

コ ー ド 番 号         2805 本社所在都道府県  東京都

(ＵＲＬ  http://www.sbfoods.co.jp/)

代　　表　　者  役職名   代表取締役社長 　　　  氏名　 江戸　龍太郎

問合せ先責任者
　　　     管理本部経理ユニット

  氏名　 寺尾　隆一郎　 TEL (03)3558-5531 
　　　     ユニットマネージャー

決算取締役会開催日   平成18年11月16日 配当支払開始日   平成18年12月11日
単元株制度採用の有無   有(１単元　500 株)

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 (注)本個別中間財務諸表の概要中の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 53,075 1.8 1,791 1.7 1,696 7.0
 17年 9月中間期 52,129 3.2 1,761 5.8 1,585 5.3
 18年 3月期 105,353 3,667 3,381

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 946 △ 4.0 27.16
 17年 9月中間期 985 56.7 28.30
 18年 3月期 1,895 52.57
(注)①期中平均株式数    18年 9月中間期  34,839,588 株    17年 9月中間期  34,844,565 株    18年 3月期  34,843,542 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
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 81,270 22,321 27.5 640.71
 17年 9月中間期 79,701 23,145 29.0 664.28
 18年 3月期 82,572 22,674 27.5 648.96
(注)①期末発行済株式数  18年 9月中間期　34,838,474 株　　17年 9月中間期　34,842,749 株　　18年 3月期　34,840,702 株

　　②期末自己株式数    18年 9月中間期　　  47,111 株　　17年 9月中間期　　  42,836 株　　18年 3月期　　  44,883 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

百万円 百万円 百万円

通　　期 106,700 3,500 1,920
(参考)１株当たり予想当期純利益(通期)   55 円 11 銭 

３. 配当状況

  ※業績予想につきましては、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、実際の業績は今後様々な要因

    によって予測数値と異なる場合があります。

役職名

・現金配当

 18年 3月期　　　　 5.00 5.00 10
 19年 3月期（実績） 5.00 －

１ 株 当 た り 配 当 金（円）

10

中 間 期 末 期  末 年  間

.00

 19年 3月期（予想） － 5.00
.00
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中間貸借対照表
（単位：百万円）

期　　別

科　　目

Ⅰ  流動資産
  １．現金及び預金 7,844 8,564 12,130
  ２．受取手形 6,678 5,482 5,348
  ３．売掛金 17,345 19,103 15,781
  ４．たな卸資産 6,167 6,855 6,888
  ５．短期貸付金 2,750 2,750 2,760
  ６．その他 2,192 2,186 2,210
  ７．貸倒引当金 △1,359 △1,054 △1,338
    流動資産合計 41,619 52.2 43,887 54.0 43,780 53.0
Ⅱ  固定資産
  １．有形固定資産
   （1）建物 6,453 6,537 6,673
   （2）機械及び装置 3,098 3,689 3,877
   （3）土地 8,373 8,179 8,264
   （4）その他 1,610 1,418 1,221
      有形固定資産合計 19,536 19,824 20,037
  ２．無形固定資産 1,162 1,142 1,237
  ３．投資その他の資産
   （1）投資有価証券 9,970 10,418 12,276
   （2）その他 7,801 6,174 5,621
   （3）貸倒引当金 △394 △177 △380
      投資その他の資産合計 17,376 16,415 17,516
    固定資産合計 38,075 47.8 37,382 46.0 38,792 47.0
Ⅲ  繰延資産 6 0.0 － － － －
    資産合計 79,701 100  81,270 100  82,572 100  

前中間会計期間末 当中間会計期間末

（資産の部） 構成比(％)

（平成17年９月30日）
構成比(％)

（平成18年９月30日）

要約貸借対照表

構成比(％)

前事業年度の

（平成18年３月31日）
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（単位：百万円）
期　　別

科　　目

Ⅰ  流動負債
  １．支払手形 4,526 4,662 4,663
  ２．買掛金 8,657 9,057 9,483
  ３．短期借入金 6,695 9,855 6,580
  ４．一年以内に返済する長期借入金 2,738 2,871 2,485
  ５．一年以内に償還する社債 6,000 － 6,000
  ６．未払金 8,184 8,160 8,179
  ７．未払法人税等 820 957 122
  ８．賞与引当金 904 969 932
  ９．その他 1,935 2,029 2,523
    流動負債合計 40,462 50.8 38,562 47.4 40,970 49.6
Ⅱ  固定負債
  １．社債 4,000 4,000 4,000
  ２．長期借入金 7,197 8,555 7,549
  ３．退職給付引当金 4,649 4,998 4,800
  ４．役員退職慰労引当金 － 1,107 －
  ５．債務保証損失引当金 213 101 184
  ６．その他 32 1,623 2,393
    固定負債合計 16,093 20.2 20,386 25.1 18,927 22.9
    負債合計 56,556 71.0 58,949 72.5 59,898 72.5

Ⅰ  資本金 1,744 2.2 － － 1,744 2.1
Ⅱ  資本剰余金
　１．資本準備金 5,343 － 5,343
　２．その他資本剰余金 0 － 0
    資本剰余金合計 5,343 6.7 － － 5,343 6.5
Ⅲ  利益剰余金
　１．利益準備金 436 － 436
  ２．任意積立金 12,607 － 12,607
  ３．中間(当期)未処分利益 1,446 － 2,182
    利益剰余金合計 14,490 18.2 － － 15,226 18.4
Ⅳ　土地再評価差額金 △1,396 △1.8 － － △3,965 △4.8
Ⅴ  その他有価証券評価差額金 2,990 3.8 － － 4,354 5.3
Ⅵ　自己株式 △26 △0.0 － － △28 △0.0
    資本合計 23,145 29.0 － － 22,674 27.5
    負債資本合計 79,701 100  － － 82,572 100  

Ⅰ  株主資本
　１．資本金 － － 1,744 2.1 － －
　２．資本剰余金
   （1）資本準備金 － 5,343 －
   （2）その他資本剰余金 － 0 －
    　資本剰余金合計 － － 5,343 6.6 － －
　３．利益剰余金
   （1）利益準備金 － 436 －
   （2）その他利益剰余金
　　　  厚生施設積立金 － 700 －
　　　  固定資産圧縮積立金 － 193 －
　　　  別途積立金 － 12,118 －
　　　  繰越利益剰余金 － 2,498 －
    　利益剰余金合計 － － 15,945 19.6 － －
　４．自己株式 － － △31 △0.0 － －
    株主資本合計 － － 23,002 28.3 － －
Ⅱ  評価・換算差額等
　１．その他有価証券評価差額金 － － 3,295 4.1 － －
　２．土地再評価差額金 － － △3,976 △4.9 － －
    評価・換算差額等合計 － － △681 △0.8 － －
    純資産合計 － － 22,321 27.5 － －
    負債純資産合計 － － 81,270 100  － －

（純資産の部）

前中間会計期間末 当中間会計期間末
要約貸借対照表

（平成18年９月30日）

前事業年度の

（平成18年３月31日）
構成比(％) 構成比(％)

（平成17年９月30日）

（資本の部）

（負債の部） 構成比(％)
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中間損益計算書
（単位：百万円）

期　　別

科　　目

Ⅰ  売上高 52,129 100  53,075 100  105,353 100  

Ⅱ  売上原価 27,355 52.5 28,515 53.7 55,363 52.6

売上総利益 24,774 47.5 24,559 46.3 49,989 47.4

Ⅲ  販売費及び一般管理費 23,013 44.1 22,767 42.9 46,321 44.0

営業利益 1,761 3.4 1,791 3.4 3,667 3.5

Ⅳ  営業外収益 172 0.3 180 0.3 329 0.3

Ⅴ  営業外費用 348 0.7 275 0.5 616 0.6

経常利益 1,585 3.0 1,696 3.2 3,381 3.2

Ⅵ  特別利益 31 0.1 963 1.8 126 0.1

Ⅶ  特別損失 154 0.3 1,133 2.1 166 0.2

税引前中間(当期)純利益 1,463 2.8 1,526 2.9 3,340 3.2

法人税､住民税及び事業税 784 1.5 922 1.7 872 0.8

法人税等調整額 △306 △0.6 △342 △0.6 572 0.5

中間(当期)純利益 985 1.9 946 1.8 1,895 1.8

前期繰越利益 434 － 434

土地再評価差額金取崩額 26 － 26

中間配当額 － － 174

中間(当期)未処分利益 1,446 － 2,182

百分比(％) 百分比(％) 百分比(％)

（自　平成17年４月１日　
　至　平成17年９月30日） 　至　平成18年９月30日） 　至　平成18年３月31日）

前事業年度の

（自　平成17年４月１日　 （自　平成18年４月１日　

前中間会計期間 当中間会計期間
要約損益計算書
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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：百万円）

退職給与
積立金

厚生施設
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 1,744 5,343 0 5,343 436 1,033 700 206 10,668 2,182 15,226 △28 22,285

中間会計期間中の変動額

退職給与積立金の積立て（注） 74 △74 － －

退職給与積立金の取崩し △1,107 1,107 － －

固定資産圧縮積立金の取崩し（注） △8 8 － －

固定資産圧縮積立金の取崩し △4 4 － －

別途積立金の積立て（注） 1,450 △1,450 － －

土地再評価差額金の取崩し 11 11 11

剰余金の配当（注） △174 △174 △174

役員賞与（注） △64 △64 △64

中間純利益 946 946 946

自己株式の取得 △2 △2

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 － － － － － △1,033 － △12 1,450 315 719 △2 717

平成18年９月30日　残高 1,744 5,343 0 5,343 436 － 700 193 12,118 2,498 15,945 △31 23,002

（単位：百万円）

その他
有価証券
評価差額金

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高 4,354 △3,965 389 22,674

中間会計期間中の変動額

退職給与積立金の積立て（注） －

退職給与積立金の取崩し －

固定資産圧縮積立金の取崩し（注） －

固定資産圧縮積立金の取崩し －

別途積立金の積立て（注） －

土地再評価差額金の取崩し 11

剰余金の配当（注） △174

役員賞与（注） △64

中間純利益 946

自己株式の取得 △2

株主資本以外の項目の中間会計期間中
の変動額(純額)

△1,059 △11 △1,070 △1,070

中間会計期間中の変動額合計 △1,059 △11 △1,070 △353

平成18年９月30日　残高 3,295 △3,976 △681 22,321

（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。

資本
剰余金
合計

利益
剰余金
合計

自己株式
株主資本
合計

株主資本

純資産
合計

その他利益剰余金
資本金

利益剰余金

評価・換算差額等

資本
準備金

利益
準備金

その他
資本
剰余金

資本剰余金
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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 当中間会計期間 前事業年度

１．資産の評価基準及び (1) 有価証券 (1) 有価証券 (1) 有価証券
  評価方法 　  満期保有目的の債券につ 　  満期保有目的の債券につ 　  満期保有目的の債券につ

　いては、償却原価法（定額 　いては、償却原価法（定額 　いては、償却原価法（定額
　法）によっております。 　法）によっております。 　法）によっております。
　  子会社株式及び関連会社 　  子会社株式及び関連会社 　  子会社株式及び関連会社
　株式については、移動平均 　株式については、移動平均 　株式については、移動平均
　法による原価法によってお 　法による原価法によってお 　法による原価法によってお
  ります。   ります。   ります。
    その他有価証券について     その他有価証券について     その他有価証券について
  は、時価のあるものは中間   は、時価のあるものは中間   は、時価のあるものは決算
  決算日の市場価格等に基づ   決算日の市場価格等に基づ   日の市場価格等に基づく時
  く時価法（評価差額は全部   く時価法（評価差額は全部   価法（評価差額は全部資本
  資本直入法により処理し、   純資産直入法により処理し、   直入法により処理し、売却
  売却原価は移動平均法によ   売却原価は移動平均法によ   原価は移動平均法により算
  り算定）、時価のないもの   り算定）、時価のないもの   定）、時価のないものは移
  は移動平均法による原価法   は移動平均法による原価法   動平均法による原価法によ
  によっております。   によっております。   っております。
(2) たな卸資産 (2) たな卸資産 (2) たな卸資産
　  製品及び商品、原材料、 　  同　　左 　  同　　左
　仕掛品については、移動平
　均法による原価法によって
　おります。
　  貯蔵品については、先入
　先出法による原価法によっ
　ております。

２．固定資産の減価償却 (1) 有形固定資産 (1) 有形固定資産 (1) 有形固定資産
  の方法     定率法によっております｡ 　　同　　左     定率法によっております｡

  減価償却費は、事業年度に     ただし、平成10年４月１
　係る減価償却費の額を期間   日以降に取得した建物（建
　按分する方法により計上し   物付属設備を除く）につい
　ております。   ては、定額法を採用してお
    ただし、平成10年４月１   ります。
  日以降に取得した建物（建     なお、主な資産の耐用年
  物付属設備を除く）につい   数は以下の通りであります｡
  ては、定額法を採用してお     建物          ２～50年
  ります。     機械及び装置  ２～12年
    なお、主な資産の耐用年
  数は以下の通りであります｡
   建物          ２～50年
    機械及び装置  ２～12年
(2) 無形固定資産 (2) 無形固定資産 (2) 無形固定資産
    定額法によっております｡ 　　同　　左 　　同　　左
　  なお、自社利用のソフト
　ウエアについては、見込利
　用可能期間（５年）に基づ
　く定額法によっております｡

３．繰延資産の処理方法 社債発行費 社債発行費
  商法施行規則に規定する最   商法施行規則に規定する最
長期間（３年間）にわたり均 長期間（３年間）にわたり均
等償却しております。 等償却しております。

４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 (1) 貸倒引当金 (1) 貸倒引当金
　  当中間会計期間末に保有 　  同　　左 　  当事業年度末に保有する
　する債権の貸倒による損失 　債権の貸倒による損失に備
　に備えるため、一般債権に 　えるため、一般債権につい
  ついては貸倒実績率により、 　ては貸倒実績率により、貸
　貸倒懸念債権等特定の債権 　倒懸念債権等特定の債権に
  については個別に回収可能   ついては個別に回収可能性
  性を勘案し、回収不能見込   を勘案し、回収不能見込額
　額を計上しております。    を計上しております。
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項　　目 前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

(2) 賞与引当金 (2) 賞与引当金 (2) 賞与引当金
    従業員賞与の支給のため､ 　  同　　左 　  同　　左
  支給見込額を計上しており
　ます。
(3) 退職給付引当金 (3) 退職給付引当金 (3) 退職給付引当金
　  従業員の退職給付に備え 　  同　　左 　  従業員の退職給付に備え
　るため、当事業年度末にお 　るため、当事業年度末にお
　ける退職給付債務及び年金 　ける退職給付債務及び年金
　資産の見込額に基づき、当 　資産の見込額に基づき計上
　中間会計期間末において発   しております。
　生していると認められる額     なお、会計基準変更時差
  を計上しております。   異(3,925百万円）について
    なお、会計基準変更時差   は、15年による按分額を費
  異(3,925百万円）について   用処理しております。
  は、15年による按分額を費 　　過去勤務債務は、その発
  用処理しております。 　生時の従業員の平均残存勤
　　過去勤務債務は、その発 　務期間以内の一定の年数（
　生時の従業員の平均残存勤 　10年）による定額法により
　務期間以内の一定の年数（ 　費用処理しております。
　10年）による定額法により     また、数理計算上の差異
　費用処理しております。   は、各事業年度の発生時に
    また、数理計算上の差異   おける従業員の平均残存勤
  は、各事業年度の発生時に   務期間以内の一定の年数（
  おける従業員の平均残存勤   10年）による定額法により
  務期間以内の一定の年数（   按分した額を、それぞれ発
  10年）による定額法により   生の翌事業年度から費用処
  按分した額を、それぞれ発 　理することとしております｡
  生の翌事業年度から費用処
  理することとしております｡
(4) (4) 役員退職慰労引当金 (4) 

　　役員の退職慰労金支給に
　備えるため、内規に基づく
　要支給額を計上しておりま
　す。
　（会計方針の変更）
　　取締役及び監査役の退職
　慰労金につきましては、従
　来支給時の費用として処理
　しておりましたが、平成18
　年５月18日の取締役会にお
　いて平成18年３月期に係る
　定時株主総会終結の時をも
　って役員退職慰労金制度を
　廃止することを決定し、定
　時株主総会において廃止日
　までの在任期間分の退職慰
　労金を内規に従い退任時に
　支給することを決定したこ
　とに伴い、財務の健全化を
　より一層図ることを目的と
　して、当該金額を役員退職
　慰労引当金として計上する
　方法に変更いたしました。
　　この変更により､1,107百
　万円を特別損失として計上
　したため、従来の方法と比
　較して、税引前中間純利益
　が　1,107　百　万　円　減少してお
　ります。
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項　　目 前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

(5) 債務保証損失引当金 (5) 債務保証損失引当金 (5) 債務保証損失引当金
    債務保証等に係る損失に 　  同　　左 　  同　　左
  備えるため、被保証者の財
　政状態等を勘案し、損失負
  担見込額を計上しておりま
　す。

５．リース取引の処理方   リース物件の所有権が借主   同　　左   同　　左
　法 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。

６．ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法   同　　左   同　　左
　為替予約取引
　　振当処理によっておりま
　す。
　金利スワップ取引
　　特例処理によっておりま
　す。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
　  外貨建金銭債権債務につ
　いて為替予約取引を行って
　おります。
　　また、借入金について金
　利スワップ取引を行ってお
　ります。
(3) ヘッジ方針
　  為替変動リスク及び金利
　変動リスクを回避する目的
　で行っております。
　　なお、これらの取引は社
　内規程に従い、決裁を得て
　行っております。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
　　為替予約取引及び金利ス
　ワップ取引ともに、高い有
　効性があるとみなされるた
　め、有効性の評価を省略し
　ております。

７．その他中間財務諸表 消費税等の処理   同　　左   同　　左
  （財務諸表）作成のた   税抜方式によっております。
  めの基本となる重要な
  事項
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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

（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22,321百万円であります。
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。

前事業年度前中間会計期間 当中間会計期間
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

有形固定資産の減価償却累計額 有形固定資産の減価償却累計額 有形固定資産の減価償却累計額

25,630百万円 27,118百万円 26,381百万円

偶発債務 偶発債務 偶発債務

金融機関からの借入金に対する保証 金融機関からの借入金に対する保証 金融機関からの借入金に対する保証

㈱ヒガシヤデリカ 1,006百万円 ㈱ヒガシヤデリカ 906百万円 ㈱ヒガシヤデリカ 1,009百万円

㈱ヱスビーサンキョーフーズ 577百万円 ㈱サンバード 599百万円 ㈱ヱスビーサンキョーフーズ 604百万円

㈱サンバード 525百万円 ㈱ヱスビーサンキョーフーズ 530百万円 ㈱サンバード 525百万円

㈱エフ・アール・フーズ 191百万円 ㈱エフ・アール・フーズ 142百万円 ㈱ヱスビーカレーの王様 140百万円

㈱ヱスビーカレーの王様他２件 248百万円 ㈱ヱスビーカレーの王様他２件 207百万円 ㈱エフ・アール・フーズ他２件 243百万円

  合計 2,549百万円   合計 2,386百万円   合計 2,522百万円

圧縮記帳 圧縮記帳 圧縮記帳

  同     左   同     左

有形固定資産その他 2百万円

（中間損益計算書関係）

営業外収益のうち主要項目 営業外収益のうち主要項目 営業外収益のうち主要項目

受取利息 35百万円 受取利息 41百万円 受取利息 75百万円

営業外費用のうち主要項目 営業外費用のうち主要項目 営業外費用のうち主要項目

支払利息 194百万円 支払利息 200百万円 支払利息 372百万円

社債利息 86百万円 社債利息 69百万円 社債利息 171百万円

特別利益のうち主要項目

貸倒引当金戻入額 487百万円

特別損失のうち主要項目

役員退職慰労引当金繰入額 1,107百万円

減損損失 減損損失

当社は継続的に収支の把握がなされ 当社は継続的に収支の把握がなされ

ている単位を基礎として資産のグルー ている単位を基礎として資産のグルー

ピングを行っております。 ピングを行っております。

当中間会計期間において、地価の継 当事業年度において、地価の継続的

続的な下落等により帳簿価額が回収可 な下落等により帳簿価額が回収可能価

能価額を下回っている以下の遊休資産 額を下回っている以下の遊休資産に関

に関し、60百万円の減損損失を計上し し、減損損失60百万円を計上しており

ております。 ます。

なお、回収可能価額は正味売却価額 なお、回収可能価額は正味売却価額

により測定しており、土地については により測定しており、土地については

路線価等、その他の資産については処 路線価等、その他の資産については処

分見込価額から処分費用見込額を控除 分見込価額から処分費用見込額を控除

した額により評価しております。 した額により評価しております。

減価償却実施額 減価償却実施額 減価償却実施額

有形固定資産 688百万円 有形固定資産 817百万円 有形固定資産 1,494百万円

無形固定資産 134百万円 無形固定資産 144百万円 無形固定資産 252百万円

  合計 823百万円   合計 961百万円   合計 1,747百万円

取得価額より控除した国庫補助金等

前事業年度前中間会計期間末 当中間会計期間末

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

の圧縮記帳額は次の通りであります。

用途 種類 場所

遊休資産 土地 石川県金沢市

遊休資産 土地 埼玉県比企郡

遊休資産 土地 千葉県千葉市

遊休資産 土地 神奈川県三浦市

遊休資産 土地 その他８件

用途 種類 場所

遊休資産 土地 石川県金沢市

遊休資産 土地 埼玉県比企郡

遊休資産 土地 千葉県千葉市

遊休資産 土地 神奈川県三浦市

遊休資産 土地 その他８件
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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）

（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おります。

（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）

１株当たり純資産額 664.28円 １株当たり純資産額 640.71円 １株当たり純資産額 648.96円

１株当たり中間純利益金額 28.30円 １株当たり中間純利益金額 27.16円 １株当たり当期純利益金額 52.57円

なお、潜在株式調整後１株当たり中 なお、潜在株式調整後１株当たり中 なお、潜在株式調整後１株当たり当

間純利益金額については、潜在株式が 間純利益金額については、潜在株式が 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。 存在しないため記載しておりません。 存在し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、以下の通りであります。

※添付書類の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

前事業年度前中間会計期間 当中間会計期間

 中間（当期）純利益（百万円） 985 946 1,895

 普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 64

 （うち利益処分による役員賞与金） ( － ) ( － ) ( 64 )

 普通株式に係る中間（当期）純利益（百万円） 985 946 1,831

 期中平均株式数（千株） 34,844 34,839 34,843

前中間会計期間 前事業年度当中間会計期間

　自己株式の種類及び株式数に関する事項 （単位：千株）

普通株式　（注） 44 2 － 47

44 2 － 47

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加２千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

当中間会計期間末
株式数　　　　　株式数　　　　　　株式数　　　　　　

合計　　　　

当中間会計期間増加 当中間会計期間減少
前事業年度末株式数
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