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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 4,104 14.1 216 △3.6 194 △12.7

17年９月中間期 3,596 9.0 224 64.1 222 69.5

18年３月期 7,349 334 321

中間（当期）純利益
１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり
中間（当期）純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年９月中間期 116 △8.4 15 73 － －

17年９月中間期 127 267.1 58 63 － －

18年３月期 173 77 14 － －
（注）①持分法投資損益 18年９月中間期 －百万円 17年９月中間期 －百万円 18年３月期 －百万円

②期中平均株式数 18年９月中間期 7,411,639株 17年９月中間期 2,170,000株 18年３月期 2,170,000株

③会計処理の方法の変更 無

④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 6,762 2,795 41.3 349 05

17年９月中間期 5,880 2,167 36.9 998 68

18年３月期 6,092 2,233 36.7 1,026 14
（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 8,010,000株 17年９月中間期 2,170,000株 18年３月期 2,170,000株

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

(3）キャッシュ・フローの状況 （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。

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年９月中間期 292 △365 474 1,509

17年９月中間期 206 △80 △56 1,197

18年３月期 223 △176 △67 1,107

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 7,801 364 213

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　27円65銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間

18年３月期 － 5.0 － 5.0  10.0

19年３月期（実績） － 2.2 － －  
4.4

19年３月期（予想） － － － 2.2  

※　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４ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況

  当社の企業集団を構成する関係会社はありません。また、当社との間で継続的で密接な事業上の

関係を持つ関連当事者もないため、該当事項はありません。

 

２．経営方針

 （１）会社の経営の基本方針

　当社の経営方針は、景気に左右されない経営基盤を構築し、その結果として社会への貢献を通し、

社員一人ひとりが『胸を張って誇れる会社』を実現させることを基本方針としております。

この基本方針を実現させるための指針として、４項目から成る「経営理念」と一つの品質方針を掲

げております。

＜経営理念＞

  １．私達は、顧客第一主義に徹し、信頼される品質を創り上げます。

  ２．私達は、積極的に新しい技術の開発と導入を図り、広い分野に製品を提供します。

  ３．私達は、全員の力を結集して豊かな価値を創造し、活力に満ちた会社を築きます。

  ４．私達は、地球環境に配慮し、社会への貢献を通して、常に胸を張って誇れる会社を目指

      します。

＜品質方針＞

  　私達は、「品質の維持向上は企業の社会的責任」との認識に立って、お客様に満足いただ

　ける品質を追求し、創り上げてお届けします。

 

（２）会社の利益配分に関する基本方針

　利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保する

とともに業績と資金需要を勘案しながら、継続的かつ安定的な配当を行うことを基本方針としてお

ります。

 

（３）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

  当社の投資単位は1,000株となっておりますが、個人投資家層の拡大及び株式の流動性を高める

ために、今後、投資単位の引下げも検討してまいります。なお、平成18年３月17日開催の取締役会

決議により、平成18年４月25日付にて１株を３株に分割いたしました。

 

（４）目標とする経営指標 

　当社は、毎期、安定的な利益を継続的に確保するとともに、株主利益の重視と経営の効率化の視

点から、 ＲＯＡ（総資本利益率）並びに ＲＯＥ（株主資本利益率）の向上に努力してまいりま

す。

 

 （５）中長期的な経営戦略並びに対処すべき課題 

  当社は昭和８年に創業、昭和25年に特殊電極株式会社として設立以来、特殊溶接材料のメーカー

として事業を展開してまいりました。

  当初の事業は、溶接材料の製造販売に限られていましたが、顧客の要望で溶接工事も手掛ける事

となり、工事施工の売上高比率は、平成18年３月期には55.1％となりました。

  この間、技術のトクデンとして顧客第一主義を基本方針として、企業価値の増大を図ってまいり

ましたが、わが国経済環境は大きく変化し、企業再編、経営のグローバル化等の動きが顕著となっ

ており、当社の関わる業界におきましても、企業の統合や業務提携が広範に行われている現状であ

ります。

　このような状況のなか、当社は以下に掲げる施策を積極的に取り組み、経営基盤の強化を図って

まいります。
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  １．人的資源の能力向上と意識改革の推進

　　　  従業員各人が、自らの業務に常に問題意識を持って立ち向かう意識改革と、改善行動を 

        積極的かつ円滑に起こすことのできる専門知識の習得と技術の伝承を図ります。

  ２．顧客密着型営業の推進並びに直販体制の堅持

　　　  顧客第一主義を標榜する当社は、サービスのスピードも含め、顧客に密着し直販体制を

        とることは、顧客満足度を充分に維持するためには不可欠の体制であるとの認識に立っ

        て、今後ともこの体制を堅持してまいります。

  ３．収益効率を勘案した既存分野の見直し

　　　  数多い商品ラインアップの中で、成熟期を越して衰退期の域に入った分野に関しては、

        管理に要する費用等の収益効率を勘案して商品から除去し、新しい商品への置換を図り

        ます。

　４．顧客の既存取引分野以外の新たな周辺分野に提供できる技術及び製・商品の開発

　　    既存の収益基盤を維持しながら新たな収益基盤を構築する場合、経営資源の分散化は決

        して有利な手段ではないため、7,000余の納入先とその周辺市場を対象として、当社の

　　　　長年培った技術を駆使して、顧客ニーズを的確に捉えた製・商品の開発を進めてまいり

　　　　ます。

　５．職場の安全確保と業務効率化対策への積極的な投資の実行

　　    職場の安全確保なくして企業の繁栄はなく、また、業務の効率化なくして収益の向上は

        望めないとの観点から、これらに対する積極的な投資を実行してまいります。　

 

（６）親会社に関する事項

 　　　該当事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態

（１）経営成績

①全般の状況

　当中間会計期間のわが国経済は、好調な企業業績を受けての設備投資の増加、また、雇用環境

の改善を背景とした個人消費の堅調な推移等、景気は緩やかな拡大を続けております。

　一方、原油をはじめとする原材料価格の高止まり、ゼロ金利解除に伴う金利の上昇懸念、米国

経済の減速への警戒感など、先行きは不透明なまま推移してまいりました。

　このような状況の中にあって、当社は、営業部門におきましては、提案型営業活動及び新規顧

客開拓を進め、受注の拡大に全力を尽くして業績の向上に努力してまいりました。

　生産工場及び工事工場におきましては、設備の増強、改善を推進して作業効率、品質管理の向

上を図るとともに、なお一層の原価低減に努めてまいりました。

　また、研究開発などの技術部門におきましては、顧客ニーズへの迅速な対応と将来に向けての

新技術の開発、導入に取り組んでまいりました。

　その結果、当中間会計期間の売上高は4,104百万円となり、前年同期に比べ507百万円（14.1％

増）の増収となりました。

　また、損益面におきましては、製品の原材料価格、商品の仕入価格上昇による原価率のアップ

や、上場関連費用、ＩＲ関連費用等の計上により、営業利益は216百万円（前年同期比3.6％減）、

経常利益は194百万円（前年同期比12.7％減）、中間純利益は116百万円（前年同期比8.4％減）

となりました。

 

②各品目別の営業の概況

＜工　事　施　工＞

　当社の主要顧客である鉄鋼業界の好業績を背景とした製鉄所保全工事は引き続き順調に推

移したほか、電力、自動車業界関連の現地機械加工工事、粉砕ミルの溶接工事も大きく増加、

さらにプラズマアーク粉体肉盛工事は前年同期比65.0％増となるなど、受注拡大に努めた結

果、売上高は2,248百万円（前年同期比17.0％増）となりました。

＜溶　接　材　料＞

　製品におきましては、当社の主力である耐摩耗、耐腐食用溶接材料フラックス入りワイヤ

はプラントメーカーの案件が一段落したため、売上高は348百万円（前年同期比1.6％減）と

なりました。

　一方、商品のアーク溶接棒、ＴＩＧ・ＭＩＧなどの溶接材料は概ね順調に推移し、売上高

は505百万円（前年同期比5.3％増）となりました。

　この結果、溶接材料の合計売上高は853百万円（前年同期比2.4％増）となりました。

＜トッププレート＞

　鉄鋼、プラントメーカー、硝子、セメントなど幅広い業界の設備保全工事の受注を受け、

売上高は445百万円（前年同期比15.9％増）となりました。

＜そ　　の　　他＞ 

　自動車産業向けのＤ＆Ｈ商品は、需要が販売単価の低い商品へ移行したため前年実績を下

回りましたが、環境関連装置及び商品拡販プロジェクトによる商品販売は順調に推移し、売

上高は556百万円（前年同期比22.0％増）となりました。 

 

③通期の見通し

　今後の経済環境につきましては、緩やかな景気回復基調が続くものと予想されますが、原材

料の高騰や円安の影響などにより、当社をとりまく経営環境は引き続き予断を許さないものが

あります。

　このような状況におきまして、当社は、積極的な営業活動、経費の削減、生産性の向上を図
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り、収益力の強化に全力を傾注してまいります。

　通期の業績の見通しにつきましては、売上高7,801百万円（前期比6.1％増）、営業利益406百

万円（前期比21.6％増）、経常利益364百万円（前期比13.6％増）、当期純利益213百万円（前

期比22.6％増）を見込んでおります。

 

 （２）財政状態

キャッシュ・フローの状況

　当中間会計期間における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ401百万円増加し、1,509

百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　　　営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前中間純利益193百万円、減価償却費の計上

    64百万円、退職給付引当金の増加11百万円、売上債権の減少60百万円、たな卸資産の減少

　　20百万円、仕入債務の増加85百万円の資金増加要因がありましたが、法人税等の納税が111

　　百万円あり、292百万円（前年同期比86百万円増）の収入となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　　　投資活動によるキャッシュ・フローは、土地の売却による収入が26百万円ありました

　　が、定期預金の預入による支出50百万円、投資有価証券の取得による支出302百万円及び有

　　形固定資産の取得による支出が39百万円あり、365百万円（前年同期比284百万円減）の支

　　出となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　　　財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払による支出が10百万円ありました

　　が、株式の発行による収入が485百万円あり、474百万円（前年同期比531百万円増）の収入

　　となりました。 

 

（３）事業等のリスク 

①取引先メーカーの設備投資動向の影響について 

　当社の売上高に占める販売先上位10社の割合は、平成17年３月期及び平成18年３月期におい

てそれぞれ45.2％、48.9％となっており、これら上位10社の大半を鉄鋼業及び非鉄金属製造業

が占めております。当社の業績は、これらの業界をはじめとした顧客の設備投資動向の影響を

強く受けることから、当社顧客の設備投資需要が悪化した場合には、工事施工の受注減少、あ

るいは受注価格または当社製・商品価格の値下げ要請による同業他社との競合の激化等により、

当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。  

②仕入先への依存について 

　当社ブランドにて販売している溶接材料の一部、並びにトッププレートの原材料となる混合

粉末の配合及びブレンド加工については、特定の協力会社に対して、当社の技術標準に基づき

製造委託または加工委託を行っております。

　当該溶接材料の一部は、昭和55年からニツコー熔材工業株式会社(大阪市)に製造委託を行っ

ており、平成18年３月期の商品仕入高に占める同社からの仕入割合は18.7％となっておりま

す。

　一方、混合粉末は、平成２年からジャンテック株式会社(東京都中央区)に加工委託を行って

おり、平成18年３月期の原材料仕入高に占める同社からの仕入割合は51.9％と高い水準にあり

ます。

　当社は両社との間において、基本契約の他に機密保持に関する覚書等を交わしており、原材

料及び商品の安定調達を図るとともに、当社独自の技術及びノウハウの流出防止に努めており

ます。
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　しかし何らかの事情により、これらの安定調達に支障が生じたり、あるいは、当社独自の技

術やノウハウが第三者に流出した場合には、製造・加工委託の代替先の確保に時間を要し、あ

るいは、競合商品の新たな市場投入による当社シェアの低下等により、当社の業績及び財政状

態に影響を及ぼす可能性があります。 

③協力会社への外注について

　当社は、機械加工または熱処理加工等、社内の設備や技術では対応が困難な工程、あるいは、

汎用的な溶接作業等、原価の低減または生産能力の補完に寄与する工程等については、外注を

活用しております。

　当社は、外注先の品質管理及び納期管理に努めるとともに、能力の高い外注先の確保・育成

に努めておりますが、当社の外注先が、必要な技術的・経済的資源を維持できない場合、ある

いは、当社が適時・適切に有能な外注先を確保・活用できない場合等には、当社の業績及び財

政状態に影響を及ぼす可能性があります。　 

④原材料価格の変動について

　近年、当社製・商品の原材料価格が上昇しております。これに対処するため、当社は顧客に

対する販売価格への転嫁の要請、当社の生産性向上及びコスト削減等を実施しておりますが、

今後、原材料価格が大幅に高騰した場合は、適時・適切に販売価格へ転嫁できる保証はなく、

当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

⑤過去の会社更生手続に伴うゴルフ場入会預託金の弁済債務（「長期預り金」勘定）について

　過去に当社がゴルフ場経営を開始した際に募集した『福岡フェザントカントリークラブ』

（現在の経営はスポーツ振興株式会社）のゴルフ場入会預託金に対する当社の弁済債務を「預

り金」として貸借対照表に計上しており、その残高は、平成18年９月末現在731百万円となっ

ております。

　当社は現在ゴルフ場の運営を行っておりませんが、当該ゴルフ場入会預託金の弁済債務が

残っている理由は、過去における当社の会社更生手続に関連するものであります。

　会員を退会して預託金の弁済を求めてこられる方への毎年の弁済金は、想定される年間の弁

済額以上の金額を、安全性の高い金融商品（中期国債ファンド等）にて分別管理することによ

り対応しておりますが、退会者が一時期に集中して弁済を要求してきた場合は、当社の財政状

態に影響を及ぼす可能性があります。　
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４．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）
対前中間
期比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１．現金及び預金  439,287   594,548    443,068   

２．受取手形 ※３ 771,256   726,307    842,253   

３．売掛金  989,871   1,098,658    1,043,430   

４．有価証券  757,745   964,934    664,459   

５．たな卸資産  996,115   1,092,624    1,112,722   

６．繰延税金資産  79,930   100,459    99,744   

７．その他  46,804   74,531    38,095   

貸倒引当金  △2,729   △2,452    △2,533   

流動資産合計   4,078,281 69.4  4,649,611 68.8 571,329  4,241,240 69.6

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産 ※1,2           

(1）建物  394,694   393,587    395,431   

(2）機械及び装置  446,464   456,236    490,782   

(3）土地  561,977   561,205    561,977   

(4）その他  91,799   62,810    51,467   

有形固定資産合計  1,494,935   1,473,840    1,499,658   

２．無形固定資産  11,257   11,592    11,897   

３．投資その他の資産            

(1）投資有価証券  177,952   495,041    229,619   

(2) 繰延税金資産  80,587   89,760    66,366   

(3）その他  37,631   43,072    43,557   

投資その他の資産合計  296,171   627,874    339,542   

固定資産合計   1,802,365 30.6  2,113,307 31.2 310,942  1,851,098 30.4

資産合計   5,880,647 100.0  6,762,918 100.0 882,271  6,092,339 100.0
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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）
対前中間
期比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．支払手形  1,296,889   1,433,577    1,330,573   

２．買掛金  368,676   474,354    477,566   

３．短期借入金  350,000   350,000    350,000   

４．未払法人税等  117,108   92,635    117,517   

５．賞与引当金  119,555   147,528    155,334   

６．その他  143,725   179,698    158,788   

流動負債合計   2,395,955 40.7  2,677,793 39.6 281,837  2,589,779 42.5

Ⅱ　固定負債            

１．退職給付引当金  545,651   544,623    532,988   

２．役員退職慰労引当金  34,324   45,597    37,362   

３．長期預り金 ※4 737,577   698,987    698,987   

固定負債合計   1,317,554 22.4  1,289,208 19.1 △28,345  1,269,338 20.8

負債合計   3,713,509 63.1  3,967,001 58.7 253,491  3,859,118 63.3

            

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   242,000 4.1  － － －  242,000 4.0

Ⅱ　資本剰余金            

１．資本準備金  152,000   －    152,000   

資本剰余金合計   152,000 2.6  － － －  152,000 2.5

Ⅲ　利益剰余金            

１．利益準備金  12,260   －    12,260   

２．任意積立金  1,449,714   －    1,449,714   

３．中間未処分利益  256,102   －    291,891   

利益剰余金合計   1,718,077 29.2  － － －  1,753,866 28.8

Ⅳ　その他有価証券評価差額金   55,059 1.0  － － －  85,354 1.4

資本合計   2,167,137 36.9  － － －  2,233,221 36.7

負債資本合計   5,880,647 100.0  － － －  6,092,339 100.0
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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）
対前中間
期比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）   

Ⅰ　株主資本         

１．資本金  － － 484,812 7.2 － － －

２．資本剰余金   

(1）資本準備金  － 394,812  －

資本剰余金合計  － － 394,812 5.8 － － －

３．利益剰余金   

(1）利益準備金  － 12,260  －

(2）その他利益剰余金      

土地圧縮積立金  － 83,855  －

建物圧縮積立金  － 95,701  －

別途積立金  － 1,410,000  －

繰越利益剰余金  － 251,300  －

利益剰余金合計  － － 1,853,116 27.4 － － －

株主資本合計  － － 2,732,741 40.4 － － －

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差額金  － － 63,174    － －

評価・換算差額等合計  － － 63,174 0.9 － － －

純資産合計  － － 2,795,916 41.3 － － －

負債純資産合計  － － 6,762,918 100.0 － － －
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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）

対前中
間期比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   3,596,770 100.0  4,104,053 100.0 507,282  7,349,980 100.0

Ⅱ　売上原価   2,656,733 73.9  3,110,632 75.8 453,898  5,544,840 75.4

売上総利益   940,037 26.1  993,421 24.2 53,384  1,805,140 24.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費   715,339 19.9  776,796 18.9 61,456  1,471,133 20.0

営業利益   224,697 6.2  216,624 5.3 △8,072  334,006 4.6

Ⅳ　営業外収益   5,172 0.1  6,589 0.2 1,416  9,004 0.1

Ⅴ　営業外費用 ※１  7,666 0.1  29,181 0.8 21,515  22,009 0.3

経常利益   222,204 6.2  194,032 4.7 △28,171  321,001 4.4

Ⅵ　特別利益 ※２  187 0.0  26,082 0.6 25,894  251 0.0

Ⅶ　特別損失 ※３  2,811 0.1  26,168 0.6 23,356  17,872 0.2

税引前中間（当期）純利益   219,579 6.1  193,945 4.7 △25,634  303,381 4.2

法人税、住民税及び事業税  111,110  0.0 86,420  0.0  174,400  0.0

法人税等調整額  △18,778 92,331 2.6 △9,074 77,345 1.9 △14,986 △44,905 129,494 1.8

中間（当期）純利益   127,248 3.5  116,600 2.8 △10,647  173,887 2.4

前期繰越利益   128,854   －    128,854  

中間配当額   －   －    10,850  

中間（当期）未処分利益   256,102   －    291,891  
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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
株主資本
合計資本準

備金
利益準
備金

土地圧縮
積立金

建物圧縮
積立金

別途積
立金

繰越利益
剰余金

利益剰余
金合計

平成18年３月31日残高（千円） 242,000 152,000 12,260 83,855 105,859 1,260,000 291,891 1,753,866 2,147,866

中間会計期間中の変動額          

新株の発行 242,812 242,812       485,625

剰余金の配当       △10,850 △10,850 △10,850

役員賞与の支給       △6,500 △6,500 △6,500

別途積立金積立      150,000 △150,000 ― ―

建物圧縮積立金の取崩額

（前期利益処分）
    △6,931  6,931 ― ―

建物圧縮積立金の取崩額

（当期中間）
    △3,227  3,277 ― ―

中間純利益       116,600 116,600 116,600

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）          

中間会計期間中の変動額合計

　　　　　　　　　　（千円）
242,812 242,812   △10,158 150,000 △40,591 99,250 584,875

平成18年９月30日残高（千円） 484,812 394,812 12,260 83,855 95,701 1,410,000 251,300 1,853,116 2,732,741

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（千円） 85,354 2,233,221

 中間会計期間中の変動額

新株の発行  485,625

剰余金の配当  △10,850

役員賞与の支給  △6,500

別途積立金積立  ―

建物圧縮積立金の取崩額

（前期利益処分）
 ―

建物圧縮積立金の取崩額

（当期中間）
 ―

中間純利益  116,600

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △22,179 △22,179

中間会計期間中の変動額合計

　　　　　　　　　　　（千円）
△22,179 562,695

平成18年９月30日残高（千円） 63,174 2,795,916
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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）

対前中
間期比

前事業年度の要約キャッ
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（千円） 金額（千円）
増減

（千円）
金額（千円）

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  219,579 193,945 △25,634 303,381

減価償却費  58,983 64,640 5,657 124,263

減損損失  － － － 5,917

貸倒引当金の増減（△）額  1,063 △81 △1,144 867

賞与引当金の増減（△）額  △5,653 △7,806 △2,153 30,126

退職給付引当金の増減（△）額  12,921 11,635 △1,286 258

役員退職慰労引当金の増減（△）額  3,315 8,234 4,918 6,353

受取利息及び受取配当金  △920 △2,414 △1,494 △1,411

支払利息  2,866 3,404 538 5,450

有形固定資産売却益  △187 △26,000 △25,813 △251

有形固定資産売却損  71 46 △24 299

有形固定資産除却損  2,588 10,227 7,638 11,403

売上債権の増（△）減額  75,225 60,718 △14,507 △49,329

たな卸資産の増（△）減額  △110,612 20,098 130,711 △227,220

仕入債務の増減（△）額  89,720 85,301 △4,419 226,337

未払金の増減（△）額  △65,491 2,528 68,020 △34,463

役員賞与の支払額  △5,500 △6,500 △1,000 △5,500

その他  △16,389 △12,218 4,170 △16,241

小計  261,580 405,759 144,178 380,238

利息及び配当金の受取額  920 2,092 1,171 1,411

利息の支払額  △2,821 △3,388 △567 △5,400

法人税等の支払額  △51,286 △111,736 △60,449 △114,189

長期預り金の返還による支払額  △2,272 △288 1,984 △38,960

営業活動によるキャッシュ・フロー  206,121 292,438 86,317 223,100
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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）

対前中
間期比

前事業年度の要約キャッ
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（千円） 金額（千円）
増減

（千円）
金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー      

定期預金の預入による支出  － △50,000 △50,000 －

投資有価証券の取得による支出  △1,018 △302,634 △301,616 △1,854

投資有価証券の売却による収入  19,832 － △19,832 19,832

有形固定資産の取得による支出  △99,213 △39,181 60,031 △192,284

有形固定資産の売却による収入  379 26,842 26,462 555

無形固定資産の取得による支出  △405 △285 120 △2,307

投資活動によるキャッシュ・フロー  △80,425 △365,259 △284,834 △176,058

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー      

短期借入金の純増加額  50,000 － △50,000 50,000

長期借入金の返済による支出  △96,040 － 96,040 △96,040

配当金の支払額  △10,850 △10,850 － △21,700

株式の発行による収入  － 485,625 485,625 －

財務活動によるキャッシュ・フロー  △56,890 474,775 531,665 △67,740

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減（△）額  68,806 401,954 333,148 △20,698

Ⅴ　現金及び現金同等物期首残高  1,128,226 1,107,528 △20,698 1,128,226

Ⅵ　現金及び現金同等物中間期末（期末）残
高

※ 1,197,032 1,509,482 312,450 1,107,528
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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

その他有価証券

ａ．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）

(1）有価証券

その他有価証券

ａ．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）

(1）有価証券

その他有価証券

ａ．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）

 

 

ｂ．時価のないもの

　移動平均法による原価法

ｂ．時価のないもの

同左

ｂ．時価のないもの

同左

 

 

 

(2）たな卸資産

ａ．商品・製品、原材料及び仕掛

品

　総平均法による原価法

(2）たな卸資産

ａ．商品・製品、原材料及び仕掛

品

　同左

(2）たな卸資産

ａ．商品・製品、原材料及び仕掛

品

　同左

 

 

ｂ．仕掛工事

　個別法による原価法

ｂ．仕掛工事

　同左

ｂ．仕掛工事

　同左

 

 

ｃ．貯蔵品

　最終仕入原価法

ｃ．貯蔵品

　同左

 ｃ．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

　定率法によっております。

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりです。

建物　　　　　22年から47年

機械及び装置　11年から14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

　定額法によっております。

　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）に基づく定額法に

よっております。

(2）無形固定資産

　同左

 

(2）無形固定資産

 　同左

 

 

(3）長期前払費用

　均等償却によっております。

(3）長期前払費用

　同左

(3）長期前払費用

 　同左

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

可能性を勘案し、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）賞与引当金

　従業員に対する賞与の支払に備

えるため、賞与支給見込額のうち

当中間会計期間の負担額を計上し

ております。

(2）賞与引当金

　同左

(2）賞与引当金

　従業員に対する賞与の支払に備

えるため、賞与支給見込額のうち

当期負担額を計上しております。
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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）

 

 

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当期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。

　なお、数理計算上の差異はその

発生時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数（11年）によ

る定額法により按分した額を、そ

れぞれ発生の翌期から費用処理す

ることとしております。

(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、当期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、数理計算上の差異はそ

の発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（11

年）による定額法により按分し

た額を、それぞれ発生の翌期か

ら費用処理することとしており

ます。

 

 

(4）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備え

るため、内規に基づく中間会計期

間末要支給額を計上しております。

(4）役員退職慰労引当金

　同左

 (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

５．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

　中間キャッシュ・フロー計算書に

おける資金（現金及び現金同等物）

は、手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリス

クしか負わない取得日から３カ月以

内に償還期限の到来する短期投資か

らなっております。

　　同左 キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金（現金及び現金同等物）は、

手許現金、随時引き出し可能な預金

及び容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３カ月以内に

償還期限の到来する短期投資から

なっております。

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

　税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

　　同左

消費税等の会計処理

　　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

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）

  ──── （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準）

  ────

  　当中間会計期間から「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。

 

  従来の資本の部の合計に相当する

金額は、2,795,916千円であります。

 

   なお、中間財務諸表等規則の改正

により、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、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

2,136,090千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

2,048,706千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

2,089,682千円

※２．担保資産

担保に供している資産は次のとおりで

あります。

※２．担保資産

担保に供している資産は次のとおりで

あります。

※２．担保資産

担保に供している資産は次のとおりで

あります。

建物 220,164千円

土地 258,012千円

計 478,177千円

建物 209,839千円

土地 258,012千円

計 468,852千円

建物 218,897千円

土地 258,012千円

計 476,910千円

なお、担保付債務は次のとおりであり

ます。

なお、担保付債務は次のとおりであり

ます。

なお、担保付債務は次のとおりであり

ます。

短期借入金 150,000千円

計 150,000千円

短期借入金 150,000千円

計 150,000千円

短期借入金 150,000千円

計 150,000千円

※３．　　　　　─── ※３.  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　　　　　　　98,309千円

※３．　　　　　───

※４．長期預り金は、ゴルフ場経営時に会員

から預かったものであり、昭和53年４

月の会社更生手続開始の認可を経て、

会員の退会時に返還する預り金であり

ます。

※４．同左 ※４．同左

　５．消費税等の取り扱い

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

て表示しております。

　５．消費税等の取り扱い

同左

５．　　　　　　───

 

（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．営業外費用の主要項目 ※１．営業外費用の主要項目 ※１．営業外費用の主要項目

支払利息 2,866千円 支払利息 3,404千円

上場費用 25,679千円

支払利息 5,450千円

上場準備費用 12,750千円

※２．特別利益の主要項目 ※２．特別利益の主要項目 ※２．特別利益の主要項目

固定資産売却益 187千円  固定資産売却益 26,000千円  固定資産売却益 251千円

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

固定資産除却損 2,588千円 固定資産除却損 10,227千円

社宅取壊費用 15,840千円

固定資産除却損 11,403千円

建物減損損失 5,917千円

　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 57,784千円

無形固定資産 1,199千円

有形固定資産 64,050千円

無形固定資産 590千円

有形固定資産 121,802千円

無形固定資産 2,461千円
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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）

１．発行済株式の種類及び総数並びに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）

発行済株式

普通株式　（注） 2,170 5,840 － 8,010

合計 2,170 5,840 － 8,010

 （注）普通株式の発行済株式総数の増加4,340千株は、平成18年４月25日をもって普通株式１株を３株に分割したこと

　　　 によるものであります。　

普通株式の発行済株式総数の増加1,500千株は、平成18年６月13日付の有償一般募集（ブックビルディング方式に

よる募集）によるものであります。

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　　　該当する事項はありません。

 

３．配当に関する事項

（１）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり　　
配当額（円） 

基準日 効力発生日

平成18年６月29日

定時株主総会
普通株式 10,850 5.0 平成18年３月31日 平成18年６月30日

（２）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの

　　　　該当する事項はありません。
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（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）

※現金及び現金同等物の中間会計期間末残高

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

※現金及び現金同等物の中間会計期間末残高

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

※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日現在） （平成18年９月30日現在） （平成18年３月31日現在）

現金及び預金勘定 439,287千円

有価証券勘定 757,745千円

現金及び現金同等物 1,197,032千円

現金及び預金勘定 544,548千円

有価証券勘定 964,934千円

現金及び現金同等物 1,509,482千円

現金及び預金勘定 443,068千円

有価証券勘定 664,459千円

現金及び現金同等物 1,107,528千円
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①　リース取引

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）

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

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

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

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額及び中間会計期間末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間会計期間末残高相

当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

中間会計
期間末残
高相当額
（千円）

有形固定
資産
その他
（工具器
具備品）

161,660 112,167 49,493

無形固定
資産
（ソフト
ウエア）

50,335 35,161 15,174

合計 211,996 147,328 64,667

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

中間会計
期間末残
高相当額
（千円）

有形固定
資産
その他
（工具器
具備品）

165,764 140,044 25,720

無形固定
資産
（ソフト
ウエア）

50,335 44,377 5,958

合計 216,100 184,422 31,678

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

有形固定
資産
その他
（工具器
具備品）

165,764 125,991 39,772

無形固定
資産
（ソフト
ウエア）

50,335 39,769 10,566

合計 216,100 165,761 50,338

（注）取得価額相当額は、未経過リース料中

　　　　　　　　間会計期間末残高が

有形固定資産の中間会計期間末残高等

に占める割合が低いため、「支払利子

込み法」によっております。

（注）同左  （注）取得価額相当額は、未経過リース料期

末残高が有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、「支払利子込

み法」によっております。

２．未経過リース料中間会計期間末残高相当額 ２．未経過リース料中間会計期間末残高相当

額

２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 36,637千円

１年超 28,030千円

合計 64,667千円

１年内 20,788千円

１年超 10,890千円

合計 31,678千円

１年内 37,321千円

１年超 13,017千円

合計 50,338千円

（注）未経過リース料中間会計期間末残高相

当額は、有形固定資産の中間会計期間

末残高等に占めるその割合が低いため、

「支払利子込み法」によっております。

（注）同左 （注）未経過リース料期末残高相当額は、有

形固定資産の期末残高等に占めるその

割合が低いため、「支払利子込み法」

によっております。

３．支払リース料、減価償却費相当額 ３．支払リース料、減価償却費相当額 ３．支払リース料、減価償却費相当額

支払リース料 18,318千円

減価償却費相当額 18,318千円

支払リース料 18,660千円

減価償却費相当額 18,660千円

支払リース料 36,751千円

減価償却費相当額 36,751千円

４．減価償却費相当額の算定方法

減価償却費相当額の算定方法は、リース期

間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

４．減価償却費相当額の算定方法

 同左
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②　有価証券

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類

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）

取得原価
（千円）

中間貸借対
照表計上額
（千円）

差額
（千円）

取得原価
（千円）

中間貸借対
照表計上額
（千円）

差額
（千円）

取得原価
（千円）

貸借対照表
計上額
（千円）

差額
（千円）

株式 84,570 176,952 92,382 86,590 192,633 106,043 85,406 228,619 143,212

債券 － － － 301,254 301,210 △44 － － －

合計 84,570 176,952 92,382 387,845 493,843 105,998 85,406 228,619 143,212

２．時価評価されていない有価証券の内容

 

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）

中間貸借対照表計上額
（千円）

中間貸借対照表計上額
（千円）

貸借対照表計上額
（千円）

その他有価証券    

非上場株式 1,000 1,197 1,000

マネー・マネジメント・ファ

ンド
288,476 555,392 255,160

中期国債ファンド 338,447 338,672 338,470

フリー・ファイナンシャル・

ファンド
130,821 70,868 70,828

③　デリバティブ取引

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 

④　持分法損益等

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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（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 998円68銭

１株当たり中間純利益

金額
58円63銭

１株当たり純資産額 349円05銭

１株当たり中間純利益

金額
15円73銭

１株当たり純資産額 1,026円14銭

１株当たり当期純利益

金額
77円14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、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、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

 　当社は、平成18年４月25日付で株式

１株につき３株の株式分割を行ってお

ります。

　なお、当該株式分割が前期首に行わ

れたと仮定した場合の前中間会計期間

及び前事業年度における１株当たり情

報については、以下のとおりとなりま

す。

 

 前中間会計期間 前事業年度

１株当たり純資産額

332円89銭

１株当たり中間純利

益金額

19円55銭

１株当たり純資産額

342円05銭

１株当たり当期純利

益金額

25円71銭

 

　（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（千円） 127,248 116,600 173,887

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 6,500

 （うち利益処分による役員賞与金） 　　　　　（―） 　　　　　（―）       （6,500）

普通株式に係る中間（当期）純利益（千

円）
127,248 116,600 167,387

期中平均株式数（千株） 2,170 7,411 2,170
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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）

 平成18年３月17日開催の当社取締役会の決

議に基づき、次のように株式分割による新株

式を発行しております。

(1）平成18年４月25日をもって普通株式１株

を３株に分割しております。

①分割により増加する株式数

普通株式　4,340,000株

②分割方法

平成18年４月25日最終の株主名簿に記

載または記録された株主の所有株式数を、

１株につき３株の割合をもって分割して

おります。

(2）配当起算日

平成18年４月１日

当該株式分割が第59期の期首に行われ

たと仮定した場合の第59期中間会計期間

における１株当たり情報は、以下のとお

りとなります。

 

 

 該当事項はありません。  平成18年３月17日開催の当社取締役会の

決議に基づき、次のように株式分割による

新株式を発行しております。

(1）平成18年４月25日をもって普通株式１株

を３株に分割しております。

①分割により増加する株式数

普通株式　4,340,000株

②分割方法

平成18年４月25日最終の株主名簿に記

載または記録された株主の所有株式数を、

１株につき３株の割合をもって分割して

おります。

(2）配当起算日

平成18年４月１日

当該株式分割が前期首に行われたと仮

定した場合の前期における１株当たり情

報及び当期首に行われたと仮定した場合

の当期における１株当たり情報は、それ

ぞれ以下のとおりとなります。

 

第59期中間会計期間

１株当たり純資産 332円89銭

 １株当たり中間純資産  19円55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。

第58期 第59期

１株当たり純資産

312円02銭

 １株当たり当期純利

益金額

18円06銭
 

１株当たり純資産

342円05銭

 １株当たり当期純利

益金額

25円71銭 
 

 なお、潜在株式調整
後１株当たり当期純利
益額については、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株当たり当期純利
益額については、潜在
株式が存在しないため
記載しておりません。
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