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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 7,557 (△ 9.0) 342 (△22.1) 331 (△11.0)

17年９月中間期 8,303 (△ 1.1) 439 (　20.6) 371 (　24.6)

18年３月期 16,417 1,041 829

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 165 (△12.0) 19 65

17年９月中間期 188 ( 49.0) 22 22

18年３月期 446 52 82

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 8,436,311株 17年９月中間期 8,477,528株 18年３月期 8,457,580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 12,584 8,591 68.3 1,018 39

17年９月中間期 13,003 8,214 63.2 973 42

18年３月期 13,083 8,486 64.9 1,005 96

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 8,436,248株 17年９月中間期 8,439,104株 18年３月期 8,436,604株

②期末自己株式数 18年９月中間期 675,752株 17年９月中間期 672,896株 18年３月期 675,396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 16,100  1,000  530  

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　62円82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 － 7.5 7.5

19年３月期（実績） － －
7.5

19年３月期（予想） － 7.5

 

その他の内訳　別紙参照

※　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。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の５ページを参照して下さい。
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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（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

現金及び預金 2,287,567 1,805,771 1,851,752

受取手形 ※４ 1,515,284 674,563 842,242

売掛金 2,801,308 3,187,390 3,150,969

たな卸資産 1,991,908 1,580,503 1,851,042

繰延税金資産 120,880 185,180 203,630

その他 348,827 335,400 310,161

貸倒引当金 △10,340 △17,110 △15,570

流動資産合計 9,055,437 69.6 7,751,699 61.6 8,194,227 62.6

Ⅱ　固定資産

有形固定資産 ※１

建物 ※２ 632,635 554,679 599,271

機械及び装置  709,026 635,726 661,553

土地 ※２ 1,772,476 2,769,208 2,743,800

その他 ※２ 137,868 147,745 127,797

有形固定資産合計 3,252,007 4,107,359 4,132,423

無形固定資産 40,890 38,108 44,036

投資その他の資産

長期貸付金 338,479 338,479 338,479

その他 893,251 934,078 961,375

貸倒引当金 △576,390 △585,600 △587,040

投資その他の資産
合計

655,341 686,957 712,815

固定資産合計 3,948,239 30.4 4,832,426 38.4 4,889,276 37.4

資産合計 13,003,677 100.0 12,584,125 100.0 13,083,504 100.0
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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

支払手形 ※４ 1,676,860 1,128,226 1,260,772

買掛金 1,376,243 1,093,355 1,238,253

短期借入金 ※２ 215,977 153,760 293,640

未払法人税等 191,859 144,950 377,480

賞与引当金 147,000 140,000 144,000

その他 357,302 621,852 517,499

流動負債合計 3,965,242 30.5 3,282,144 26.1 3,831,646 29.3

Ⅱ　固定負債

長期借入金 ※２ 168,760 15,000 73,940

退職給付引当金 614,655 649,754 648,123

役員退職慰労引当
金

40,252 45,862 42,942

固定負債合計 823,667 6.3 710,616 5.6 765,005 5.8

負債合計 4,788,909 36.8 3,992,760 31.7 4,596,651 35.1

（資本の部）

Ⅰ　資本金 1,841,280 14.2 － － 1,841,280 14.1

Ⅱ　資本剰余金

資本準備金 2,474,160 － 2,474,160

資本剰余金合計 2,474,160 19.0 － － 2,474,160 18.9

Ⅲ　利益剰余金

利益準備金 120,000 － 120,000

任意積立金 3,736,000 － 3,736,000

中間（当期）未処
分利益

203,035 － 461,433

利益剰余金合計 4,059,035 31.2 － － 4,317,433 33.0

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

44,208 0.3 － － 59,564 0.5

Ⅴ　自己株式 △203,916 △1.5 － － △205,584 △1.6

資本合計 8,214,768 63.2 － － 8,486,852 64.9

負債資本合計 13,003,677 100.0 － － 13,083,504 100.0
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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
（％）

（純資産の部）   

Ⅰ　株主資本        

１　資本金  － － 1,841,280 14.6  －

２　資本剰余金   

　資本準備金  － 2,474,160  －

資本剰余金合計  － － 2,474,160 19.7  －

３　利益剰余金   

(1）利益準備金  － 120,000  －

(2）その他利益剰余
金

     

別途積立金  － 3,540,000  －

圧縮記帳勘定積
立金

 － 196,000  －

繰越利益剰余金  － 563,970  －

利益剰余金合計  － － 4,419,970 35.1  －

４　自己株式  － － △205,855 △1.6  －

株主資本合計  － － 8,529,554 67.8  －

Ⅱ　評価・換算差額等        

　　その他有価証券評価
差額金

 － － 61,810 0.5  －

純資産合計  － － 8,591,365 68.3  －

負債純資産合計  － － 12,584,125 100.0  －
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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 8,303,267 100.0 7,557,405 100.0 16,417,935 100.0

Ⅱ　売上原価 5,693,542 68.6 5,083,779 67.3 11,173,688 68.1

売上総利益 2,609,725 31.4 2,473,625 32.7 5,244,246 31.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費 2,169,966 26.1 2,131,182 28.2 4,202,259 25.6

営業利益 439,759 5.3 342,442 4.5 1,041,987 6.3

Ⅳ　営業外収益

受取利息 220 3 222

その他 28,647 28,867 0.3 22,322 22,325 0.3 56,613 56,836 0.3

Ⅴ　営業外費用

支払利息 3,117 1,575 5,919

たな卸資産処分損 17,571 － 17,571

たな卸資産評価損 71,994 27,429 237,126

その他 3,945 96,627 1.1 4,583 33,588 0.4 8,862 269,480 1.6

経常利益 371,999 4.5 331,180 4.4 829,343 5.1

Ⅵ　特別利益 ※２ 66,663 0.8 － － 49,455 0.3

Ⅶ　特別損失 ※３ 16,996 0.2 － － 17,764 0.1

税引前中間（当期）
純利益

421,666 5.1 331,180 4.4 861,034 5.2

法人税、住民税及び
事業税

184,367 144,708 500,527

法人税等調整額 48,960 233,327 2.8 20,660 165,368 2.2 △86,230 414,297 2.5

中間（当期）純利益 188,339 2.3 165,811 2.2 446,736 2.7

前期繰越利益 14,696 － 14,696

中間（当期）未処分
利益

203,035 － 461,433
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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
合計別　途

積立金
圧縮記帳勘
定積立金 

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高

　　　　　　 （千円）
1,841,280 2,474,160 2,474,160 120,000 3,540,000 196,000 461,433 4,317,433 △205,584 8,427,288

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当       △63,274 △63,274  △63,274

中間純利益       165,811 165,811  165,811

自己株式の取得         △270 △270

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）
      102,536 102,536 △270 102,266

平成18年９月30日　残高

　　　　　　 （千円）
1,841,280 2,474,160 2,474,160 120,000 3,540,000 196,000 563,970 4,419,970 △205,855 8,529,554

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）
59,564 59,564 8,486,852

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当   △63,274

中間純利益   165,811

自己株式の取得   △270

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額）

2,246 2,246 2,246

中間会計期間中の変動額　

合計　　　　 （千円）
2,246 2,246 104,512

平成18年９月30日　残高

　　　　　　 （千円）
61,810 61,810 8,591,365
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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 （1）有価証券 （1）有価証券

子会社株式 子会社株式 子会社株式

　移動平均法による原価法 同左 同左

その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券

 時価のあるもの  時価のあるもの  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）

　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）

　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  時価のないもの  時価のないもの

　移動平均法による原価法 同左 同左

(2）たな卸資産 (2）たな卸資産 (2）たな卸資産

製品、仕掛品

　総平均法による原価法

商品、原材料

　先入先出法による原価法

製品、仕掛品

同左

商品、原材料

同左

製品、仕掛品

同左

商品、原材料

同左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 (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、定額法によっております。

なお、取得価額が10万円以上20万円

未満の資産については、３年間で均

等償却する方法を採用しております。

　主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。

建物　　２～50年

機械及び装置　２～13年

その他　２～20年

同左 同左

(2）無形固定資産 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産

　定額法

　ただし、ソフトウェア（自社利用

分）については、社内における利用

可能期間（５年）に基づく定額法に

よっております。

同左 同左

(3）長期前払費用 (3）長期前払費用 (3）長期前払費用

　定額法 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)

３．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

　売掛金等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

を勘案し、回収不能見込額を計上し

ております。

同左 同左

(2）賞与引当金 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるため、

支給見込額を計上しております。

同左 同左

 (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るため、

当事業年度末における退職給付債務

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、数理計算上の差異は、各事

業年度の発生時における従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年数

（５年）による定額法により按分し

た額をそれぞれ発生の翌事業年度か

ら費用処理しております。

同左 　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

の見込額に基づき計上しておりま

す。

　なお、数理計算上の差異は、各事

業年度の発生時における従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年数

（５年）による定額法により按分し

た額をそれぞれ発生の翌事業年度か

ら費用処理しております。

 (4）役員退職慰労引当金 (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払に備える

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。

同左 　役員の退職慰労金の支払に備える

ため、内規に基づく期末要支給額を

計上しております。

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．ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法

　為替予約について振当処理の要件

を満たしている場合は振当処理を

行っております。

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

　外貨建取引（金銭債権債務、予定

取引）をヘッジ対象とし、為替予約

取引をヘッジ手段として用いており

ます。

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

　外貨建取引の為替変動リスクを

ヘッジするために為替予約取引を用

いており、外貨建取引（金銭債権債

務、予定取引）の範囲内で為替予約

を行っております。

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

　ヘッジ手段に関する重要な条件が

ヘッジ対象と同一であり、ヘッジ開

始時及びその後においても継続して

相場変動が完全に相殺されるもので

あると想定することができるため

ヘッジの有効性の判定は省略してお

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

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

　税抜方式を採用しております。な

お、仮受消費税等と仮払消費税等は

相殺のうえ流動負債の「その他」に

含めて記載しております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

　税抜方式を採用しております。
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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）

（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） 

　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

準委員会　平成15年10月31日 企業会計

基準適用指針第６号）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。

 　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」（企業会計基準委

員会　平成15年10月31日 企業会計基準

適用指針第６号）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8,591,365千円であります。

　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。 

 

表示方法の変更

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）

 （中間貸借対照表） 

「機械及び装置」は、前中間会計期間まで有形固定資産

の「その他」に含めておりましたが、当中間会計期間に

おいて、資産の総額の100分の５を超えたため、区分掲記

しております。

　なお、前中間会計期間の有形固定資産の「その他」に

含まれております「機械及び装置」は348,810千円であり

ます。 

 （中間損益計算書） 

営業外費用の「たな卸資産処分損」は、前中間会計期間

まで区分掲記しておりましたが、当中間会計期間におい

て、営業外費用の総額の100分の10以下となったため営業

外費用の「その他」に含めて表示しております。

　なお、当中間会計期間の「その他」に含まれておりま

す「たな卸資産処分損」は366千円であります。 
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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 ※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

1,922,800千円 2,195,497千円 2,079,042千円

※２．担保に供している資産 ※２．        ――――――― ※２．担保に供している資産

建物 78,156千円

土地 82,998

その他 324

計 161,478

建物 75,457千円

土地 82,998

その他 286

計 158,742

上記に対する債務  上記に対する債務

短期借入金 109,977千円

長期借入金 57,760

計 167,737

短期借入金 97,640千円

長期借入金 10,940

計 108,580

　３．保証債務

　連結子会社に対し次の通り債務保証を

行っております。

株式会社メディエイト   

　仕入債務 17,472千円

株式会社タワービジョン   

　仕入債務 5,659千円

　リース債務 3,309 

計 8,968 

　３．保証債務

　連結子会社に対し次の通り債務保証を

行っております。

株式会社シードアイサービ

ス

  

　仕入債務 21,881千円

株式会社タワービジョン   

　仕入債務 6,750千円

　リース債務 1,858 

計 8,609 

　３．保証債務

　連結子会社に対し次の通り債務保証を

行っております。

株式会社メディエイト   

　仕入債務 19,631千円

株式会社タワービジョン   

　仕入債務 6,321千円

　リース債務 2,588 

計 8,909 

※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について

は、当中間会計期間の末日が金融機関の休

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　　　　135,325千円

　　　支払手形　　　　811,067千円

※４．　　　　―――――――　　　

（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．減価償却実施額 　１．減価償却実施額 　１．減価償却実施額

有形固定資産 156,270千円

無形固定資産 7,823

有形固定資産 133,824千円

無形固定資産 8,133

有形固定資産 325,599千円

無形固定資産 15,810

※２．特別利益の主要項目

貸倒引当金戻入額 66,663千円

※２．　　　　 ――――――― ※２．特別利益の主要項目

貸倒引当金戻入額 49,455千円

※３．特別損失の主要項目 ※３．　　　　 ――――――― ※３．特別損失の主要項目

電話加入権評価損 16,996千円 電話加入権評価損 16,996千円

固定資産除却損 768千円
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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

（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） 675,396 356 － 675,752

 　　　　合計 675,396 356 － 675,752

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加356千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

（リース取引関係）

　　　　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、当中間会計期間末及び前事業年度末における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）

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 973円42銭

１株当たり中間純利益 22円22銭

１株当たり純資産額 1,018円39銭

１株当たり中間純利益 19円65銭

１株当たり純資産額 1,005円96銭

１株当たり当期純利益 52円82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

存在し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、希薄化効果

を有する潜在株式が存在しないため記

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、希薄化効果

を有する潜在株式が存在しないため記

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)

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（千円） 188,339 165,811 446,736

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
188,339 165,811 446,736

期中平均株式数（株） 8,477,528 8,436,311 8,457,580

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益額
   

中間（当期）純利益調整額（千円） － － －

普通株式増加数（株） － － －

（うち新株予約権方式によるストックオ

プション（株））
（－） （－） （－）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり当期純利益の算定に含め

なかった潜在株式の概要

―――――――

新株予約権方式による

ストックオプション

（新株予約権1,980個）

普通株式　198,000株

新株予約権方式による

ストックオプション

（新株予約権1,980個）

普通株式　198,000株
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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）

ストックオプション ────── ──────

　当社は、平成17年６月29日開催の

定時株主総会において承認されまし

た商法第280条ノ20及び第280条ノ21

の規定による新株予約権の発行につ

いて、平成17年11月21日開催の取締

役会において下記のとおり決議しま

した。

１．新株予約権の発行日

平成17年12月１日

２．新株予約権の発行数

1,980個（新株予約権1個につ

き100株）

３．新株予約権の発行価格

無償

４．新株予約権の目的たる株式の種

類及び数

当社普通株式　198,000株

５．新株予約権行使に際しての払込

金額

１株あたり631円

６．新株予約権の行使により発行ま

たは移転される当社普通株式の

総額

124,938,000円

７．新株予約権の行使により新株式

を発行する場合における当該株

式の発行価額中資本に組入れる

額

１株あたり316円

８．新株予約権の行使可能期間

平成21年５月１日から平成24

年４月30日まで

９．新株予約権の割当を受ける者

当社取締役４人及び従業員123

人、合計127名。
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