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単元株制度採用の有無 有（１単元　100株）   

１．平成18年11月中間期の業績（平成18年５月21日～平成18年11月20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11月中間期 11,506 17.6 3,311 23.4 3,593 21.7

17年11月中間期 9,780 2.7 2,682 5.9 2,953 12.3

18年５月期 20,613 5,917 6,223

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11月中間期 2,129 22.7 52 39

17年11月中間期 1,735 11.7 85 38

18年５月期 3,665 180 34

（注）①期中平均株式数 18年11月中間期40,646,623株 17年11月中間期20,323,647株 18年５月期 20,323,534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11月中間期 31,565 27,448 87.0 675 30

17年11月中間期 28,311 24,606 86.9 1,210 74

18年５月期 30,154 26,050 86.4 1,281 82

（注）①期末発行済株式数 18年11月中間期40,646,686株 17年11月中間期20,323,589株 18年５月期 20,323,294株

②期末自己株式数 18年11月中間期   537,314株 17年11月中間期 268,411株 18年５月期    268,706株

２．平成19年５月期の業績予想（平成18年５月21日～平成19年５月20日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通　期 22,300 6,680 3,940

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　 96円93銭

３．配当状況

・現金配当  １株当たりの配当金（円）

中間期末 期末 年間

18年５月期 23.00 32.00 55.00

19年５月期（実績） 14.00 －
29.00

19年５月期（予想） － 15.00

 
※１. 平成18年３月31日開催の取締役会決議により、平成18年５月20日現在の株主に対し平成18年５月21日付をもって、

普通株式１株につき２株の割合で株式を分割しております。そのため前事業年度に係る１株当たり中間（当期）純
利益及び１株当たり純資産は、当該株式分割が行われる前の数値で表示しております。

※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。
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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11月20日)

当中間会計期間末
(平成18年11月20日)

対前中間期
比

前事業年度の要約貸借対照表
(平成18年５月20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  1,539,294   981,647   △557,646 648,721   

２．受取手形 ※４ 3,288,981   3,844,442   555,460 3,619,486   

３．売掛金  4,457,664   4,837,694   380,030 4,943,497   

４．有価証券  6,325,074   4,448,873   △1,876,200 5,695,785   

５．たな卸資産  1,079,442   1,091,362   11,920 1,177,573   

６．繰延税金資産  248,409   268,244   19,835 265,287   

７．その他  64,042   89,794   25,752 104,105   

貸倒引当金  △3,000   △5,000   △2,000 △5,000   

流動資産合計   16,999,909 60.0  15,557,060 49.3 △1,442,848  16,449,458 54.6

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産 ※1,2           

(1）建物  1,109,493   1,035,892   △73,601 1,066,015   

(2）機械及び装
置

 1,272,317   1,499,937   227,620 1,306,623   

(3）工具器具及
び備品

 554,555   601,041   46,485 566,512   

(4）土地  964,872   964,872   － 964,872   

(5）建設仮勘定  －   130,000   130,000 －   

(6）その他  51,775   49,121   △2,653 46,707   

有形固定資産
合計

  3,953,013 14.0  4,280,865 13.6 327,851  3,950,731 13.1

２．無形固定資産   5,560 0.0  5,503 0.0 △57  5,532 0.0

３．投資その他の
資産

           

(1）投資有価証
券

 6,854,402   11,154,140   4,299,737 9,215,208   

(2）繰延税金資
産

 201,123   243,175   42,051 200,809   

(3）その他  297,505   324,854   27,348 332,611   

投資その他の
資産合計

  7,353,032 26.0  11,722,170 37.1 4,369,137  9,748,629 32.3

固定資産合計   11,311,607 40.0  16,008,538 50.7 4,696,931  13,704,893 45.4

資産合計   28,311,516 100.0  31,565,599 100.0 3,254,082  30,154,351 100.0
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前中間会計期間末
(平成17年11月20日)

当中間会計期間末
(平成18年11月20日)

対前中間期
比

前事業年度の要約貸借対照表
(平成18年５月20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．買掛金  924,045   982,942   58,897 906,019   

２．未払法人税等  1,245,141   1,507,703   262,562 1,600,348   

３．賞与引当金  252,490   260,319   7,829 266,432   

４．役員賞与引当
金 

 －   10,000   10,000 19,660   

５．その他 ※３ 393,093   518,780   125,686 419,121   

流動負債合計   2,814,770 9.9  3,279,745 10.4 464,975  3,211,582 10.6

Ⅱ　固定負債            

１．退職給付引当
金

 488,097   415,548   △72,548 482,631   

２．役員退職給与
引当金

 402,000   421,500   19,500 409,400   

固定負債合計   890,097 3.2  837,048 2.6 △53,048  892,031 3.0

負債合計   3,704,867 13.1  4,116,794 13.0 411,926  4,103,613 13.6

            

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   2,055,000 7.3  －  △2,055,000  －  

Ⅱ　資本剰余金            

１．資本準備金  2,288,350   －   △2,288,350 －   

資本剰余金合計   2,288,350 8.1  －  △2,288,350  －  

Ⅲ　利益剰余金            

１．利益準備金  334,738   －   △334,738 －   

２．任意積立金  17,410,000   －   △17,410,000 －   

３．中間（当期）
未処分利益

 3,059,351   －   △3,059,351 －   

利益剰余金合計   20,804,090 73.5  － － △20,804,090  － －

Ⅳ　その他有価証券
評価差額金

  354,393 1.2  － － △354,393  － －

Ⅴ　自己株式   △895,184 △3.2  － － 895,184  － －

資本合計   24,606,648 86.9  －  △24,606,648  － －

負債資本合計   28,311,516 100.0  －  △28,311,516  － －
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前中間会計期間末
(平成17年11月20日)

当中間会計期間末
(平成18年11月20日)

対前中間期
比

前事業年度の要約貸借対照表
(平成18年５月20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   － －  2,055,000 6.5 2,055,000  2,055,000 6.8

２．資本剰余金            

(1）資本準備金  －   2,288,350   2,288,350 2,288,350   

(2）その他資本
剰余金

 －   172   172 128   

資本剰余金合
計

  － －  2,288,522 7.3 2,288,522  2,288,478 7.6

３．利益剰余金            

(1）利益準備金  －   334,738   334,738 334,738   

(2）その他利益
剰余金

           

別途積立金  －   19,710,000   19,710,000 17,410,000   

繰越利益剰
余金

 －   3,700,820   3,700,820 4,521,761   

利益剰余金合
計

  － －  23,745,559 75.2 23,745,599  22,266,500 73.9

４．自己株式   － －  △896,520 △2.8 △896,520  △896,683 △3.0

株主資本合計   － －  27,192,562 86.2 27,192,562  25,713,295 85.3

Ⅱ　評価・換算差額
等

           

１．その他有価証
券評価差額金

  － －  256,242  256,242  337,441  

評価・換算差額
等合計

  － －  256,242 0.8 256,242  337,441 1.1

純資産合計   － －  27,448,804 87.0 27,448,804  26,050,737 86.4

負債純資産合計   － －  31,565,599 100.0 31,565,599  30,154,351 100.0
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成17年５月21日
至　平成17年11月20日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月21日
至　平成18年11月20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５月21日
至　平成18年５月20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   9,780,730 100.0  11,506,723 100.0 1,725,993  20,613,851 100.0

Ⅱ　売上原価   6,114,528 62.5  7,013,226 60.9 898,698  12,724,026 61.7

売上総利益   3,666,202 37.5  4,493,497 39.1 827,295  7,889,824 38.3

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  983,353 10.1  1,182,214 10.3 198,861  1,972,627 9.6

営業利益   2,682,848 27.4  3,311,283 28.8 628,434  5,917,197 28.7

Ⅳ　営業外収益 ※１  270,439 2.8  282,023 2.4 11,584  307,377 1.5

Ⅴ　営業外費用   － －  － － －  867 0.0

経常利益   2,953,287 30.2  3,593,307 31.2 640,019  6,223,708 30.2

Ⅵ　特別利益 ※２  35,730 0.4  41,061 0.4 5,331  58,225 0.3

Ⅶ　特別損失 ※３  47,239 0.5  5,246 0.1 △41,993  95,374 0.5

税引前中間(当
期)純利益

  2,941,778 30.1  3,629,122 31.5 687,343  6,186,559 30.0

法人税、住民
税及び事業税

 1,230,000   1,490,000    2,550,000   

法人税等調整
額

 △23,524 1,206,475 12.4 9,717 1,499,717 13.0 293,242 △28,597 2,521,402 12.2

中間（当期）
純利益

  1,735,303 17.7  2,129,404 18.5 394,100  3,665,156 17.8

前期繰越利益   1,324,047   －  △1,324,047  －  

中間(当期)未
処分利益

  3,059,351   －  △3,059,351  －  
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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５月21日　至　平成18年11月20日）

株主資本
評価・換
算差額等

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合　　計

その他有
価証券評
価差額金

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

別途積立金
繰越利益
剰余金

平成18年５月20日残高
（千円）

2,055,000 2,288,350 128 334,738 17,410,000 4,521,761 △896,683 25,713,295 337,441

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立て     2,300,000 △2,300,000  －  

剰余金の配当      △650,345  △650,345  

中間純利益      2,129,404  2,129,404  

自己株式の処分   43    163 207  

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

        △81,199

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

－ － 43 － 2,300,000 △820,941 163 1,479,266 △81,199

平成18年11月20日残高
（千円）

2,055,000 2,288,350 172 334,738 19,710,000 3,700,820 △896,520 27,192,562 256,242

前事業年度（自　平成17年５月21日　至　平成18年５月20日）

株主資本
評価・換
算差額等

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合　　計

その他有
価証券評
価差額金

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

別途積立金
繰越利益
剰余金

平成17年５月20日残高
（千円）

2,055,000 2,288,350 － 334,738 15,360,000 3,818,625 △894,788 22,961,925 163,144

事業年度中の変動額

別途積立金の積立て     2,050,000 △2,050,000  －  

剰余金の配当      △894,240  △894,240  

利益処分による役員賞与      △17,780  △17,780  

当期純利益      3,665,156  3,665,156  

自己株式の取得       △2,108 △2,108  

自己株式の処分   128    213 342  

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

        174,297

事業年度中の変動額合計
（千円）

－ － 128 － 2,050,000 703,136 △1,895 2,751,370 174,297

平成18年５月20日残高
（千円）

2,055,000 2,288,350 128 334,738 17,410,000 4,521,761 △896,683 25,713,295 337,441
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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５月21日
至　平成17年11月20日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月21日
至　平成18年11月20日）

前事業年度
（自　平成17年５月21日
至　平成18年５月20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）

(1）有価証券

満期保有目的の債券

同左

(1）有価証券

満期保有目的の債券

同左

 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

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）

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）

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

製品、原材料、仕掛品

…移動平均法による原価法

(2）たな卸資産

製品、原材料、仕掛品

同左

(2）たな卸資産

製品、原材料、仕掛品

同左

 貯蔵品

…最終仕入法による原価法

貯蔵品

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

①　平成10年４月１日以降取得の

建物（建物附属設備を除

く。）

…定額法

(1) 有形固定資産

①　同左

(1) 有形固定資産

①　同左

 ②　その他の有形固定資産

…定率法

　なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。

②　同左

　

 

②　同左

　

 

 建物　　　　　３～50年

機械及び装置　６～17年

 

 

 

 

 (2) 無形固定資産

…定額法

(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 (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

回収可能性を検討し、回収不能見

込額を計上しております。

(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

能性を検討し、回収不能見込額を

計上しております。

(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

回収可能性を検討し、回収不能見

込額を計上しております。

 (2）賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、支給見込額に

基づき計上しております。

(2) 賞与引当金

同左

(2) 賞与引当金

同左

 (3）　　　　―――――　　　　　

　　

 

(3）役員賞与引当金

　役員に対して支給する賞与に充

てるため、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。

(3）役員賞与引当金

　役員に対して支給する賞与の支

出に充てるため、支給見込額に基

づき計上しております。

－ 35 －



項目
前中間会計期間

（自　平成17年５月21日
至　平成17年11月20日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月21日
至　平成18年11月20日）

前事業年度
（自　平成17年５月21日
至　平成18年５月20日）

 (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、翌事業年

度に費用処理することとしており

ます。

(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、翌事業年

度に費用処理することとしており

ます。

　過去勤務債務は、発生年度に費

用処理することにしております。

(追加情報）

 当社は、確定拠出年金法の施行

に伴い、平成18年８月に退職一時

金制度の一部について確定拠出年

金制度へ移行し、「退職給付制度

間の移行等に関する会計処理」

（企業会計基準適用指針第１号）

を適用しております。

　本移行に伴う影響額は、特別利

益として41,018千円計上されてお

ります。

(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、翌事業年

度に費用処理することとしており

ます。

 (5）役員退職給与引当金

　役員に支給する退職金の支払い

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）役員退職給与引当金

同左

(5) 役員退職給与引当金

　役員に支給する退職金の支払い

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。

５．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

　消費税等の会計処理は税抜方式

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 

前中間会計期間
（自　平成17年５月21日
至　平成17年11月20日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月21日
至　平成18年11月20日）

前事業年度
（自　平成17年５月21日
至　平成18年５月20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。これによる損益に与える影

響はありません。

────── ──────  （役員賞与に関する会計基準）

  　役員賞与は、従来、株主総会の利益処分案

決議により未処分利益の減少として会計処理

しておりましたが、当事業年度より「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、発生した期

間の費用として処理することとしておりま

す。

　この結果、従来の方法と比較して、営業利

益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞ

れ19,660千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）

  　当事業年度より貸借対照表の表示について

「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

示に関する企業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。従来の基準に基づ

いた資本の部の合計に相当する金額は

26,050,737千円であります。

　なお、財務諸表等規則の改正により、当事

業年度における貸借対照表の純資産の部につ

いては、改正後の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11月20日）
当中間会計期間末

（平成18年11月20日）
前事業年度末

（平成18年５月20日）

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 有形固定資産の減価償却累計額 有形固定資産の減価償却累計額

          7,162,848千円                   7,559,108千円                   7,293,812千円

※２ 　過年度に取得した資産のうち国庫補助金

による圧縮記帳額は、土地55,025千円であ

り、中間貸借対照表計上額はこの圧縮記帳

額を控除しております。

同左 　過年度に取得した資産のうち国庫補助金

による圧縮記帳額は、土地55,025千円であ

り、貸借対照表計上額はこの圧縮記帳額を

控除しております。

※３ 消費税等の取扱い

　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。

同左 同左 

※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、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        　　 　　20,566千円

──────

　

 

期末日満期手形

　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、当期末日が金融機関の休日であった

ため、次の期末日満期手形が期末残高に含

まれております。

受取手形        　　 　　18,230千円

（中間損益計算書関係）

№
前中間会計期間

（自　平成17年５月21日
至　平成17年11月20日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月21日
至　平成18年11月20日）

前事業年度
（自　平成17年５月21日
至　平成18年５月20日）

※１ 営業外収益のうち主なもの 営業外収益のうち主なもの 営業外収益のうち主なもの

 受取利息   361千円

有価証券利息 37,258

受取配当金 51,947

為替差益 119,528

経営技術指導料 40,524

不良損失補償金 10,337

受取利息 510千円

有価証券利息 57,252

受取配当金 103,477

為替差益 70,053

経営技術指導料 42,157

不良損失補償金 2,752

受取利息 809千円

有価証券利息 76,469

受取配当金 55,838

為替差益 56,550

経営技術指導料 77,685

不良損失補償金 18,865

※２ 特別利益のうち主なもの 特別利益のうち主なもの 特別利益のうち主なもの

 投資有価証券売却益 9,899千円

保険金収入 25,831　  

車両及び運搬具売却益 43千円

退職給付制度一部終了益 41,018    

投資有価証券売却益 32,394千円

保険金収入 25,831

※３ 特別損失のうち主なもの 特別損失のうち主なもの 特別損失のうち主なもの

 車両及び運搬具売却損   201千円

機械及び装置除却損 1,343

車両及び運搬具除却損 383

工具器具及び備品除却損 1,318

投資有価証券売却損 9,546

たな卸資産廃棄損 8,614

役員弔慰金 25,831

建物附属設備除却損 139千円

機械及び装置除却損 3,721

車両及び運搬具除却損 225

工具器具及び備品除却損 1,160

機械及び装置売却損 3282千円

車両及び運搬具売却損 201

機械及び装置除却損 38,598

車両及び運搬具除却損 620

工具器具及び備品除却損 6,356

投資有価証券売却損 9,546

たな卸資産廃棄損 10,938

役員弔慶金 25,831

　４ 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 319,441千円

無形固定資産 28

計 319,469

有形固定資産 313,113千円 

無形固定資産 28

計 313,142

有形固定資産 681,048千円

無形固定資産 57

計 681,105
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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５月21日　至平成18年11月20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 268,706 268,706 98 537,314

合計 268,706 268,706 98 537,314

（注）１．普通株式の自己株式の増加268,706株は、株式分割による増加であります。

２．普通株式の自己株式の減少98株は、単元未満株式の買増請求による売渡であります。

前事業年度（自平成17年５月21日　至平成18年５月20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）

当事業年度増加株式
数（株）

当事業年度減少株式
数（株）

当事業年度末株式数
（株）

普通株式 268,291 479 64 268,706

合計 268,291 479 64 268,706

（注）１．普通株式の自己株式の増加479株は、単元未満株式の買取による増加であります。

２．普通株式の自己株式の減少64株は、単元未満株式の買増請求による売渡であります。

有価証券

　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）

項目
前中間会計期間

(自　平成17年５月21日
至　平成17年11月20日)

当中間会計期間
(自　平成18年５月21日
至　平成18年11月20日)

前事業年度
(自　平成17年５月21日
至　平成18年５月20日)

１株当たり純資産額      1,210円74銭          675円30銭      1,281円82銭

１株当たり中間（当期）純利

益
85円38銭   52円39銭    180円34銭

潜在株式調整後１株当たり中

間(当期)純利益

　なお、潜在株式調整後１株当た

り中間純利益については、潜在株

式が存在しないため記載しており

ません。 

　同左 　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５月21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、当該株式分割が前期首に

行われたと仮定した場合の１株当

たり情報については、それぞれ以

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

605円37銭

１株当たり純資

産

640円91銭

１株当たり中間

純利益

42円69銭

１株当たり当期

純利益

90円17銭

　なお、潜在株

式調整後１株当

たり中間純利益

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。

　なお、潜在株

式調整後１株当

たり当期純利益

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。

（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５月21日
至　平成17年11月20日)

当中間会計期間
(自　平成18年５月21日
至　平成18年11月20日)

前事業年度
(自　平成17年５月21日
至　平成18年５月20日)

中間（当期）純利益（千円） 1,735,303 2,129,404 3,665,156

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― ―

（うち利益処分による役員賞与金） （－） （－） （－）

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
1,735,303 2,129,404 3,665,156

期中平均株式数（千株） 20,323 40,646 20,323

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

－ 40 －


