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１．平成18年11月中間期の業績（平成18年６月１日～平成18年11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11月中間期 72 △33.6 △611 △101.1 △599 △95.5

17年11月中間期 109 △40.4 △304 - △306 -

18年５月期 699 △380 △357

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 △1,102 △247.5 △9,433 06

17年11月中間期 △317 - △2,884 09

18年５月期 △615 △5,459 21

（注）①期中平均株式数 18年11月中間期 116,830株 17年11月中間期 109,963株 18年５月期 112,767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 3,597 3,243 90.2 27,641 52

17年11月中間期 4,956 4,577 92.4 40,736 71

18年５月期 4,821 4,331 89.8 37,350 54

（注）①期末発行済株式数 18年11月中間期 117,340株 17年11月中間期 112,380株 18年５月期 115,980株

②期末自己株式数 18年11月中間期 0株 17年11月中間期 0株 18年５月期 0株

２．平成19年５月期の業績予想（平成18年６月１日～平成19年５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  940～460  △1,370～△1,950  △1,370～△1,950

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　△11,675円47銭～△16,618円37銭

※　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30日）
当中間会計期間末

（平成18年11月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年５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 ※３ 4,366,333   2,261,023   3,346,888   

２．売掛金  76,164   14,691   416,266   

３. 有価証券  －   100,381   －   

４．たな卸資産  102,653   167,003   172,856   

５．その他 ※２ 49,833   103,430   58,860   

流動資産合計   4,594,985 92.7  2,646,530 73.6  3,994,872 82.8

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1）建物  8,481   36,815   18,305   

(2）工具器具及び備品  251,842   428,548   231,918   

有形固定資産合計  260,323  5.3 465,363  12.9 250,224  5.2

２．無形固定資産  3,340  0.1 4,628  0.1 4,848  0.1

３．投資その他の資産           

 （1）関係会社株式  －   300,000   90,000   

 （2）関係会社長期貸
  付金

 －   490,500   490,500   

 （3）その他  97,759   242,439   236,698   

 （4）貸倒引当金  －   △551,900   △245,250   

 　 投資その他の資産合
計

 97,759  2.0 481,039  13.4 571,948  11.9

固定資産合計   361,422 7.3  951,031 26.4  827,021 17.2

資産合計   4,956,407 100.0  3,597,562 100.0  4,821,893 100.0

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金  68,975   8,165   138,808   

２．１年以内返済予定の
長期借入金

 40,000   80,000   80,000   

３．未払法人税等  6,033   5,965   7,724   

４．新株引受権  56   －   －   

５．その他  83,139   103,649   89,361   

流動負債合計   198,205 4.0  197,782 5.5  315,894 6.6

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金  180,211   156,324   174,027   

固定負債合計   180,211 3.6  156,324 4.3  174,027 3.6

負債合計   378,416 7.6  354,106 9.8  489,921 10.2
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前中間会計期間末

（平成17年11月30日）
当中間会計期間末

（平成18年11月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年５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   1,858,900 37.5  － －  － －

Ⅱ　資本剰余金           

１．資本準備金  2,985,536   －   －   

資本剰余金合計   2,985,536 60.2  － －  － －

Ⅲ　利益剰余金           

１．中間未処理損失
（△）又は当期未処
分利益

 △266,445   －   －   

利益剰余金合計   △266,445 △5.4  － －  － －

資本合計   4,577,991 92.4  － －  － －

負債・資本合計   4,956,407 100.0  － －  － －

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金      1,891,900 52.6  1,885,100 39.1

２．資本剰余金           

(1）資本準備金     3,018,536   3,011,736   

資本剰余金合計      3,018,536 83.9  3,011,736 62.4

３．利益剰余金           

(1）その他利益剰余金           

繰越利益剰余金     △1,666,985   △564,920   

利益剰余金合計      △1,666,985 △46.3  △564,920 △11.7

株主資本合計      3,243,450 90.2  4,331,915 89.8

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評価
差額金

     4 0.0  － －

評価・換算差額等合計      4 0.0  － －

Ⅲ　新株予約権      － －  56 0.0

純資産合計      3,243,455 90.2  4,331,971 89.8

負債純資産合計      3,597,562 100.0  4,821,893 100.0
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５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   109,253 100.0  72,566 100.0  699,525 100.0

Ⅱ　売上原価   83,804 76.7  220,471 303.8  167,726 24.0

売上総利益又は売上
総損失（△）

  25,449 23.3  △147,905 △203.8  531,798 76.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費   329,664 301.7  463,871 639.2  912,594 130.5

営業利益又は営業損
失（△）

  △304,215 △278.5  △611,776 △843.1  △380,795 △54.4

Ⅳ　営業外収益 ※１  928 0.8  30,646 42.2  62,224 8.9

Ⅴ　営業外費用 ※２  3,154 2.9  18,007 24.8  38,833 5.6

経常利益又は経常損
失（△）

  △306,441 △280.5  △599,137 △825.6  △357,405 △51.1

 Ⅵ　特別利益   － －  56 0.1  480 0.1

 Ⅶ　特別損失 ※３  9,755 8.9  502,173 692.0  256,903 36.7

税引前中間（当期）
純利益又は税引前中
間（当期）純損失
(△）

  △316,196 △289.4  △1,101,254
△

1,517.6
 △613,828 △87.7

法人税、住民税及び
事業税

  946 0.9  810 1.1  1,790 0.3

中間（当期）純利益
又は中間（当期）純
損失（△）

  △317,143 △290.3  △1,102,064
△

1,518.7
 △615,618 △88.0

前期繰越利益   50,698        

中間未処理損失
（△）

  △266,445        
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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６月１日　至　平成18年11月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金 資本剰余金合計

その他利益剰

余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余
金

平成18年５月31日　残高
（千円）

1,885,100 3,011,736 3,011,736 △564,920 △564,920 4,331,915

中間会計期間中の変動額

新株の発行 6,800 6,800 6,800   13,600

中間純利益    △1,102,064 △1,102,064 △1,102,064

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）

6,800 6,800 6,800 △1,102,064 △1,102,064 △1,088,464

平成18年11月30日　残高
（千円）

1,891,900 3,018,536 3,018,536 △1,666,985 △1,666,985 3,243,450

評価・換算差額等

新株予約権 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５月31日　残高
（千円）

  56 4,331,971

中間会計期間中の変動額

新株の発行    13,600

中間純利益    △1,102,064

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

4 4 △56 △51

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

4 4 △56 △1,088,516

平成18年11月30日　残高
（千円）

4 4 － 3,243,455
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前事業年度（自　平成17年６月１日　至　平成18年５月31日）

株主資本

新株予約権 純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

資本剰余金
合計

その他利益

剰余金 利益剰余金
合計繰越利益剰

余金

平成17年５月31日　残高
（千円）

1,832,850 2,960,278 2,960,278 50,698 50,698 4,843,826 64 4,843,890

事業年度中の変動額

新株の発行 52,250 51,458 51,458   103,708  103,708

当期純利益    △615,618 △615,618 △615,618  △615,618

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

      △8 △8

事業年度中の変動額合計
（千円）

52,250 51,458 51,458 △615,618 △615,618 △511,910 △8 △511,918

平成18年５月31日　残高
（千円）

1,885,100 3,011,736 3,011,736 △564,920 △564,920 4,331,915 56 4,331,971
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(4) 中間キャッシュ・フロー計算書

  
前中間会計期間

（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

  

税引前中間純損失
（△）

 △316,196

減価償却費  52,081

受取利息及び受取配
当金

 △29

支払利息  2,160

新株発行費  975

事務所移転費用  2,322

有形固定資産除却損  66

売上債権の減少額又
は増加額（△）

 495,103

たな卸資産の増加額  △69,250

未収消費税等の増加
額

 △16,493

その他流動資産の減
少額又は増加額
（△）

 △27,262

仕入債務の増加額  7,894

未払消費税等の増加
額又は減少額（△）

 △5,561

預り金の増加額又は
減少額（△）

 659

前受金の減少額  △1,400

その他流動負債の増
加額または減少額
（△）

 △1,905

小計  123,164

利息及び配当金の受
取額

 29

利息の支払額  △2,154

事務所移転による支
出

 △2,243

法人税等の支払額  △13,111

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 105,683

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

  

有形固定資産の取得
による支出

 △93,105

無形固定資産の取得
による支出

 △1,224

敷金保証金の差入に
よる支出

 △42,583

保険積立金の積立に
よる支出

 △51,291

定期預金の預入れに
よる支出

 △500,000

その他  1,413

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △686,792
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前中間会計期間

（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

  

長期借入れによる収
入

 20,211

株式の発行による収
入

 50,325

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 70,536

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額

 －

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増加額または減少額
（△）

 △510,573

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

 4,376,906

Ⅶ　現金及び現金同等物の
中間期末残高

 3,866,333
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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６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

－ (1）有価証券

①　子会社株式及び関連会社株式

　　移動平均法による原価法を

　採用しております。

(1）有価証券

 　①　子会社株式及び関連会社株

式

 　　同左

　②　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

　　法により算定しておりま

　　す）

　　時価のないもの

　　　移動平均法による原価法

　　を採用しております。

 　②　その他有価証券

 　　　時価のあるもの

 　　　期末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

     より算定しております）

 　　時価のないもの

　　 　移動平均法による原価法

　 　を採用しております。

(2）デリバティブ

　時価法

　但し、金利スワップについて特

例処理の条件を充たしている場合

には、時価評価をしておりません。

(2）デリバティブ

  同左

　

(2）デリバティブ

 　 同左

 

(3）たな卸資産

①　商品

　移動平均法に基づく原価法

(3）たな卸資産

①　商品

　同左

(3）たな卸資産

  ①　商品

 　　 同左

 　②　原材料

       移動平均法に基づく原価法

③　仕掛品

　個別法に基づく原価法

   ②　－

       

③　仕掛品

　同左

   ②　－

 

  ③　仕掛品

 　　 同左

④　貯蔵品

実験用薬品

移動平均法に基づく原価法

④　貯蔵品

実験用薬品

同左

  ④　貯蔵品

 　　 実験用薬品

 　　 同左

その他

最終仕入原価法に基づく原価

法

その他

同左

 　　 その他

 　　 同左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法を採用しております

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物　　　　　　　３～15年

工具器具及び備品　３～10年

(1）有形固定資産

　定率法を採用しております

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物　　　　　　　３～15年

工具器具及び備品　２～10年

(1）有形固定資産

 　 定率法を採用しております

 　　なお、主な耐用年数は以下の

   とおりであります。

 　　建物　　　　　　　３～10年

     工具器具及び備品　３～15年 

(2）無形固定資産

　定額法を採用しております。

　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。

(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

　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。

　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
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

５．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　金利スワップについて特例処理

の条件を充たしている場合には特

例処理を採用しております。

(1）ヘッジ会計の方法

　同左

 (1）ヘッジ会計の方法

 　　同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッ

ジ方針

　取締役会決議に基づき、金利変

動リスクをヘッジしております。

　当中間会計期間にヘッジ会計を

適用したヘッジ対象とヘッジ手段

は以下のとおりであります。

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッ

ジ方針

　同左

　

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象、

ヘッジ方針

 取締役会決議に基づき、金利変動

リスクをヘッジしております。

　当事業年度にヘッジ会計を適用し

たヘッジ対象とヘッジ手段は以下の

とおりであります。

ヘッジ手段

　金利スワップ

 

 

 ヘッジ手段

 　同左

ヘッジ対象

　借入金

 

 

 ヘッジ対象

 　同左

(3）ヘッジ有効性評価の方法

　特例処理によっている金利ス

ワップについては、有効性の評価

を省略しております。

(3）ヘッジ有効性評価の方法

　同左

 (3）ヘッジ有効性評価の方法

 　　同左

６．中間キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

　手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資から

なっております。

－ －

７．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６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５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。

前中間会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

－ － （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。

　なお、従来の資本の部の合計に相当する金額

は4,331,915千円であります。

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30日）

当中間会計期間末
（平成18年11月30日）

前事業年度末
（平成18年５月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額は

257,696千円であります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額は

423,435千円であります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額は

336,379千円であります。

※２．消費税等の取扱い

　仮払消費税及び仮受消費税は、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。

※２．消費税等の取扱い

　同左

 ※２．－

※３．担保に供している資産

  現金及び預金 500,000千円

  製品の継続的供給の履行を担保するた

め定期預金500,000千円に質権を設定して

おります。　　

 ※３．－  ※３．－

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

※１．－ ※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

  受取利息 5,154千円

為替差益 24,446千円

助成金収入 56,997千円

※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 2,160千円 支払利息 2,021千円

雑損失 10,419千円

為替差損 5,461千円

支払利息 4,313千円

為替差損 32,642千円

 ※３．特別損失のうち主要なもの  ※３．特別損失のうち主要なもの  ※３．特別損失のうち主要なもの

－  貸倒引当金繰入 306,650千円

子会社株式評価損 90,000千円

投資有価証券評価損 100,155千円

貸倒引当金繰入 245,250千円

  

４．減価償却実施額 ４．減価償却実施額 ４．減価償却実施額
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前中間会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

有形固定資産 51,495千円

無形固定資産 384千円

有形固定資産 90,594千円

無形固定資産 651千円

有形固定資産 132,433千円

無形固定資産 908千円

（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６月１日　至　平成18年11月30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。

前事業年度（自　平成17年６月１日　至　平成18年５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。
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（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借

対照表に掲記されている科目と金額との関係

（平成17年11月30日現在）

 千円

現金及び預金勘定 4,366,333

担保に供している定期預金 △500,000

現金及び現金同等物 3,866,333

①　リース取引

前中間会計期間（自　平成17年６月１日　至　平成17年11月30日）

　内容の重要性に乏しく、また契約一件当たりの金額が少額のため、中間財務諸表等規則第５条の３の規定によ

り、記載を省略しております。

当中間会計期間（自　平成18年６月１日　至　平成18年11月30日）

　内容の重要性に乏しく、また契約一件当たりの金額が少額のため、中間財務諸表等規則第５条の３の規定によ

り、記載を省略しております。

前事業年度（自　平成17年６月１日　至　平成18年５月31日）

　内容の重要性に乏しく、また契約一件当たりの金額が少額のため、財務諸表等規則第８条の６第６項の規定に

より、記載を省略しております。

②　有価証券

前中間会計期間（自　平成17年６月１日　至　平成17年11月30日）

　当社は有価証券を保有しておりませんので、該当事項はありません。

当中間会計期間（自　平成18年６月１日　至　平成18年11月30日）

　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。

前事業年度（自　平成17年６月１日　至　平成18年５月31日）

　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。

（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

１株当たり純資産額 40,736.71円

１株当たり中間純損失

金額
2,884.09円

１株当たり純資産額 27,641.52円

１株当たり中間純損失

金額
9,433.06円

１株当たり純資産額 37,350.54円

１株当たり当期純損失

金額
5,459.21円

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額
－円

　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、中間純損失

を計上しているため記載しておりませ

ん。

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、中間純損失

を計上している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

 当期純利益金額については、潜在株

式は存在するものの１株当たり当期純

損失であるため記載しておりません。

　（注）　１株当たり中間（当期）純損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。
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前中間会計期間
(自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日)

当中間会計期間
(自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日)

前事業年度
(自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日)

中間純損失（△）又は当期純利益　　

（千円）
△317,143 △1,102,064 △615,618

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） － － －

普通株式に係る中間純損失（△）又は

当期純利益（千円）
△317,143 △1,102,064 △615,618

期中平均株式数（株） 109,963 116,830 112,767

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

－ － －
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