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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 （百万円未満切り捨て）

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 4,859 (   4.6) 276 (  11.2) 317  (　12.4)
17年9月中間期 4,645 (   7.1) 248 (   1.2) 282 (　 4.7)

18年3月期 9,776 818 897

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 187  (△36.8) 26 72
17年9月中間期 296 (  25.4) 42 21

18年3月期 1,034 147 15

（注）①期中平均株式数 18年9月中間期 7,024,349株 17年9月中間期 7,030,226株

18年3月期 7,028,138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   （百万円未満切り捨て）

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 7,443 5,410 72.7 770 42
17年9月中間期 6,396 4,580 71.6 651 75

18年3月期 7,216 5,338 74.0 759 96

（注）①期末発行済株式数 18年9月中間期 7,023,327株 17年9月中間期 7,028,155株
18年3月期 7,024,538株

②期末自己株式数 18年9月中間期 613,041株 17年9月中間期 608,213株
18年3月期 611,830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 10,400  955  540  

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　76円 89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 － 13.00 13.00

19年3月期（実績） － －  

19年3月期（予想） － 15.00 15.00

 

※　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7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

１．現金及び預金 1,496,966 1,894,152 1,883,188

２．受取手形 82,420 4,825 77,004

３．売掛金 1,582,943 1,808,540 1,918,555

４．たな卸資産 211,863 186,152 124,852

５．繰延税金資産 241,115 293,249 362,499

６．その他 490,944 328,908 365,386

    貸倒引当金 △1,000 △1,000 △1,000

流動資産合計 4,105,254 64.2 4,514,829 60.7 4,730,486 65.6

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１

(1）建物 525,295 521,683 519,550

(2）その他 205,816 228,250 225,889

有形固定資産合計 731,112 749,933 745,440

２．無形固定資産 67,539 86,391 90,583

３．投資その他の資産

(1) 投資有価証券 731,141 1,231,587 887,464

(2）繰延税金資産 233,831 250,117 227,099

(3）その他 529,954 611,464 536,296

　　貸倒引当金 △2,000 △1,000 △1,000

投資その他の資産
合計

1,492,927 2,092,169 1,649,860

固定資産合計 2,291,579 35.8 2,928,494 39.3 2,485,884 34.4

資産合計 6,396,833 100 7,443,324 100 7,216,370 100

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 231,835 211,858 242,126

２．短期借入金 120,000 80,000 80,000

３．未払法人税等 21,266 77,865 27,913

４．賞与引当金 522,000 610,000 529,000

５．その他 ※２ 400,856 492,759 458,588

流動負債合計 1,295,958 20.3 1,472,483 19.8 1,337,629 18.5

Ⅱ　固定負債

１．退職給付引当金 316,559 337,885 327,248

２．役員退職慰労
引当金

203,707 222,033 213,127

固定負債合計 520,267 8.1 559,918 7.5 540,375 7.5

負債合計 1,816,225 28.4 2,032,402 27.3 1,878,005 26.0
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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
（％）

（資本の部）

Ⅰ　資本金 1,448,468 22.6 － － 1,448,468 20.1

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 1,269,165 － 1,269,165

２．その他資本剰余金 273,937 － 273,937

資本剰余金合計 1,543,103 24.1 － － 1,543,103 21.4

Ⅲ　利益剰余金

１．任意積立金 459,797 － 459,797

２．中間（当期）未処分
利益

1,298,878 － 2,036,366

利益剰余金合計 1,758,675 27.5 － － 2,496,163 34.6

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

43,609 0.7 － － 68,147 0.9

Ⅴ　自己株式 △213,248 △3.3 － － △217,518 △3.0

資本合計 4,580,608 71.6 － － 5,338,365 74.0

負債及び資本合計 6,396,833 100 － － 7,216,370 100

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

１．資本金 － － 1,448,468 19.5 － －

２．資本剰余金

(1) 資本準備金 － 1,269,165 －

(2) その他資本剰余金 － 273,937 －

資本剰余金合計 － － 1,543,103 20.7 － －

３．利益剰余金

(1) その他利益剰余金

特別償却準備金 － 5,757 －

別途積立金 － 450,000 －

繰越利益剰余金 － 2,136,745 －

利益剰余金合計 － － 2,592,503 34.8 － －

４．自己株式 － － △218,729 △2.9 － －

株主資本合計 － － 5,365,345 72.1 － －

Ⅱ　評価・換算差額等

１．その他有価証券評　
　　　　価差額金

－ 45,576 －

評価・換算差額等
合計

－ － 45,576 0.6 － －

純資産合計 － － 5,410,921 72.7 － －

負債及び純資産合計 － － 7,443,324 100 － －
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(2）中間損益計算書

前中間会計期間
（平成17年４月１日から
平成17年９月30日まで）

当中間会計期間
（平成18年４月１日から
平成18年９月30日まで）

前事業年度の要約損益計算書
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

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 4,645,918 100 4,859,775 100 9,776,188 100

Ⅱ　売上原価 3,784,027 81.4 3,934,147 81.0 7,709,491 78.9

売上総利益 861,890 18.6 925,628 19.0 2,066,696 21.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費 612,921 13.2 648,758 13.3 1,247,847 12.7

営業利益 248,968 5.4 276,869 5.7 818,848 8.4

Ⅳ　営業外収益 ※１ 56,010 1.2 60,177 1.2 124,299 1.3

Ⅴ　営業外費用 ※２ 22,934 0.5 19,906 0.4 45,962 0.5

経常利益 282,044 6.1 317,140 6.5 897,186 9.2

Ⅵ　特別利益 2,997 0.0 － － 3,997 0.0

Ⅶ　特別損失 1,570 0.0 3,764 0.1 5,710 0.0

税引前中間(当期)
純利益

283,471 6.1 313,375 6.4 895,473 9.2

法人税、住民税及
び事業税

8,000 64,000 14,000

法人税等調整額 △21,263 △13,263 △0.3 61,717 125,717 2.5 △152,750 △138,750 △1.4

中間（当期）純利
益

296,734 6.4 187,658 3.9 1,034,223 10.6

前期繰越利益 1,002,143 － 1,002,143

中間(当期)未処分
利益

1,298,878 － 2,036,366
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(3) 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）

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

資本
剰余金
合計

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計

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）
1,448,468 1,269,165 273,937 1,543,103 9,797 450,000 2,036,366 2,496,163 △217,518 5,270,217

中間会計期間中の変動額

特別償却準備金の取崩し

（注）
    △4,039  4,039 －  －

剰余金の配当（注）       △91,318 △91,318  △91,318

中間純利益       187,658 187,658  187,658

自己株式の取得         △1,211 △1,211

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）
－ － － － △4,039 － 100,378 96,339 △1,211 95,127

平成18年９月30日 残高

（千円）
1,448,468 1,269,165 273,937 1,543,103 5,757 450,000 2,136,745 2,592,503 △218,729 5,365,345

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）
68,147 68,147 5,338,365

中間会計期間中の変動額

特別償却準備金の取崩し

（注）
  －

剰余金の配当（注）   △91,318

中間純利益   187,658

自己株式の取得   △1,211

株主資本以外の項目の

中間会計期間中の変動額

（純額）

△22,571 △22,571 △22,571

中間会計期間中の変動額

合計　   　　　 　（千円）
△22,571 △22,571 72,556

平成18年９月30日　残高

（千円）
45,576 45,576 5,410,921

 （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。
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

前中間会計期間
（平成17年4月１日から
平成17年9月30日まで）

当中間会計期間
（平成18年4月１日から
平成18年9月30日まで）

前事業年度
（平成17年4月１日から
平成18年3月31日まで）

１．資産の評価基準及び評価方法 １．資産の評価基準及び評価方法 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
　移動平均法による原価法

子会社株式
同左

子会社株式
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

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）

　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）

　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）

　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
　商品は先入先出法に基づく低
価法、材料は先入先出法に基づ
く原価法、仕掛品は個別法に基
づく原価法、貯蔵品は最終仕入
原価法に基づく原価法によって
おります。

(2）たな卸資産
同左

(2）たな卸資産
同左

２．固定資産の減価償却の方法 ２．固定資産の減価償却の方法 ２．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産
　建物（その付属設備は除
く。）は定額法、その他の有形
固定資産は定率法によっており
ます。
　なお、耐用年数及び残存価額
については、法人税法に規定す
る方法と同一の基準によってお
ります。
　ただし、その他の有形固定資
産の減価償却費は中間財務諸表
作成基準注解２により、年間償
却見積額を期間配分する方法に
よっております。

(1）有形固定資産
同左

(1）有形固定資産
　建物（その付属設備は除
く。）は定額法、その他は定率
法によっております。
　なお、耐用年数及び残存価額
については、法人税法に規定す
る方法と同一の基準によってお
ります。

(2）無形固定資産
　定額法によっております。
なお、耐用年数は法人税法に規
定する方法と同一の基準によっ
ております。
　ただし、自社利用のソフト
ウェアについては、社内におけ
る見込利用可能期間（５年）に
基づく定額法、市場販売目的の
ソフトウェアについては、見込
販売期間（３年以内）における
見込販売数量に基づく償却額と
販売可能な残存販売期間に基づ
く均等配分額を比較し、いずれ
か大きい額を計上する方法を採
用しております。

(2）無形固定資産
同左

(2）無形固定資産
同左
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前中間会計期間
（平成17年4月１日から
平成17年9月30日まで）

当中間会計期間
（平成18年4月１日から
平成18年9月30日まで）

前事業年度
（平成17年4月１日から
平成18年3月31日まで）

３．引当金の計上基準 ３．引当金の計上基準 ３．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金
　債権の貸倒による損失に備え
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
　従業員の賞与の支給に備える
ため、当中間会計期間に負担す
べき支給見込額を計上しており
ます。

(2）賞与引当金
同左

(2）賞与引当金
　従業員の賞与の支給に備える
ため、当期に負担すべき支給見
込額を計上しております。

(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。
　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（10年）による定額法によ
り按分した額をそれぞれの発生
の翌事業年度から費用処理する
方法によ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
年度の発生時における従業員の
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の発生
の翌期から費用処理する方法に
よ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出に備
えるため、役員退職慰労金規程
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出に備
えるため、役員退職慰労金規程
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。

４．リース取引の処理方法
同左

４．リース取引の処理方法
同左

５．その他中間財務諸表作成のための
基本となる重要な事項

５．その他中間財務諸表作成のための
基本となる重要な事項

５．その他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
　消費税及び地方消費税の会計処
理は、税抜方式によっておりま
す。
　なお、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。

○　消費税等の会計処理
同左

○　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、税抜方式によっております。

○　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。

○　法人税等の会計処理
同左

──────
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会計処理の変更

前中間会計期間
（平成17年4月１日から
平成17年9月30日まで）

当中間会計期間
（平成18年4月１日から
平成18年9月30日まで）

前事業年度
（平成17年4月１日から
平成18年3月31日まで）

 （固定資産の減損に係る会計基準）

　当中間会計期間から「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。

 ──────  （固定資産の減損に係る会計基準）

 当期から「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。

　これにより税引前当期純利益が

1,495千円減少しております。

 ──────  （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」

（企業会計基準委員会　平成17年12月

９日　企業会計基準第５号）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

準委員会　平成17年12月９日　企業会

計基準適用指針第８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。

　なお、従来の「資本の部」の合計に

相当する金額は5,410,921千円であり

ます。

　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財務諸表

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。 

 ──────

表示方法の変更

前中間会計期間
（平成17年4月１日から
平成17年9月30日まで）

当中間会計期間
（平成18年4月１日から
平成18年9月30日まで）

（中間貸借対照表）

１　前中間会計期間末まで投資その他の資産の「その

　他」に含めて表示しておりました「投資有価証券」

　（前中間会計期間末残高 161,070千円）は、当中間

　会計期間において資産総額の百分の五を超えたため

　区分掲記しております。

２　前中間会計期間末において区分掲記しておりまし

　た「関係会社株式」（当中間会計期間末残高127,833

　千円）は、当中間会計期間末において資産総額の百

　分の五以下となったため、投資その他の資産の「そ

　の他」に含めて表示しております。

 ──────
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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 ※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

824,221千円 841,660千円 851,968千円

※２ 消費税等の取扱いについて

　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。

※２　消費税等の取扱いについて

同左

※２　　　　 ─────

           ────── ○　中間会計期間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、当中間会計期間末日が金融

機関の休日であったため、次の中間

会計期間末日満期手形が、中間会計

期間末残高に含まれております。

           ──────

受取手形 1,627千円

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（平成17年4月１日から
平成17年9月30日まで）

当中間会計期間
（平成18年4月１日から
平成18年9月30日まで）

前事業年度
（平成17年4月１日から
平成18年3月31日まで）

※１　営業外収益のうち重要なもの ※１　営業外収益のうち重要なもの ※１　営業外収益のうち重要なもの

受取利息 856千円

業務受託料収入 29,307千円

経営指導料収入 13,200千円

受取利息 746千円

業務受託料収入 32,034千円

経営指導料収入 14,362千円

受取利息 1,755千円

業務受託料収入 61,587千円

経営指導料収入 28,000千円

※２　営業外費用のうち重要なもの ※２　営業外費用のうち重要なもの ※２　営業外費用のうち重要なもの

支払利息 953千円

業務受託料費用 21,971千円

支払利息 649千円

業務受託料費用 18,776千円

支払利息 1,691千円

業務受託料費用 44,246千円

○　　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 31,355千円

無形固定資産 7,305千円

有形固定資産 35,666千円

無形固定資産 15,542千円

有形固定資産 66,546千円

無形固定資産 20,086千円

（中間株主資本等変動計算書関係）

 当中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）

 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） 611,830 1,211 － 613,041

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加1,211株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（平成17年4月１日から
平成17年9月30日まで）

当中間会計期間
（平成18年4月１日から
平成18年9月30日まで）

前事業年度
（平成17年4月１日から
平成18年3月31日まで）

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

（借主側） （借主側） （借主側）

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．       ────── 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）

工具器具備
品(有形固定
資産「その
他」に含
む。)

19,980 19,360 619

合計 19,980 19,360 619

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）

工具器具備
品(有形固定
資産「その
他」に含
む。)

19,980 19,899 80

合計 19,980 19,899 80

２．未経過リース料中間会計期間末残

高相当額

２．       ────── ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 2,551千円

１年超 －千円

合計 2,551千円

１年内 374千円

１年超 －千円

合計 374千円

３．支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額

３．支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額

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 2,242千円

減価償却費相当額 611千円

支払利息相当額 203千円

支払リース料 374千円

減価償却費相当額 80千円

支払利息相当額 3千円

支払リース料 4,419千円

減価償却費相当額 1,150千円

支払利息相当額 291千円

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10％と仮定し、定率法で計

算した額に10／９を乗ずる方法に

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

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。

５．利息相当額の算定方法

同左

５．利息相当額の算定方法

同左

（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
（平成17年4月１日から
平成17年9月30日まで）

当中間会計期間
（平成18年4月１日から
平成18年9月30日まで）

前事業年度
（平成17年4月１日から
平成18年3月31日まで）

１株当たり純資産額  651円75銭

１株当たり中間純利益   42円21銭

１株当たり純資産額  770円42銭

１株当たり中間純利益   26円72銭

１株当たり純資産額 759円96銭

１株当たり当期純利益  147円15銭

　（注）１．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前中間会計期間
(平成17年４月１日から
平成17年９月30日まで)

当中間会計期間
(平成18年４月１日から
平成18年９月30日まで)

前事業年度
(平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで)

中間（当期）純利益 296,734千円 187,658千円 1,034,223千円

普通株主に帰属しない金額 －千円 －千円 －千円

普通株式に係る中間（当期）純利益 296,734千円 187,658千円 1,034,223千円

期中平均株式数 7,030千株 7,024千株 7,028千株

（重要な後発事象）

 　　 該当事項はありません。
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