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１．平成18年12月中間期の業績（平成18年７月１日～平成18年12月31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12月中間期 7,907 (3.4) 238 (9.8) 267 (11.4)

17年12月中間期 7,645 (2.7) 216 (23.6) 240 (20.2)

18年６月期 15,246 441 483

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12月中間期 178 (32.5) 51 33

17年12月中間期 134 (9.2) 38 75

18年６月期 291 83 65

（注）①期中平均株式数 18年12月中間期3,480,086株 17年12月中間期3,479,000株 18年６月期3,479,867株

②会計処理の方法の変更 有

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12月中間期 13,251 5,697 43.0 1,641 16

17年12月中間期 13,538 5,501 40.6 1,581 36

18年６月期 12,673 5,639 44.5 1,619 70

（注）①期末発行済株式数 18年12月中間期3,471,700株 17年12月中間期3,479,000株 18年６月期 3,481,600株

②期末自己株式数 18年12月中間期 169,300株 17年12月中間期 162,000株 18年６月期 159,400株

２．平成19年６月期の業績予想（平成18年７月１日～平成19年６月30日）  

 売上高 経常利益 当期純利益

  百万円 百万円 百万円

通　期 16,000    520   320

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　92円17銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

17年６月期 － － － 17.50 17.50

18年６月期（実績） － － － 20.00 20.00

19年６月期（予想） － － － 22.50 22.50

※　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12月31日）
当中間会計期間末

（平成18年12月31日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年６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   276,216   297,233   461,278  

２　受取手形   524,261   456,329   360,121  

３　売掛金   5,891,767   5,652,861   5,669,175  

４　たな卸資産   552,030   506,952   464,991  

５　短期貸付金   2,157,100   2,152,500   1,533,700  

６　繰延税金資産   35,358   38,806   41,793  

７　その他   16,727   54,301   10,480  

貸倒引当金   △9,224   △3,917   △8,063  

流動資産合計   9,444,238 69.8  9,155,067 69.1  8,533,477 67.3

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産 ※１          

(1）建物   423,416   400,757   410,980  

(2）土地   1,986,648   1,986,648   1,986,648  

(3）その他   92,122   95,769   92,925  

有形固定資産合計   2,502,188 18.5  2,483,176 18.7  2,490,554 19.7

２　無形固定資産   32,840 0.2  55,352 0.4  34,074 0.3

３　投資その他の資産           

(1）投資有価証券 ※２  896,931   746,835   816,089  

(2）繰延税金資産   －   20,448   －  

(3）その他   674,244   802,641   811,373  

貸倒引当金   △11,784   △11,709   △12,081  

投資その他の資産
合計

  1,559,391 11.5  1,558,216 11.8  1,615,381 12.7

固定資産合計   4,094,421 30.2  4,096,744 30.9  4,140,010 32.7

資産合計   13,538,659 100.0  13,251,812 100.0  12,673,487 100.0
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前中間会計期間末

（平成17年12月31日）
当中間会計期間末

（平成18年12月31日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年６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   2,598,965   2,359,822   2,384,334  

２　買掛金   3,847,569   3,664,933   3,436,836  

３　短期借入金   1,200,000   1,100,000   800,000  

４　未払法人税等   97,507   125,446   134,958  

５　賞与引当金   56,100   59,500   58,900  

６　その他   204,899   212,395   197,780  

流動負債合計   8,005,041 59.2  7,522,096 56.8  7,012,809 55.3

Ⅱ　固定負債           

１　退職給付引当金   －   －   6,660  

２　役員退職慰労引当
金

  －   23,396   －  

３　預り敷金   3,843   3,832   3,832  

４　預り保証金   6,342   4,888   5,170  

５　繰延税金負債   21,895   －   5,876  

固定負債合計   32,080 0.2  32,117 0.2  21,539 0.2

負債合計   8,037,121 59.4  7,554,214 57.0  7,034,348 55.5

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   1,441,440 10.6  － －  － －

Ⅱ　資本剰余金           

資本準備金   1,830,491   －   －  

資本剰余金合計   1,830,491 13.5  － －  － －

Ⅲ　利益剰余金           

１　利益準備金   60,000   －   －  

２　任意積立金   2,164,310   －   －  

３　中間（当期）未処
分利益

  143,234   －   －  

利益剰余金合計   2,367,544 17.5  － －  － －

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

  114,362 0.8  － －  － －

Ⅴ　自己株式   △252,301 △1.8  － －  － －

資本合計   5,501,537 40.6  － －  － －

負債・資本合計   13,538,659 100.0  － －  － －
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前中間会計期間末

（平成17年12月31日）
当中間会計期間末

（平成18年12月31日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年６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   － －  1,441,440 10.9  1,441,440 11.4

２　資本剰余金           

   資本準備金  －   1,830,491   1,830,491   

資本剰余金合計   － －  1,830,491 13.8  1,830,491 14.4

３　利益剰余金           

(1）利益準備金  －   60,000   60,000   

(2）その他利益剰余
金

          

固定資産買換積
立金

 －   34,310   34,310   

別途積立金  －   2,350,000   2,130,000   

繰越利益剰余金  －   185,731   298,277   

利益剰余金合計   － －  2,630,041 19.8  2,522,588 19.9

４　自己株式   － －  △266,693 △2.0  △248,252 △1.9

株主資本合計   － －  5,635,279 42.5  5,546,267 43.8

Ⅱ　評価・換算差額等           

    その他有価証券評
価差額金

  － －  62,317 0.5  92,871 0.7

評価・換算差額等合
計

  － －  62,317 0.5  92,871 0.7

純資産合計   － －  5,697,597 43.0  5,639,139 44.5

負債純資産合計   － －  13,251,812 100.0  12,673,487 100.0
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(2）中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６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   7,645,203 100.0  7,907,295 100.0  15,246,046 100.0

Ⅱ　売上原価 ※１  6,612,616 86.5  6,844,129 86.6  13,155,901 86.3

売上総利益   1,032,586 13.5  1,063,165 13.4  2,090,144 13.7

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

※１  815,590 10.7  824,957 10.4  1,648,657 10.8

営業利益   216,996 2.8  238,208 3.0  441,487 2.9

Ⅳ　営業外収益 ※２  34,842 0.5  48,776 0.6  66,613 0.4

Ⅴ　営業外費用 ※３  11,512 0.2  19,182 0.2  24,370 0.1

経常利益   240,326 3.1  267,803 3.4  483,729 3.2

Ⅵ　特別利益 ※４  9,512 0.1  51,822 0.7  44,302 0.3

Ⅶ　特別損失 ※５  24,838 0.3  23,630 0.3  25,501 0.2

税引前中間（当
期）純利益

  224,999 2.9  295,994 3.8  502,531 3.3

法人税、住民税及
び事業税

 91,664   120,550   221,182   

法人税等調整額  △1,462 90,202 1.2 △3,189 117,361 1.5 △9,743 211,439 1.4

中間（当期）純利
益

  134,796 1.7  178,633 2.3  291,091 1.9

前期繰越利益   8,437   －   －  

中間（当期）未処
分利益

  143,234   －   －  
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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７月１日　至　平成18年12月31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

資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
 

利益剰余
金合計固定資産

買換積立
金

 別途積立
金

繰越利益
剰余金

平成18年６月30日　残高

（千円）
1,441,440 1,830,491 1,830,491 60,000 34,310 2,130,000 298,277 2,522,588 △248,252 5,546,267

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（千円） － － － － － － △69,632 △69,632 － △69,632

別途積立金への積立（千円） － － － － － 220,000 △220,000 － － －

中間純利益（千円） － － － － － － 178,633 178,633 － 178,633

自己株式の取得（千円） － － － － － － － － △23,324 △23,324

自己株式の処分（千円） － － － － － － △1,547 △1,547 4,883 3,335

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）
－ － － － － 220,000 △112,546 107,453 △18,441 89,012

平成18年12月31日　残高

（千円）
1,441,440 1,830,491 1,830,491 60,000 34,310 2,350,000 185,731 2,630,041 △266,693 5,635,279

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６月30日　残高

（千円）
92,871 92,871 5,639,139

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（千円） － － △69,632

別途積立金への積立（千円） － － －

中間純利益（千円） － － 178,633

自己株式の取得（千円） － － △23,324

自己株式の処分（千円） － － 3,335

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）

△30,553 △30,553 △30,553

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△30,553 △30,553 58,458

平成18年12月31日　残高

（千円）
62,317 62,317 5,697,597
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前事業年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６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

資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
 

利益剰余
金合計固定資産

買換積立
金

 別途積立
金

繰越利益
剰余金

平成17年６月30日　残高

（千円）
1,441,440 1,830,491 1,830,491 60,000 34,310 1,950,000 266,319 2,310,630 △252,301 5,330,260

事業年度中の変動額

剰余金の配当（千円） － － － － － － △60,882 △60,882 － △60,882

役員賞与の支給（千円） － － － － － － △17,000 △17,000 － △17,000

別途積立金への積立（千円） － － － － － 180,000 △180,000 － － －

当期純利益（千円） － － － － － － 291,091 291,091 － 291,091

自己株式の処分（千円） － － － － － － △1,251 △1,251 4,049 2,797

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額（純額）

（千円）

－ － － － － － － － － －

事業年度中の変動額合計

（千円）
－ － － － － 180,000 31,957 211,957 4,049 216,006

平成18年６月30日　残高

（千円）
1,441,440 1,830,491 1,830,491 60,000 34,310 2,130,000 298,277 2,522,588 △248,252 5,546,267

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17年６月30日　残高

（千円）
36,884 36,884 5,367,145

事業年度中の変動額

剰余金の配当（千円） － － △60,882

役員賞与の支給（千円 － － △17,000

別途積立金への積立（千円） － － －

当期純利益（千円） － － 291,091

自己株式の処分（千円） － － 2,797

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）

（千円）

55,986 55,986 55,986

事業年度中の変動額合計

（千円）
55,986 55,986 271,993

平成18年６月30日　残高

（千円）
92,871 92,871 5,639,139
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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７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

１　資産の評価基準及び評価

方法

 

(1）たな卸資産

個別法による低価法

(2）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

総平均法による原価法

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、

売却原価は総平均法により算

定）

(1）たな卸資産

同左

(2）有価証券

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（評価差額は全

部純資産直入法により処理し、

売却原価は総平均法により算

定）

(1）たな卸資産

同左

(2）有価証券

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

　決算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、

売却原価は総平均法により算

定）

 

 

時価のないもの

  総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　固定資産の減価償却の方

法

 

(1）有形固定資産

定率法

　但し、平成10年４月１日以降

に取得した建物（建物付属設備

を除く）については定額法

　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。

(1）有形固定資産

同左

 

(1）有形固定資産

同左

 

 

 

(2）無形固定資産

定額法

　自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能

期間（５年）に基づく定額法

(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

　債権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

　従業員の賞与支給に備えるため、

中間期末在籍従業員に対して、支

給対象期間に基づく賞与支給見込

額の当中間会計期間負担額を計上

しております。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員の賞与支給に備えるため、

期末在籍従業員に対して、支給対

象期間に基づく賞与支給見込額の

当期負担額を計上しております。

 

 
────── (3）役員賞与引当金

　役員の賞与支給に備えるため、

賞与支給見込額に基づき計上して

おります。

(3）役員賞与引当金

同左

 

 

(4）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当中間期末における退職給付債務

及び年金資産の額に基づき計上し

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、

当期末における退職給付債務及び

年金資産の額に基づき計上してお

ります。

 

 
────── (5）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に充て

るため、役員退職慰労金の支給に

関する内規に基づく当中間期末要

支給額を計上しております。また、

過年度相当額は今期より３年間に

わたり均等額を特別損失に計上す

ることとしております。

──────

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わる方法に準じ

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７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

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、仮受消費税等及び仮払消費税等

は相殺の上、その残額を流動負債の

「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。

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７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６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

中間純利益が 23,730千円減少してお

ります。

  なお、減損損失累計額については、

改正後の中間財務諸表等規則に基づき、

土地勘定の金額から直接控除しており

ます。

 

  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

利益が 23,730千円減少しておりま

す。

  なお、減損損失累計額については、

改正後の財務諸表等規則に基づき、土

地勘定の金額から直接控除しておりま

す。

────── ────── (役員賞与に係る会計基準)

  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)を適用しておりま

す。これにより、営業利益、経常利益

及び税引前当期純利益は20,000千円減

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。

　従来の資本の部の合計に相当する金

額は、純資産の部の合計と同額であり

ます。 
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前中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

────── (役員退職慰労引当金) ──────

  従来、役員退職慰労金は、支出時の

費用として計上しておりましたが、当

中間会計期間より内規に基づく期末要

支給額を役員退職慰労引当金として計

上する方法に変更いたしました。

  この変更は、役員退職慰労引当金計

上が会社慣行として定着しつつあるこ

と及び役員の在任期間の長期化に伴い、

役員退職慰労金に重要性が増してきた

ことから役員の在任期間にわたって費

用配分することにより、期間損益の適

正化及び財務体質の健全化を図るため

のものです。

  この変更により当中間会計期間負担

額3,441千円は、販売費及び一般管理

費に計上し、過年度相当額119,730千

円は、３年間で均等額を引当計上する

こととし、特別損失として19,955千円

計上しております。

  これにより、従来と同一基準によっ

た場合と比較して、営業利益及び経常

利益は3,441千円、税引前中間純利益

は23,396千円それぞれ少なく計上して

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12月31日）

当中間会計期間末
（平成18年12月31日）

前事業年度末
（平成18年６月30日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

645,667千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

       685,769千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

       665,188千円

※２　担保に供している資産

　投資有価証券94,942千円は、取引保証

として差し入れております。

※２　担保に供している資産

　投資有価証券89,138千円は、取引保証

として差し入れております。

※２　担保に供している資産

　投資有価証券77,125千円は、取引保証

として差し入れております。

　３　受取手形割引高 1,676,003千円 　３　受取手形割引高    1,530,837千円 　３　受取手形割引高 1,414,682千円

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

※１　減価償却実施額 ※１　減価償却実施額 ※１　減価償却実施額

有形固定資産 31,843千円

無形固定資産 7,449千円

有形固定資産       29,004千円

無形固定資産      6,182千円

有形固定資産       61,720千円

無形固定資産       12,032千円

※２　営業外収益のうち主なもの ※２　営業外収益のうち主なもの ※２　営業外収益のうち主なもの

仕入割引 2,144千円

受取配当金 9,570千円

受取利息 17,577千円

仕入割引      1,826千円

受取配当金      15,631千円

受取利息       25,888千円

仕入割引      4,041千円

受取配当金      11,438千円

受取利息       34,898千円

※３　営業外費用のうち主なもの ※３　営業外費用のうち主なもの ※３　営業外費用のうち主なもの

支払利息 5,635千円

手形売却損 5,748千円

支払利息      11,070千円

手形売却損      7,626千円

支払利息       12,621千円

手形売却損      11,215千円

※４　特別利益のうち主なもの ※４　特別利益のうち主なもの ※４　特別利益のうち主なもの

投資有価証券売却益 4,164千円

貸倒引当金戻入 5,347千円

投資有価証券売却益      47,305千円

貸倒引当金戻入      4,516千円

投資有価証券売却益       38,089千円

※５　特別損失のうち主なもの ※５　特別損失のうち主なもの ※５　特別損失のうち主なもの

減損損失 23,730千円 投資有価証券評価損       2,585千円 

役員退職慰労引当金

繰入額

19,955千円 

減損損失       23,730千円

　当中間会計期間において、当社は以下の資産

について減損損失を計上しております。

場所 用途 種類

 山梨県西八代郡

上九一色村

 遊休(当初福利厚

生施設用地として

取得)

 土地

　福利厚生施設用地として取得しましたが、建

設計画が延期となったことにより、回収可能価

額として使用価値を用いることができなくなり、

時価(正味売却価額)が取得原価に比べ著しく下

落したため23,730千円の減損損失を計上しまし

た。

　なお、回収可能価額は正味売却価額により測

定しており、固定資産税評価額を基準として算

定しております。

────── 　当事業年度において、当社は以下の資産につ

いて減損損失を計上しております。

場所 用途 種類

 山梨県西八代郡

上九一色村

 遊休(当初福利厚

生施設用地として

取得)

 土地

　福利厚生施設用地として取得しましたが、建

設計画が延期となったことにより、回収可能価

額として使用価値を用いることができなくなり、

時価(正味売却価額)が取得原価に比べ著しく下

落したため23,730千円の減損損失を計上しまし

た。

　なお、回収可能価額は正味売却価額により測

定しており、固定資産税評価額を基準として算

定しております。
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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７月１日　至　平成18年12月31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
（千株）

当中間会計期間増加
株式数（千株）

当中間会計期間減少
株式数（千株）

当中間会計期間末株
式数（千株）

普通株式 159 13 3 169

合計 159 13 3 169

（変動事由）増加につきましては取締役会決議による自己株式取得であり、減少につきましては新株予約権の行使による

ものであります。

前事業年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６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
（千株）

当事業年度増加株式
数（千株）

当事業年度減少株式
数（千株）

当事業年度末株式数
（千株）

普通株式 162 － 2 159

合計 162 － 2 159

（変動事由）新株予約権の行使によるものです。 

（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

１　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

　該当事項はありません。 同左 同左

２　オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２　オペレーティング・リース取引

該当事項はありません。

２　オペレーティング・リース取引

            同左

一年以内 1,372千円

一年超 －千円

合計 1,372千円

（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における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７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

１株当たり純資産額 1,581円36銭      1,641円16銭      1,619円70銭

１株当たり中間（当期）純

利益
38円75銭   51円33銭   83円65銭

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益
38円71銭   51円27銭 83円51銭

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後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

(自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日)

当中間会計期間
(自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日)

前事業年度
(自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日)

１株当たり中間（当期）純利益    

中間（当期）純利益（千円） 134,796 178,633 291,091

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

（千円））
(－) (－) (－)

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
134,796 178,633 291,091

普通株式の期中平均株式数（千株） 3,479 3,480 3,479

    

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益

   

中間（当期）純利益調整額（千円） － － －

普通株式増加数（株） 2,843 4,329 6,023

（うち新株予約権） (2,843) (4,329) (6,023)

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

定に含まれ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７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

　該当事項はありません。 　該当事項はありません。 　該当事項はありません。 
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