
 
平成 19 年 ４ 月期  個別中間財務諸表の概要          平成18年12月15日 

上 場 会 社 名        オー･エイチ･ティー株式会社                上場取引所    東証（マザーズ） 

コ ー ド 番 号         ６７２６                                  本社所在都道府県 広島県 

（ＵＲＬ  http://www.oht-inc.co.jp ） 

代  表  者 役職名 代表取締役社長  氏名 石岡 聖悟 

問合せ先責任者 役職名 取締役管理部長  氏名 船越 克士  ＴＥＬ (084)960－2120 

決算取締役会開催日 平成18年12月15日             中間配当制度の有無            有 

中間配当支払開始日 平成－年－月－日             単元株制度採用の有無             無 
 
１． 18年10月中間期の業績(平成18年５月１日～平成18年10月31日) 
(1) 経営成績                                 （百万円未満切捨） 

 売 上 高     営業利益 経常利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％

18年10月中間期 
17年10月中間期 

2,359 
1,570 

50.3
△19.4

△135
△262

－ 
－ 

△129 
△335 

－ 
－ 

18年４月期 4,714 269 215 
 
 

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10月中間期 
17年10月中間期 

△79 
△205 

－  
－  

－ 
－ 

18年４月期 118 3,058  33 

 
 

 (注)①期中平均株式数 18年10月中間期 41,169株  17年10月中間期 36,716株  18年４月期 38,871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                                 （百万円未満切捨） 

 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10月中間期 
17年10月中間期 

8,465 
6,551 

4,329 
4,073 

51.1 
62.2 

104,696  01 
99,206  28 

18年４月期 6,759 4,401 65.1 107,012  51 
 (注)①期末発行済株式数 18年10月中間期 41,350株 17年10月中間期 41,058株 18年４月期 41,130株 
   ②期末自己株式数  18年10月中間期   ― 株 17年10月中間期  ―  株 18年４月期   ― 株 
 
２．19年４月期の業績予想(平成18年５月１日～平成19年４月30日)         （百万円未満切捨） 

 売 上 高     経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

通   期 5,589 181 107 

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期) 2,604円51銭 

※ 上記予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後

様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 

  上記予想に関する事項については、平成19年４月期中間決算短信（連結）の添付資料６ページをご参照下さい。 

 

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４月期 0 600 600 

19年４月期（実績） 0 －  

19年４月期（予想） 0 600 600 

－  － 
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１. 中間財務諸表 

(１) 中間貸借対照表 

  
前中間会計期間末 

（平成17年10月31日） 
当中間会計期間末 

（平成18年10月31日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成18年４月30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  1,604,316 2,929,228 946,116 

２．受取手形 ※４ 238,239 478,278 270,876 

３．売掛金  1,697,246 1,261,025 2,178,952 

４．たな卸資産  2,078,910 2,615,636 2,405,797 

５．繰延税金資産  150,947 76,341 26,139 

６．その他 ※３ 49,969 48,977 27,683 

流動資産合計   5,819,629 88.8 7,409,487 87.5  5,855,567 86.6

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※１   

(1）建物  189,558 189,652 192,224 

(2）構築物  3,714 21,426 3,287 

(3）機械装置  11,198 50,051 50,503 

(4）工具器具備品  34,618 26,484 30,576 

(5）土地  100,626 121,626 100,626 

有形固定資産合計  339,716 409,241 377,218 

２．無形固定資産    

(1）ソフトウェア  10,041 7,528 8,457 

(2）特許権  146,423 174,988 163,634 

(3）電話加入権  1,246 1,246 1,246 

無形固定資産合計  157,711 183,763 173,337 

３．投資その他の資産    

(1）投資有価証券  3,000 6,000 119,400 

(2）関係会社株式  215,400 404,308 214,374 

(3) 関係会社貸付金  － 30,000 － 

(4）敷金保証金  9,816 14,953 10,997 

(5）繰延税金資産  1,805 2,044 4,165 

(6）その他  6,603 7,666 7,144 

貸倒引当金  △2,300 △2,300 △2,300 

投資その他の資産
合計 

 234,327 462,674 353,781 

固定資産合計   731,755 11.2 1,055,679 12.5  904,338 13.4

資産合計   6,551,384 100.0 8,465,166 100.0  6,759,905 100.0

    

－  － 
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前中間会計期間末 

（平成17年10月31日） 
当中間会計期間末 

（平成18年10月31日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成18年４月30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 ※４ 774,063 704,800 753,554 

２．買掛金  86,762 143,815 165,129 

３．短期借入金  1,000,000 － 800,000 

４．１年以内返済予定
長期借入金 

 129,952 74,952 129,952 

５．未払法人税等  6,000 7,000 95,000 

６．賞与引当金  24,948 28,698 26,389 

７．その他  37,670 52,949 34,385 

流動負債合計   2,059,396 31.4 1,012,214 12.0  2,004,411 29.7

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金  418,506 123,554 353,530 

２．新株予約権付社債  － 3,000,000 － 

３．退職給付引当金  269 218 539 

固定負債合計   418,775 6.4 3,123,772 36.9  354,069 5.2

負債合計   2,478,172 37.8 4,135,987 48.9  2,358,481 34.9

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   1,939,281 29.6 － －  1,942,791 28.7

Ⅱ 資本剰余金    

１．資本準備金  1,927,065 － 1,930,575 

資本剰余金合計   1,927,065 29.4 － －  1,930,575 28.5

Ⅲ 利益剰余金    

１．任意積立金  350,000 － 350,000 

２．当期未処分利益又
は中間未処理損失
（△） 

 △143,135 － 181,376 

利益剰余金合計   206,864 3.2 － －  531,376 7.9

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

  － － － －  △3,319 △0.0

資本合計   4,073,211 62.2 － －  4,401,424 65.1

負債資本合計   6,551,384 100.0 － －  6,759,905 100.0

    

－  － 
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前中間会計期間末 

（平成17年10月31日） 
当中間会計期間末 

（平成18年10月31日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成18年４月30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   － － 1,957,082 23.1  － －

２ 資本剰余金    

(1）資本準備金  － 1,944,866 － 

資本剰余金合計   － － 1,944,866 23.0  － －

３ 利益剰余金    

(1）その他利益剰余
金 

   

任意積立金  － 450,000 － 

繰越利益剰余金  － △22,769 － 

利益剰余金合計   － － 427,230 5.0  － －

株主資本合計   － － 4,329,179 51.1  － －

純資産合計   － － 4,329,179 51.1  － －

負債純資産合計   － － 8,465,166 100.0  － －

    

 

－  － 
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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１日 
至 平成17年10月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30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   1,570,096 100.0 2,359,219 100.0  4,714,239 100.0

Ⅱ 売上原価   1,379,519 87.8 1,988,118 84.3  3,422,566 72.6

売上総利益   190,576 12.2 371,100 15.7  1,291,672 27.4

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

  453,331 28.9 506,279 21.4  1,021,846 21.7

営業利益又は営業
損失（△） 

  △262,754 △16.7 △135,178 △5.7  269,826 5.7

Ⅳ 営業外収益 ※１  8,344 0.5 14,052 0.6  36,416 0.8

Ⅴ 営業外費用 ※２  81,399 5.2 8,000 0.4  91,191 1.9

経常利益又は経常
損失（△） 

  △335,809 △21.4 △129,126 △5.5  215,051 4.6

Ⅵ 特別利益 ※３  － － － －  1,896 0.0

Ⅶ 特別損失 ※４  535 0.0 － －  535 0.0

税引前当期純利益
又は税引前中間純
損失（△） 

  △336,345 △21.4 △129,126 △5.5  216,412 4.6

法人税、住民税及
び事業税 

 1,331 674 104,877 

法人税等調整額  △132,046 △130,715 △8.3 △50,332 △49,658 △2.1 △7,347 97,530 2.1

当期純利益又は中
間純損失（△） 

  △205,629 △13.1 △79,468 △3.4  118,882 2.5

前期繰越利益   62,494 －  62,494

中間（当期）未処
分利益又は中間未
処理損失（△） 

  △143,135 －  181,376

    

 

 

－  － 
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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１日 至平成18年10月31日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本準備金 資本剰余金

合計 
任意積立金 繰越利益 

剰余金 

利益剰余金
合計 

株主資本
合計 

平成18年４月30日 残高
（千円） 1,942,791 1,930,575 1,930,575 350,000 181,376 531,376 4,404,744

中間会計期間中の変動額    

新株の発行（千円） 14,291 14,291 14,291   28,582

剰余金の配当（千円）  △24,678 △24,678 △24,678

任意積立金の積立  100,000 △100,000 － －

中間純損失（千円）  △79,468 △79,468 △79,468

株主資本以外の項目の中
間会計期間中の変動額
（純額）（千円） 

   

中間会計期間中の変動額合
計（千円） 14,291 14,291 14,291 100,000 △204,146 △104,146 △75,564

平成18年10月31日 残高
（千円） 1,957,082 1,944,866 1,944,866 450,000 △22,769 427,230 4,329,179

   
 

評価・換算差額等 

 
その他有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成18年４月30日 残高
（千円） △3,319 △3,319 4,401,424 

中間会計期間中の変動額  

新株の発行（千円） 28,582 

剰余金の配当（千円）
（注） △24,678 

任意積立金の積立（注） － 

中間純損失（千円） △79,468 

株主資本以外の項目の中
間会計期間中の変動額
（純額）（千円） 

3,319 3,319 3,319 

中間会計期間中の変動額合
計（千円） 3,319 3,319 △72,244 

平成18年10月31日 残高
（千円） － － 4,329,179 

 
 （注） 平成18年７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ための基本となる事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年５月１日 
至 平成17年10月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日） 

(1）有価証券 (1）有価証券 (1）有価証券 １．資産の評価基準及び評価

方法 子会社株式 子会社株式及び関連会社株式 子会社株式 

 移動平均法による原価法 同左 同左 

 その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

 時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 

 移動平均法による原価法 同左 同左 

 (2）たな卸資産 (2）たな卸資産 (2）たな卸資産 

 製品・仕掛品 製品・仕掛品 製品・仕掛品 

 個別法よる原価法 同左 同左 

 原材料 原材料 原材料 

 移動平均法による原価法 同左 同左 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 (1）有形固定資産 ２．固定資産の減価償却の方

法 定率法 

（ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（付属設備

を除く）は定額法によってお

ります。） 

主な耐用年数 

建物及び構築物 10～21年

機械装置    ５～６年

 同左 同左 

 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

  定額法 

 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）に基づいて

おります。 

 同左  同左 

(1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 ３．引当金の計上基準 

 債権の貸倒れによる損失に備

えて、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。 

 同左  同左 

 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 (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

額の期間対応分を計上しており

ます。 

 同左  同左 

 (3）退職給付引当金 (3）退職給付引当金 (3）退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるた

め、当中間会計期間末における

退職給付債務及び年金資産に基

づいて計上しております。 

 同左  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

務及び年金資産に基づいて計上

しております。 

－  － 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年５月１日 
至 平成17年10月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日） 

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、期末日

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．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 

(1）消費税等の会計処理 (1）消費税等の会計処理 (1）消費税等の会計処理 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は税抜方

式によっております。 

 同左  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５月１日 
至 平成17年10月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30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

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。 

       ───── （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4,329,179千円であります。 

 

 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10月31日） 

当中間会計期間末 
（平成18年10月31日） 

前事業年度末 
（平成18年４月30日） 

 
※１ 有形固定資産の減価

償却累計額 
92,412千円

  

 
※１ 有形固定資産の減価

償却累計額 
129,784千円

  

 
※１ 有形固定資産の減価

償却累計額 
109,661千円

   
 ２ 受取手形裏書高 128,529千円
  

 
 ２ 受取手形裏書高 27,774千円
  

 
 ２ 受取手形裏書高 137,354千円
  

※３ 消費税等の取扱い ※３ 消費税等の取扱い 

 仮払消費税及び仮受消費税等は、相殺

のうえ、金額的重要性が乏しいため流動

資産の「その他」に含めて表示しており

ます。 

 同左 

※３     ───── 

※４     ───── 

 

※４     ───── 

 

※４ 期末日満期手形 

 期末日満期手形の会計処理について

は、当期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。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 378千円

支払手形 109,210千円
  

 ５ 偶発債務 

   次の関係会社について、金融機関から

の借入に対し債務保証を行なっていま

す。 

 ５ 偶発債務 

   次の関係会社について、金融機関から

の借入に対し債務保証を行なっていま

す。 

 ５ 偶発債務 

 次の関係会社について，金融機関から

の借り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 

日本電針㈱  58,500 借入債務 
  

 
保証先 金額（千円） 内容 

日本電針㈱ 53,000 借入債務

㈱ｴｽ･ﾃｨｰ･ｴﾌ 14,996 借入債務
 

 
保証先  金額（千円）  内容 

日本電針㈱  25,500  借入債務

㈱ｴｽ･ﾃｨｰ･ｴﾌ  18,888  借入債務
 

 

 (中間損益計算書関係) 

前中間会計期間 
（自 平成17年５月１日 
至 平成17年10月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日） 

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

受取手数料 1,500千円

賃貸収入 5,569千円
  

 
受取手数料 1,800千円

賃貸収入 4,069千円

受取配当金 5,207千円
  

 
助成金収入 18,711千円

受取手数料 15,015千円
  

※２ 営業外費用のうち主要なもの ※２ 営業外費用のうち主要なもの ※２ 営業外費用のうち主要なもの 
 

支払利息 12,585千円

新株発行費 68,432千円
  

 
支払利息 5,717千円

手形売却損 1,397千円
  

 
支払利息 22,048千円

新株発行費 68,432千円
  

※３ ────── ※３ ────── ※３ 特別利益のうち主要なもの 
 

 
  

 
 

  

 
関係会社株式売却益 1,896千円

  
※４ 特別損失のうち主要なもの ※４ ────── ※４ 特別損失のうち主要なもの 
 

たな卸資産評価損 525千円
  

 
 

  

 
たな卸資産評価損 525千円

  
 ５ 減価償却実施額  ５ 減価償却実施額  ５ 減価償却実施額 
 

有形固定資産 13,892千円

無形固定資産 3,376千円
  

 
有形固定資産 20,179千円

無形固定資産 5,558千円
  

 
有形固定資産 33,979千円

無形固定資産 8,080千円
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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５月１日 至 平成18年10月31日） 

 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 該当事項はありません。 

 

(リース取引関係) 

前中間会計期間 
（自 平成17年５月１日 
至 平成17年10月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年５月１日 
至 平成18年10月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30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、減損損失累計額相当額

及び中間期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当額

及び中間期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額，減損損失累計額相当額

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)

中間期
末残高
相当額 
(千円) 

機械装置 24,950 10,989 13,960 

車両運搬具 9,399 6,228 3,171 

ソフトウェア 13,530 2,704 10,826 

合計 47,880 19,922 27,958 

  

 

 

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)

機械装置 24,950 14,554 10,395

車両運搬具 9,399 8,107 1,291

ソフトウェア 13,330 5,300 8,030

合計 47,680 27,962 19,717

  

 

 

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)

機械装置 24,950 12,772 12,177

車両運搬具 9,399 7,167 2,231

ソフトウェア 13,330 3,967 9,363

合計 47,680 23,907 23,772

  
２．未経過リース料中間期末残高相当額等 

  未経過リース料中間期末残高相当額 

２．未経過リース料中間期末残高相当額等

  未経過リース料中間期末残高相当額 

２．未経過リース料期末残高相当額等 

  未経過リース料期末残高相当額 
 

１年内 8,160千円

１年超 20,393千円

合計 28,554千円
  

 
１年内 6,928千円

１年超 13,468千円

合計 20,397千円
  

 
１年内 7,552千円

１年超 16,949千円

合計 24,501千円
 

３．支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息相

当額及び減損損失 

３．支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息相

当額及び減損損失 

３．支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額，減価償却費相当額，支払利息相

当額及び減損損失 
 

支払リース料 4,310千円

減価償却費相当額 4,028千円

支払利息相当額 351千円
  

 
支払リース料 4,361千円

減価償却費相当額 4,055千円

支払利息相当額 257千円
  

 
支払リース料 8,723千円

減価償却費相当額 8,063千円

支払利息相当額 661千円
 

４．減価償却費相当額及び利息相当額の算

定方法 

４．減価償却費相当額及び利息相当額の算

定方法 

４．減価償却費相当額及び利息相当額の算

定方法 

(1）減価償却費相当額の算定方法 (1）減価償却費相当額の算定方法 (1）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て、残存

価額を零とする定額法によっておりま

す。 

 同左 

 

 

 同左 

 

 

(2）利息相当額の算定方法 (2）利息相当額の算定方法 (2）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

期の配分については、利息法によって

おります。 

 同左 

 

 

 

 同左 

 （減損損失について）  （減損損失について）  （減損損失について） 

  リース資産に配分された減損損失はあ

りません。 

同左 同左 
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(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で時価のあるものはあり

ません。 

 

(１株当たり情報) 

※ 中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

 

（重要な後発事象） 

 前中間連結会計期間（自平成17年５月１日 至平成17年10月31日）、当中間連結会計期間（自平成18年５月１

日 至平成18年10月31日）及び前連結会計年度（自平成17年５月１日 至平成18年４月30日） 

  該当事項はありません。 
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