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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 257 162.3 72 － △3 △97.3

17年９月中間期 98 － △42 － △118 －

18年３月期 696 394 313

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 △4 △93.5 △0 24

17年９月中間期 △76 － △5 37

18年３月期 561 36 88

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 20,354,773株 17年９月中間期 14,162,453株 18年３月期 15,218,303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 10,893 4,085 37.5 186 76

17年９月中間期 4,155 1,307 31.5 87 60

18年３月期 6,807 2,695 39.6 158 30

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 20,354,773株 17年９月中間期 14,930,096株 18年３月期 17,024,625株

②期末自己株式数 18年９月中間期 2,136株 17年９月中間期 961株 18年３月期 2,076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 940 400 390

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　19円16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 － 14.00 14.00

19年３月期（実績） － －

14.0019年３月期（予想） － 14.00

※　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６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）
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  536,818   107,580    57,473   

２．短期貸付金  1,050,000   4,170,030    2,893,500   

３. 営業外受取手
形

※２

※３
－   636,788    204,548   

４．その他  91,360   243,709    160,789   

　　貸倒引当金  △3,421   △10,100    △6,943   

流動資産合計   1,674,757 40.3  5,148,008 47.3 3,473,251  3,309,370 48.6

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産 ※１ 416   6,480    1,098   

２．無形固定資産  590   470    530   

３．投資その他の
資産

           

(1)関係会社株式 ※２ 1,342,555   2,793,908    1,990,019   

(2)長期貸付金  796,000   2,859,764    1,278,164   

(3)その他  344,227   101,882    235,460   

　　貸倒引当金  △2,838   △17,331    △6,759   

投資その他の
資産合計

 2,479,945   5,738,224    3,496,885   

固定資産合計   2,480,951 59.7  5,745,175 52.7 3,264,223  3,498,513 51.4

資産合計   4,155,708 100.0  10,893,184 100.0 6,737,475  6,807,883 100.0
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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．短期借入金 ※２ 550,000   4,903,336    2,305,000   

２．一年内返済予
定社債

 40,000   40,000    40,000   

３．その他 ※７ 80,719   63,826    504,653   

流動負債合計   670,719 16.1  5,007,162 46.0 4,336,443  2,849,653 41.9

Ⅱ　固定負債            

１．社債  60,000   20,000    40,000   

２．新株予約権付
社債

 610,000   －    －   

３．長期借入金  1,500,000   1,775,000    1,200,000   

４．その他  7,096   5,805    23,187   

固定負債合計   2,177,096 52.4  1,800,805 16.5 △376,291  1,263,187 18.5

負債合計   2,847,816 68.5  6,807,968 62.5 3,960,151  4,112,841 60.4
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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
（％）

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   577,750 13.9  －  △577,750  912,297 13.4

Ⅱ　資本剰余金            

１．資本準備金  802,140   －    1,217,931   

資本剰余金合計   802,140 19.3  －  △802,140  1,217,931 17.9

Ⅲ　利益剰余金            

１．中間（当期）
未処分利益又
は未処理損失
（△）

 △71,608   －    565,645   

利益剰余金合計   △71,608 △1.7  －  71,608  565,645 8.3

Ⅳ　自己株式   △389 △0.0  －  389  △830 △0.0

資本合計   1,307,892 31.5  －  △1,307,892  2,695,042 39.6

負債・資本合計   4,155,708 100.0  －  △4,155,708  6,807,883 100.0

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１．資本金   － －  1,729,675 15.9 1,729,675  －  

２．資本剰余金            

(1)資本準備金  －   2,035,308    －   

資本剰余金合計   － －  2,035,308 18.7 2,035,308  －  

３．利益剰余金            

(1)繰越利益剰
余金

 －   322,353    －   

利益剰余金合計   － －  322,353 3.0 322,353  －  

４．自己株式   － －  △852 △0.0 △852  －  

株主資本合計   － －  4,086,484 37.5 4,086,484  －  

Ⅱ　評価・換算差額
等

           

１．繰延ヘッジ損
益

  － －  △1,268 △0.0 △1,268  －  

評価換算差額等
合計

  － －  △1,268 △0.0 △1,268  －  

純資産合計   － －  4,085,215 37.5 4,085,215  －  

負債純資産合計   － －  10,893,184 100.0 10,893,184  －  
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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　営業収入   98,340 100.0  257,990 100.0 159,650  696,760 100.0

Ⅱ　営業費用            

販売費及び一
般管理費

 140,732 140,732 143.1 185,522 185,522 71.9 44,789 302,553 302,553 43.4

営業利益又は
営業損失(△)

  △42,392 △43.1  72,468 28.1 114,860  394,206 56.6

Ⅲ　営業外収益 ※１  14,221 14.4  43,308 16.8 29,086  46,875 6.7

Ⅳ　営業外費用 ※２  90,504 92.0  118,925 46.1 28,420  127,120 18.2

経常利益又は
経常損失(△)

  △118,675 △120.7  △3,148 △1.2 115,526  313,962 45.1

Ⅴ　特別利益 ※３  －   －  －  325,888 46.7

税引前中間
（当期）純利
益又は純損失
(△)

  △118,675 △120.7  △3,148 △1.2 115,526  639,850 91.8

法人税、住民
税及び事業税

 488   3,650    71,189   

法人税等調整
額

 △43,127 △42,638 △43.4 △1,851 1,798 0.7 40,840 7,444 78,634 11.3

中間（当期）
純利益又は純
損失(△)

  △76,036 △77.3  △4,946 △1.9 71,090  561,216 80.5

前期繰越利益   4,428   －  △4,428  4,428  

中間（当期）
未処分利益又
は未処理損失
(△)

  △71,608   －  71,608  565,645  
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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 利益剰余金合計繰越利益剰余金

平成18年３月31日　残高
（千円）

912,297 1,217,931 1,217,931 565,645 565,645 △830 2,695,042

中間会計期間中の変動額

新株の発行（千円） 817,377 817,377 817,377 － － － 1,634,755

剰余金の配当（千円）（注） － － － △238,344 △238,344 － △238,344

中間純損失（千円） － － － △4,946 △4,946 － △4,946

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

－ － － － － △21 △21

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

817,377 817,377 817,377 △243,291 △243,291 △21 1,391,441

平成18年９月30日　残高
（千円）

1,729,675 2,035,308 2,035,308 322,353 322,353 △852 4,086,484

新株予約権 純資産合計繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合
計

平成18年３月31日　残高
（千円）

－ － 20,855 2,715,897

中間会計期間中の変動額

新株の発行（千円） － － － 1,634,755

剰余金の配当（千円）（注） － － － △238,344

中間純損失（千円） － － － △4,946

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

△1,268 △1,268 △20,855 △22,145

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

△1,268 △1,268 △20,855 1,369,318

平成18年９月30日　残高
（千円）

△1,268 △1,268 － 4,085,215

（注）平成18年６月29日の定時株主総会における利益処分項目であります。
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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

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

移動平均法による原価法

(1)有価証券

子会社株式

同左 

(1)有価証券

子会社株式

同左

 その他有価証券

時価のないもの

移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のないもの

同左 

その他有価証券

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

２．固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産

定率法

　なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。

工具器具備品　　４年

(1)有形固定資産

定率法

ただし、建物（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、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　15～50年

工具器具備品　　　　４年

(1)有形固定資産

定率法

　なお、主な耐用年数は、以

下のとおりであります。

　工具器具備品　　４年

 (2)無形固定資産

定額法

　なお、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

いております。

(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 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

に債権の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。

貸倒引当金

同左　

貸倒引当金

同左

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．ヘッジ会計の方法 イ　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっており

ます。

イ　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっており

ます。ただし、金利スワップ取

引について、特例処理の要件を

満たす場合には特例処理を採用

しております。

イ　ヘッジ会計の方法

同左 

 ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ取

引

ヘッジ対象…借入金の金利

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左 

 

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左 

 

 ハ　ヘッジ方針

　財務上のリスク管理の一環と

して、借入金の金利変動リスク

を軽減する目的で行っておりま

す。

ハ　ヘッジ方針

同左

ハ　ヘッジ方針

同左 

 ニ　ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象のキャッシュ・フ

ロー変動の累計を比較し、その

変動額の比率によって有効性を

評価しております。

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

同左

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

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）

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

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）

　「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）を当中間会計期間から適用してお

ります。

 「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）を当事業年度から適用しておりま

す。

　これによる当中間会計期間の損益へ

の影響はありません。

 　これによる当事業年度の損益への影

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4,086,484千円であります。

 

 　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

52千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

507千円

※１．　　　―――――

 

※２．担保資産及び担保付債務

　関係会社株式95,000千円を株

式会社塩見の金融機関からの借

入(56,000千円)の担保として提

供しております。

※２．担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産ならび

に担保付債務は、次のとおりで

あります。

(1)担保資産

営業外受取手形 281,690千円

計 281,690千円

(2)担保付債務

短期借入金 600,000千円

計 600,000千円

(3)上記のほか、関係会社株式

95,000千円を第三者の債務の担

保として提供しております。

※２．　　　―――――

 

※３．　　 ──────

 

※３．営業外受取手形は、当社グルー

プの効率的な資金運用のために、

関係会社の受取手形を当社が買取

りしたものであります。

※３．　　　　同左

４．偶発債務

　下記の会社について、金融機

関からの借入れに対し債務保証

を行っております。

４．偶発債務

　下記の会社について、金融機

関からの借入等及びリース債務

に対し債務保証を行っておりま

す。

４．偶発債務

　下記の会社について、金融機

関からの借入れに対し債務保証

を行っております。

 保証先  金額(千円)  内容

㈱アペック 233,000 借入債務 

㈱寿 550,000 借入債務 

㈱塩見 480,000 借入債務 

㈱Ｋワークス 198,949 手形割引 

 保証先  金額(千円)  内容

㈱塩見 430,000 借入債務 

㈱アペック 268,600 借入債務 

㈱アペック 171,021 手形割引

㈱アペック 3,197 リース債務

㈱Ｋワークス 230,220 借入債務

㈱Ｋワークス 216,244 手形割引

㈱エネシステム 30,000 借入債務

㈱北陸建材社 60,016 借入債務

成幸工業㈱ 755,000 借入債務

成幸工業㈱ 683,660 リース債務

若松ガス化学

工業㈱
7,571 リース債務

㈱寿 883,784 借入債務

㈱寿 17,385 リース債務

㈱みらい 12,553 リース債務

成菱産業㈱ 190,921 リース債務

合計 4,390,174  

保証先 金額（千円） 内容

㈱アペック 227,000 借入債務 

㈱寿 900,000 借入債務 

㈱塩見 390,000 借入債務

㈱北陸建材社 120,014 借入債務

㈱Ｋワークス 141,500 借入債務

㈱Ｋワークス 96,571 手形割引

㈱エネシステム 10,000 借入債務
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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）

前事業年度末
（平成18年３月31日）

 下記の会社について、同社のリー

ス債務に対し債務保証を行ってお

ります。

 保証先 金額(千円)

㈱Ｋワークス 4,908

 

  下記の会社について、同社のリー

ス債務に対し債務保証を行ってお

ります。

 保証先 金額(千円)

㈱みらい 14,091

若松ガス化学

工業㈱
8,427

㈱寿 19,353

 

５．　　──────

 

５．受取手形割引高

営業外受取手形　　830,676千円

５．　　──────

 

　６．当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行７行とター

ムローン契約及び取引先銀行５行

とコミットメント・ライン契約を

締結しております。この契約に基

づく当中間会計期間末の借入未実

行残高は次のとおりであります。

　６．当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行７行とター

ムローン契約を締結しております。

この契約に基づく当中間会計期間

末の借入未実行残高は次のとおり

であります。

　６．　当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行７行と

タームローン契約及び取引先銀行

５行とコミットメント・ライン契

約を締結しております。この契約

に基づく当事業年度末の借入未実

行残高は次のとおりであります。

契約総額 2,900,000千円

借入実行残高 2,050,000千円

差引額 850,000千円

契約総額 1,800,000千円

借入実行残高 1,500,000千円

差引額 300,000千円

借入額総額 2,900,000千円

借入実行残高 2,900,000千円

差引額 －　千円

※７．消費税等の取扱い

　仮払消費税等と仮受消費税等は

相殺のうえ、流動資産の「その

他」に含めて表示しております。

※７．消費税等の取扱い

　仮払消費税等と仮受消費税等は

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。

※７．　　──────
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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．営業外収益のうち主要なものは

次のとおりであります。

※１．営業外収益のうち主要なものは

次のとおりであります。

※１．　　──────

受取利息 14,046千円 受取利息 43,198千円

※２．営業外費用のうち主要なものは

次のとおりであります。

※２．営業外費用のうち主要なものは

次のとおりであります。

※２．営業外費用のうち主要なものは

次のとおりであります。

支払利息 12,772千円

社債利息 205千円

支払手数料 77,150千円

支払利息 41,813千円

社債利息 150千円

支払手数料 45,287千円

新株発行費 13,748千円

創立費 千円

社債発行費 千円

※３．特別損益のうち主要なものは次

のとおりであります。

 ──────  ──────

固定資産売却益

（機械及び装置）

325,888千円   

４．減価償却実施額 ４．減価償却実施額 ４．　　　──────

有形固定資産 52千円

無形固定資産 10千円

有形固定資産 347千円

無形固定資産 60千円
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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 2 0 － 2

合計 2 0 － 2

（注）　普通株式の自己株式の株式数の増加0千株は、買取りによる増加であります。
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①　リース取引

　当中間会計期間末（平成18年９月30日現在）

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18年４月１日
至　平成18年３月31日）

　　重要性がないため記載を省略して

おります。

 

１．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

期末残高相当額

　重要性がないため記載を省略してお

ります。

 

取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額相
当額
(千円)

中間期末
残高相当
額
(千円)

有形固定資
産のその他

7,174 119 7,054

合計 7,174 119 7,054

 (2）未経過リース料中間期末残高相

当額

 

１年内 1,333千円

１年超 5,710千円

合計 7,043千円

 (3）支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

 

支払リース料 130千円

減価償却費相当額 119千円

支払利息相当額 4千円

 

 

(4）減価償却費相当額の算定方法

　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。

 

 

 

 

(5）利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取

得価額相当額との差額を利息相当

額とし、各期への配分方法につい

ては、利息法によっております。

 

 

②　有価証券

前中間会計期間末（平成17年９月30日現在）

　子会社株式で時価のあるものはありません。

当中間会計期間末（平成18年９月30日現在）

　子会社株式で時価のあるものはありません。

前事業年度末（平成18年３月31日現在）

子会社株式で時価のあるものはありません。
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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 87円60銭

１株当たり中間純損失 5円37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、１株あたり中間

純損失を計上しているため、記載してお

りません。

１株当たり純資産額 186円76銭

１株当たり中間純損失 △0円24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、１株当たり中

間純損失を計上しているため、記載して

おりません。

１株当たり純資産額 158円30銭

１株当たり当期純利益 36円88銭

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益

33円46銭

　当社は、平成17年１月20日付で株式

１株につき２株の株式分割を行ってお

ります。なお、当該株式分割が期首に

行われたと仮定した場合の前中間会計

期間における１株当たり情報について

は、当中間会計期間が中間財務諸表作

成初年度であるため、記載しておりま

せん。

　 ――――― 

 

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後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）純利益又は純損失(△)　

（千円）
△76,036 △4,946 561,216

普通株式に係る中間（当期）純利益又

は純損失(△)（千円）
△76,036 △4,946 561,216

期中平均株式数（千株） 14,162 20,354 15,218

    

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益金額
   

中間（当期）純利益調整額（千円） － － 1,119

　（うち社債利息（税額相当額控除

後））
－ － (395) 

　（うち社債保証料（税額相当額控除

後））
－ － (724) 

普通株式増加数（千株） － － 1,572

　（うち新株予約権付社債） － － (1,572) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益金額

の算定に含めなかった潜在株式の概要

新株予約権付社債（券面

総額610,000千円）並び

に新株予約権１種類（新

株予約権の数122個）。

―――――

 

第１回新株予約権（第三

者割当）

(1)新株予約権の数

　　　　　　　　970個

(2)新株予約権の目的と

なる株式の種類

　　　　　　普通株式

(3)新株予約権の目的と

なる株式の数

　　　　　　4,850千株
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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）

１．岩手ヒューム管工業株式会社の完全子会

社化

 ――――― １．成幸工業株式会社の株式取得（子会社化）

　１　中間連結財務諸表等　(1) 中間

連結財務諸表の（重要な後発事象）に

記載した内容と同一であります。

２． 新株予約権付社債の転換

　１　中間連結財務諸表等　(1) 中間

連結財務諸表の（重要な後発事象）に

記載した内容と同一であります。

　

 

 

　１　中間連結財務諸表等　(1)中間連

結財務諸表の（重要な後発事象）に記

載した内容と同一であります。

２．株式会社沖広産業の株式取得（子会社化）

　１　中間連結財務諸表等　(1)中間連

結財務諸表の（重要な後発事象）に記

載した内容と同一であります。
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