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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 （注）記載金額は百万円未満は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 7,211   ( 6.5) 523 (  31.6) 585 (　22.1)

17年9月中間期 6,770   ( 4.9) 397 (  36.4) 479 (　37.2)

18年3月期 13,894  913  1,017  

 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 343 (　17.8) 59 48

17年9月中間期 291 (　22.4) 50 73

18年3月期 617  103 87

（注）①期中平均株式数 18年9月中間期
5,782,293
株

17年9月中間期
5,755,349
株

18年3月期
5,759,703
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

(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 14,661 9,978 68.1 1,724 57

17年9月中間期 13,749 9,438 68.6 1,638 60

18年3月期 14,220 9,802 68.9 1,692 85

（注）①期末発行済株式数 18年9月中間期
5,786,330
株

17年9月中間期
5,760,130
株

18年3月期
5,779,130
株

 ②期末自己株式数 18年9月中間期 31,270株 17年9月中間期 57,470株 18年3月期 38,470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 14,600  1,040  580  

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 100円31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  － 25.00 25.00

19年３月期（実績） 　－   －
22.50

19年３月期（予想） － 22.50

※　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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につきましては、中間決算

短信（連結）添付資料の５ページを参照して下さい。

- 30 -



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

１　現金及び預金 2,934,578 4,096,274 3,800,536

２　受取手形 ※３ 2,559,761 2,634,800 2,490,479

３　売掛金 1,779,412 1,925,817 1,875,878

４　たな卸資産 2,404,235 2,332,964 2,361,970

５　繰延税金資産 122,879 132,844 153,061

６　その他 549,304 216,051 102,548

  　貸倒引当金 △18,405 △7,420 △7,097

流動資産合計 10,331,766 75.1 11,331,331 77.3 10,777,377 75.8

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産 ※１

(1) 建物 1,037,853 994,218 1,010,294

(2) 機械装置 704,522 612,442 663,550

(3) その他 364,470 380,832 358,685

有形固定資産合計 2,106,845 15.3 1,987,493 13.5 2,032,530 14.3

２　無形固定資産 107,881 0.8 116,202 0.8 106,350 0.7

３　投資その他の資産

(1) 繰延税金資産 179,422 136,164 154,091

(2) その他 1,051,553 1,100,077 1,163,592

　貸倒引当金 △28,349 △10,045 △13,412

投資その他の資産
合計

1,202,626 8.8 1,226,196 8.4 1,304,271 9.2

固定資産合計 3,417,354 24.9 3,329,893 22.7 3,443,153 24.2

資産合計 13,749,120 100.0 14,661,225 100.0 14,220,530 100.0
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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

１　支払手形 ※３ 2,000,312 2,498,325 2,147,780

２　買掛金 645,270 732,675 743,353

３　短期借入金 120,000 120,000 120,000

４　未払法人税等 220,000 186,341 280,671

５　賞与引当金 221,000 226,000 240,000

６　その他 ※３ 669,926 570,909 470,785

流動負債合計 3,876,509 28.2 4,334,252 29.5 4,002,591 28.1

Ⅱ　固定負債

１　退職給付引当金 259,241 192,309 234,670

２　役員退職慰労引当
金

174,823 155,711 180,823

固定負債合計 434,065 3.2 348,021 2.4 415,493 3.0

負債合計 4,310,574 31.4 4,682,273 31.9 4,418,085 31.1

（資本の部）

Ⅰ　資本金 573,280 4.2 － － 573,280 4.0

Ⅱ　資本剰余金

１　資本準備金 550,972 － 550,972

２　その他資本剰余金 6,743 － 7,908

資本剰余金合計 557,716 4.0 － － 558,880 4.0

Ⅲ　利益剰余金

１　利益準備金 143,320 － 143,320

２　任意積立金    

　(1) 特別償却準備金 44,571 － 44,571

　(2) 別途積立金 7,650,000 － 7,650,000

３　中間（当期）未処
分利益

439,442 － 764,974

利益剰余金合計 8,277,333 60.2 － － 8,602,865 60.5

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

 63,531 0.5 － － 89,719 0.6

Ⅴ　自己株式 △33,315 △0.3 － － △22,300 △0.2

資本合計 9,438,546 68.6 － － 9,802,445 68.9

負債・資本合計 13,749,120 100.0 － － 14,220,530 100.0
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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  － － 573,280 3.9 － －

２　資本剰余金  

 (1) 資本準備金  － 550,972 －

 (2) その他資本　　
　　 剰余金

 － 8,398 －

 　資本剰余金合計  － － 559,371 3.8 － －

３　利益剰余金  

  (1) 利益準備金  － 143,320 －

  (2) その他利益剰
　余金

    

特別償却準備金  － 37,142 －

別途積立金  － 8,100,000 －

繰越利益剰余金  － 502,584 －

利益剰余金合計  － － 8,783,047 59.9 － －

４　自己株式  － － △18,727 △0.1 － －

  　株主資本合計  － － 9,896,970 67.5 － －

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券評
　　価差額金

 － － 81,980 0.6 － －

評価・換算差額等合
計

 － － 81,980 0.6 － －

純資産合計  － － 9,978,951 68.1 － －

負債純資産合計 － － 14,661,225 100.0 － －
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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 6,770,183 100.0 7,211,684 100.0 13,894,157 100.0

Ⅱ　売上原価 4,982,673 73.6 5,329,601 73.9 10,206,961 73.5

売上総利益 1,787,510 26.4 1,882,082 26.1 3,687,196 26.5

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

1,389,580 20.5 1,358,595 18.8 2,773,672 20.0

営業利益 397,930 5.9 523,486 7.3 913,523 6.5

Ⅳ　営業外収益 ※１ 105,280 1.6 91,112 1.2 191,952 1.4

Ⅴ　営業外費用 ※２ 23,881 0.4 29,491 0.4 87,703 0.6

経常利益 479,329 7.1 585,107 8.1 1,017,772 7.3

Ⅵ　特別利益 ※３ 27,734 0.4 3,545 0.1 37,121 0.3

Ⅶ　特別損失 ※４ 11,191 0.2 14,707 0.2 15,410 0.1

税引前中間（当
期）純利益

495,872 7.3 573,945 8.0 1,039,483 7.5

法人税、住民税及
び事業税

214,877 186,636 455,589

法人税等調整額 △10,988 203,889 3.0 43,399 230,036 3.2 △33,620 421,968 3.0

中間（当期）純利
益

291,983 4.3 343,909 4.8 617,515 4.5

前期繰越利益 147,459 － 147,459

中間（当期）未処
分利益

439,442 － 764,974
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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
その他資
本剰余金

利益準備
金

その他利益剰余金
 

特別償却
準備金

別途積立
金

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高

（千円）
573,280 550,972 7,908 143,320 44,571 7,650,000 764,974 △22,300 9,712,725

中間会計期間中の変動額

特別償却準備金の取崩(注）     △7,428  7,428  －

別途積立金の積立（注）      450,000 △450,000  －

剰余金の配当（注）       △144,478  △144,478

役員賞与（注）       △19,250  △19,250

中間純利益       343,909  343,909

自己株式の取得        △1,064 △1,064

自己株式の処分   490     4,637 5,128

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）
－ － 490 － △7,428 450,000 △262,390 3,573 184,245

平成18年９月30日　残高

（千円）
573,280 550,972 8,398 143,320 37,142 8,100,000 502,584 △18,727 9,896,970

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）
89,719 9,802,445

中間会計期間中の変動額

特別償却準備金の取崩(注）  －

別途積立金の積立(注）  －

剰余金の配当(注）  △144,478

役員賞与(注）  △19,250

中間純利益  343,909

自己株式の取得  △1,064

自己株式の処分  5,128

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
△7,739 △7,739

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△7,739 176,506

平成18年９月30日　残高

（千円）
81,980 9,978,951

 （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。

- 35 -



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

　     償却原価法（定額法）

子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法による原価法

(1）有価証券

　満期保有目的の債券

─────

子会社株式及び関連会社株式

同左

(1）有価証券

　満期保有目的の債券

─────

子会社株式及び関連会社株式

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（評価差額は部

分資本直入法により処理し、

売却原価は移動平均法による

算定）

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（評価差額は部

分純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法による

算定）

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（評価差額は部分資

本直入法により処理し、売却

原価は移動平均法による算

定）

時価のないもの

　移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(2）たな卸資産

商品・製品・原材料・仕掛品

　総平均法による低価法

貯蔵品

　最終仕入原価法

(2）たな卸資産

商品・製品・原材料・仕掛品

同左

貯蔵品

同左

(2）たな卸資産

商品・製品・原材料・仕掛品

同左

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

　建物（建物附属設備を除く。）

は定額法、建物以外については定

率法によっております。

　なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

同左

建物 ７年～38年

構築物 ７年～35年

機械装置 ８年～10年

車両運搬具 ４年～６年

工具・器具・備品５年～15年

(2）無形固定資産

　定額法

　ただしソフトウェア（自社利

用）については、社内における見

込利用可能期間（５年）に基づく

定額法によっております。

(2）無形固定資産

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

　売上債権、貸付金等の貸倒損失

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給に備

えるため、賞与支給見込額のうち

当中間会計期間に負担すべき額を

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給に備

えるため、翌期支給見込額のうち

当期に負担すべき額を計上してお

ります。

(3）　　　　　－

　

(3）役員賞与引当金

　役員賞与の支出に備えて、当事

業年度における支給見込額の当中

間会計期間負担額を計上しており

ます。

（会計方針の変更）

　当中間会計期間より、「役員賞

与に関する会計基準」（企業会計

基準第４号　平成17年11月29日）

を適用しております。

　これにより営業利益、経常利益

及び税引前中間純利益は、それぞ

れ5,950千円減少しております。

(3）　　　　　－

　

(4）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。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年

数（10年）による定額法により按

分した額をそれぞれ発生した事業

年度から費用処理することとして

おります。

(4）退職給付引当金

同左

(4）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。数理計算上の

差異は、各事業年度の発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（10年）による定額法に

より按分した額をそれぞれ発生し

た事業年度から費用処理すること

としております。

(5）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支払いに備

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。

(5）役員退職慰労引当金

同左

(5）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支払いに備

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．外貨建の資産及び負債の本

邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、中間決算

日の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理して

おります。

同左 　外貨建金銭債権債務は、決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理しており

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）

５．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

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

 (1) 法人税等の会計処理

　 中間会計期間に係る納付税額及

 び法人税等調整額は、当期におい

 て予定している利益処分による特

 別償却準備金の積立て及び取崩し

 を前提として、当中間会計期間に

 係る金額を計算しております。

 (1) 法人税等の会計処理

 　  中間会計期間に係る納付税額

 　及び法人税等調整額は、当事業

　 年度において予定している特別

   償却準備金の取り崩しを前提と

   して、当中間会計期間に係る金

   額を計算しております。

 　　　　　─────

  (2）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。

 (2）消費税等の会計処理

同左

 (2）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）

　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。

  これにより税引前中間純利益は1,382千円減

少しております。

─────

 

(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。

  これにより税引前当期純利益は 1,382千円減

少しております。

　なお、減損損失累計額については、改正後の

財務諸表規則に基づき当該資産の金額から直接

控除しております。

───── (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

9,978,951千円であります。

　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）

項目
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　有形固定資産減価償却累

計額

4,065,026千円 4,316,493千円 4,218,903千円

　２　偶発債務 　平成17年５月25日付で、当社桶川工

場の乾燥炉設備新設工事の発注先であ

りました株式会社トークの破産管財人

より工事請負代金の支払を求める訴訟

の提起を受けました。

同左

　

同左

　

  請求金額は43,617千円及び平成16年

５月１日からの年６分の遅延損害金で

あります。

　当社は、この請求に関して購入契約

した設備が契約通り導入されなかった

ことによる瑕疵修補に係る損害賠償請

求権等により相殺済みである旨主張し、

係争中であります。なお本訴訟の結果

を現時点で判断することは困難であり

ます。

  

※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、手形交換日をもって決済処理

しております。なお、当中間会計期間

の末日は金融機関の休日であったため、

次の中間期末日満期手形が中間期末残

高に含まれております。

受取手形　 237,285千円

支払手形 323,337 

流動負債「その他」 33,501 

─────
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（中間損益計算書関係）

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　営業外収益の主要項目 受取利息 7,170千円

受取配当金 6,477 

為替差益 63,229 

経営指導料 20,723 

受取利息 10,534千円

受取配当金 36,694 

為替差益 20,036 

経営指導料 20,690 

受取利息 22,161千円

受取配当金 7,951 

為替差益 111,469 

経営指導料 41,330 

※２　営業外費用の主要項目 支払利息 935千円

たな卸資産処分損 14,874 

たな卸資産評価損 6,723 

   

支払利息 1,184千円

たな卸資産処分損 3,921 

たな卸資産評価損 15,224 

投資有価証券評価損 6,700 

支払利息 2,108千円

たな卸資産処分損 34,752 

たな卸資産評価損 47,914 

※３　特別利益の主要項目 投資有価証券売却益 27,734千円 貸倒引当金戻入益 2,683千円 投資有価証券売却益 27,734千円

貸倒引当金戻入益 9,386 

※４　特別損失の主要項目 前期損益修正損 5,687千円

固定資産除却損 2,154 

固定資産除却損 13,745千円 前期損益修正損 7,294千円

固定資産除却損 6,722 

　５　減価償却実施額 有形固定資産 153,863千円

無形固定資産 12,390 

有形固定資産 139,959千円

無形固定資産 12,637 

有形固定資産 323,275千円

無形固定資産 24,744 

（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） 38,470 800 8,000 31,270

合計 38,470 800 8,000 31,270

 (注）普通株式の自己株式数の増加800株は、単元未満株式の買取による増加であります。また自己株式数の減少

　　　8,000株は、新株予約権の権利行使によるものであります。

（リース取引関係）

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）

　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

　重要な所有権移転外ファイナン

ス・リース取引はありません。

同左 同左

（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。
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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 1,638.60円

１株当たり中間純利益

金額
50.73円

潜在株式調整後１株当た

り中間純利益金額
50.62円

１株当たり純資産額 1,724.57円

１株当たり中間純利益

金額
59.48円

潜在株式調整後１株当た

り中間純利益金額
59.46円

１株当たり純資産額 1,692.85円

１株当たり当期純利益

金額
103.87円

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額
103.77円

　（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（千円） 291,983 343,909 617,515

　普通株主に帰属しない金額（千円） － － 19,250

（うち利益処分による役員賞与金）（千

円）
－ －             （19,250）

　普通株式に係る中間（当期）純利益　

（千円）
291,983 343,909 598,265

　期中平均株式数（株） 5,755,349 5,782,293 5,759,703

    

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） － － －

　普通株式増加数(株） 13,114 1,657 5,775

（うち新株予約権） 　　　　　　（13,114）            　（1,657）            　（5,775）

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）純利益の算

定に含めなかった潜在株式の概要

───── ───── ─────

（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）

記載事項はありません。 同左 同左
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