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１．平成19年２月中間期の業績（平成18年９月１日～平成19年２月28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 ％

19年２月中間期 2,507 （　14.4) 123 ( 103.3) 157 (  92.3)

18年２月中間期 2,190 (  24.9) 60  (  37.0) 81 (  71.0)

18年８月期 4,564 (  25.6) 152    (  67.9) 183    (  84.3)

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭

19年２月中間期 93 ( 125.7) 24 29

18年２月中間期 41  (  72.2) 10 97

18年８月期 100  (  73.4) 26 20

（注）①期中平均株式数 19年２月中間期 3,865,567株 18年２月中間期 3,792,400株 18年８月期 3,825,667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

19年２月中間期 3,991 3,299 82.6 850 54

18年２月中間期 3,880 3,174 81.8 826 42

18年８月期 4,423 3,215 72.7 833 30

（注）①期末発行済株式数 19年２月中間期 3,878,800株 18年２月中間期 3,840,900株 18年８月期 3,859,000株

②期末自己株式数 19年２月中間期    17,200株 18年２月中間期 20,100株 18年８月期   17,000株

２．平成19年８月期の業績予想（平成18年９月１日～平成19年８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 4,900  300  170  

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　43円83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８月期  ４円00銭  ８円00銭  12円00銭 　　（注）18年８月期期末配当金の内訳

19年８月期（実績）  ５円00銭 ―  　　　　　記念配当３円00銭 

19年８月期（予想） ―  ８円00銭  13円00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18年２月28日）

当中間会計期間末
（平成19年２月28日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年８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 284,831 239,754 625,470

２．受取手形  72,628 40,756 36,441

３．売掛金 662,042 664,479 709,164

４．たな卸資産 239,460 225,826 227,082

５．その他 25,257 37,482 50,924

６．貸倒引当金 △730 △780 △780

流動資産合計 1,283,489 33.1 1,207,519 30.2 1,648,303 37.3

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産 ※１

１．建物 465,082 692,623 711,819

２．機械装置 318,507 297,892 312,192

３．土地 790,496 790,496 790,496

４．その他 147,656 82,131 80,955

有形固定資産合計 1,721,742 44.4 1,863,143 46.7 1,895,463 42.8

(2）無形固定資産 2,408 0.0 2,408 0.1 2,408 0.1

(3）投資その他の資産

１．関係会社出資金 679,483 738,740 702,806

２．その他 196,333 183,349 177,574

３．貸倒引当金 △3,326 △3,170 △3,170

投資その他の資産合計 872,490 22.5 918,920 23.0 877,211 19.8

固定資産合計 2,596,641 66.9 2,784,472 69.8 2,775,083 62.7

資産合計 3,880,131 100.0 3,991,991 100.0 4,423,386 100.0
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前中間会計期間末
（平成18年２月28日）

当中間会計期間末
（平成19年２月28日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年８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
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 452,067 409,392 413,316

２．未払法人税等 46,590 60,720 99,758

３．賞与引当金 21,000 25,500 24,000

４．役員賞与引当金 3,000 4,800 9,930

５．その他 101,570 103,359 73,654

流動負債合計 624,228 16.1 603,772 15.1 620,659 14.0

Ⅱ　固定負債

１．新株予約権付社債 － － 500,000

２. 退職給付引当金 81,703 89,160 87,033

固定負債合計 81,703 2.1 89,160 2.3 587,033 13.3

負債合計 705,931 18.2 692,932 17.4 1,207,693 27.3

（資本の部）

Ⅰ　資本金 666,222 17.2 － － － －

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 712,159 － －

２．その他資本剰余金 12,714 －  －  

資本剰余金合計 724,874 18.7 － － － －

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 56,150 － －

２．任意積立金 1,604,000 － －

３．中間未処分利益 87,592 － －

利益剰余金合計 1,747,742 45.0 － － － －

Ⅳ　その他有価証券評価差額金 42,678 1.1 － － － －

Ⅴ　自己株式 △7,317 △0.2 － － － －

資本合計 3,174,199 81.8 － － － －

負債資本合計 3,880,131 100.0 － － － －
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前中間会計期間末
（平成18年２月28日）

当中間会計期間末
（平成19年２月28日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年８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
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   － －  671,787 16.8  668,607 15.1

２．資本剰余金           

(1）資本準備金  －   717,689   714,529   

(2）その他資本剰余金  －   12,509   12,509   

資本剰余金合計   － －  730,198 18.3  727,038 16.4

３．利益剰余金           

(1）利益準備金  －   56,150   56,150   

(2）その他利益剰余金           

別途積立金  －   1,604,000   1,604,000   

繰越利益剰余金  －   193,880   130,856   

利益剰余金合計   － －  1,854,030 46.5  1,791,006 40.5

４．自己株式   － －  △6,944 △0.2  △6,773 △0.1

株主資本合計   － －  3,249,071 81.4  3,179,879 71.9

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評価差額金   － －  49,988   35,813  

評価・換算差額等合計   － －  49,988 1.2  35,813 0.8

純資産合計   － －  3,299,059 82.6  3,215,692 72.7

負債純資産合計   － －  3,991,991 100.0  4,423,386 100.0
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(2）中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８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 2,190,960 100.0 2,507,010 100.0 4,564,865 100.0

Ⅱ　売上原価 ※５ 1,923,167 87.8 2,180,477 87.0 3,994,079 87.5

売上総利益 267,793 12.2 326,532 13.0 570,785 12.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※５ 206,934 9.4 202,785 8.1 418,540 9.2

営業利益 60,858 2.8 123,746 4.9 152,245 3.3

Ⅳ　営業外収益 ※１ 20,767 0.9 33,266 1.4 42,982 1.0

Ⅴ　営業外費用 ※２ － － 9 0.0 12,195 0.3

経常利益 81,626 3.7 157,003 6.3 183,032 4.0

Ⅵ　特別利益 ※３ 291 0.0 210 0.0 13,474 0.3

Ⅶ　特別損失 ※４ 726 0.0 82 0.0 2,113 0.0

税引前中間(当期)純利益 81,191 3.7 157,131 6.3 194,393 4.3

法人税、住民税及び事業税 44,981 59,213 110,177

法人税等調整額 △5,395 39,585 1.8 4,022 63,235 2.6 △16,017 94,159 2.1

中間(当期)純利益 41,605 1.9 93,895 3.7 100,233 2.2

前期繰越利益 45,986 － －

中間未処分利益 87,592 － －
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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９月１日　至平成19年２月28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
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

平成18年８月31日　残高
（千円）

668,607 714,529 12,509 727,038 56,150 1,604,000 130,856 1,791,006 △6,773 3,179,879

中間会計期間中の変動額

新株の発行 3,180 3,160 － 3,160 － － － － － 6,340

剰余金の配当 － － － － － － △30,872 △30,872 － △30,872

中間純利益 － － － － － － 93,895 93,895 － 93,895

自己株式の取得 － － － － － － － － △171 △171

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）

3,180 3,160 － 3,160 － － 63,023 63,023 △171 69,192

平成19年２月28日　残高
（千円）

671,787 717,689 12,509 730,198 56,150 1,604,000 193,880 1,854,030 △6,944 3,249,071

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８月31日　残高
（千円）

35,813 35,813 3,215,692

中間会計期間中の変動額

新株の発行 － － 6,340

剰余金の配当 － － △30,872

中間純利益 － － 93,895

自己株式の処分 － － △171

株主資本以外の項目の
中間会計期間中の変動額
（純額）

14,174 14,174 14,174

中間会計期間中の変動額
合計
（千円）

14,174 14,174 83,366

平成19年２月28日　残高
（千円）

49,988 49,988 3,299,059
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成17年９月１日　至平成18年８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
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

平成17年８月31日　残高
（千円）

666,222 712,159 11,182 723,342 56,150 1,604,000 88,180 1,748,330 △39,746 3,098,148

事業年度中の変動額

新株の発行 2,385 2,370 － 2,370 － － － － － 4,755

剰余金の配当 － － － － － － △33,683 △33,683 － △33,683

剰余金の配当
（中間配当額） 

－ － － － － － △15,363 △15,363 － △15,363

利益処分による役員賞与 － － － － － － △8,510 △8,510 － △8,510

当期純利益 － － － － － － 100,233 100,233 － 100,233

自己株式の取得 － － － － － － － － △2,176 △2,176

自己株式の処分 － － 1,326 1,326 － － － － 35,149 36,475

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

－ － － － － － － － － －

事業年度中の変動額合計
（千円）

2,385 2,370 1,326 3,696 － － 42,676 42,676 32,973 81,730

平成18年８月31日　残高
（千円）

668,607 714,529 12,509 727,038 56,150 1,604,000 130,856 1,791,006 △6,773 3,179,879

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８月31日　残高
（千円）

21,208 21,208 3,119,356

事業年度中の変動額

新株の発行 － － 4,755

剰余金の配当 － － △33,683

剰余金の配当
（中間配当額） 

－ － △15,363

利益処分による役員賞与 － － △8,510

当期純利益 － － 100,233

自己株式の取得 － － △2,176

自己株式の処分 － － 36,475

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

14,605 14,605 14,605

事業年度中の変動額合計
（千円）

14,605 14,605 96,336

平成18年８月31日　残高
（千円）

35,813 35,813 3,215,692
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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９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

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）

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）

有価証券

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

たな卸資産

商品

総平均法による原価法

たな卸資産

――――

 

たな卸資産

――――

 

製品・仕掛品

成形・組付品～総平均法による

原価法

樹脂金型～個別法による原価法

製品・仕掛品

同左

製品・仕掛品

同左

原材料

総平均法による原価法

原材料

同左

原材料

同左

２．減価償却資産の減価償却

の方法

有形固定資産

定率法

ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（建物附属設備

を除く。）については、定額法

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　　　　　３～47年

機械装置　　　８～10年

有形固定資産

同左

有形固定資産

同左

 ３．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。
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

４．引当金の計上基準 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

貸倒引当金

同左

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

見込額に基づき計上しております。

賞与引当金

同左

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に基

づき計上しております。

役員賞与引当金

役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

見込額に基づき計上しております。

（会計方針の変更） 

従来、役員賞与は未処分利益の減

少として処理しておりましたが、

当中間会計期間より「役員賞与に

関する会計基準」（平成17年11月

29日　企業会計基準委員会　企業

会計基準第４号）を適用し、費用

処理しております。 

この結果、販売費及び一般管理費

が3,000千円増加し、営業利益、

経常利益及び税引前中間純利益が

3,000千円減少しております。 

役員賞与引当金

　　　　　同左

 

 

 

 ――――

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。

 

 （会計処理の方法の変更）

 　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）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9,930

千円減少しております。

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、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

額をそれぞれ発生の翌事業年度か

ら処理することにしております。

退職給付引当金

同左

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、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間内の

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発生

の翌事業年度から処理することに

しております。

５．重要なリース取引の処理

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

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

消費税等の会計処理は、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

消費税等の会計処理は、税抜方式

によっております。
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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９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８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。

 ―――― （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。

  従来の資本の部の合計に相当する金

額は3,299,059千円であります。

  なお、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貸借対

照表の純資産の部については、改正後

の中間財務諸表等規則により作成して

おります。

（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3,215,692千円であります。

  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18年２月28日）

当中間会計期間末
（平成19年２月28日）

前事業年度末
（平成18年８月31日）

※１．有形固定資産の

減価償却累計額
2,786,697千円

※１．有形固定資産の

減価償却累計額
2,919,512千円

※１．有形固定資産の

減価償却累計額
2,857,464千円

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

※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               　40千円 　受取利息                158千円 　受取利息                168千円

　為替差益           　 2,008千円 　為替差益              8,058千円 　受取ロイヤリティ     34,703千円

　受取ロイヤリティ     15,996千円 　受取ロイヤリティ     22,647千円  

※２．　        ―――― ※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                  9千円  　　　 　支払利息 　　　　　　　　17千円

 　　　  　　  　　　 　社債発行費　　　　　 11,839千円

  　為替差損　　　　　　　　338千円

※３．特別利益のうち重要なもの ※３．特別利益のうち重要なもの ※３．特別利益のうち重要なもの

　貸倒引当金戻入益        291千円

 

 

 

　固定資産売却益　        

  　車両運搬具　　　　　　210千円

 

 

　固定資産売却益

  　車両運搬具　　　　　　146千円

  投資有価証券売却益 　12,880千円

　貸倒引当金戻入益     　 448千円

　

※４．特別損失のうち重要なもの ※４．特別損失のうち重要なもの ※４．特別損失のうち重要なもの

固定資産売却損

　車両運搬具 

 

 　　 50千円

247千円

固定資産除却損

　機械装置 

　工具器具備品 

 

 　 247千円

 　 110千円

  合計 357千円 

  

役員退職慰労金  319千円

固定資産売却損

  車両運搬具　

   

 　  72千円

固定資産除却損

　工具器具備品 

 

 　　10千円

固定資産売却損 

  車両運搬具

 

 　　50千円

固定資産除却損 

  建物　

  機械装置　

  車両運搬具

  工具器具備品

 

 1,333千円

 　　247千円

　　 53千円

 　　110千円

  合計    1,744千円

 

役員退職慰労金

 

　319千円

※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         59,539千円 　有形固定資産 　　　　67,375千円 　有形固定資産        134,948千円

（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９月１日　至平成19年２月28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　　（注） 17 0 － 17

合計 17 0 － 17

 　（注）普通株式の自己株式の株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

前事業年度（自平成17年９月１日　至平成18年８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　　（注） 118 2 103 17

合計 118 2 103 17

 　（注）普通株式の自己株式の株式数の増加２千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
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①　リース取引

前中間会計期間（自平成17年９月１日　至平成18年２月28日）

　リース契約一件当たりのリース料総額が3,000千円以上のリース契約がないため、記載を省略しております。

当中間会計期間（自平成18年９月１日　至平成19年２月28日）

　リース契約一件当たりのリース料総額が3,000千円以上のリース契約がないため、記載を省略しております。

前事業年度（自平成17年９月１日　至平成18年８月31日）

　リース契約一件当たりのリース料総額が3,000千円以上のリース契約がないため、記載を省略しております。

②　有価証券

前中間会計期間（平成18年２月28日現在）

　子会社株式で時価のあるものはありません。

当中間会計期間（平成19年２月28日現在）

　子会社株式で時価のあるものはありません。

前事業年度（平成18年８月31日現在）

　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
（自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日）

当中間会計期間
（自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日）

前事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

１株当たり純資産額 826円42銭

１株当たり中間純利益

金額
10円97銭

１株当たり純資産額 850円54銭

１株当たり中間純利益

金額
  24円29銭

１株当たり純資産額    833円30銭

１株当たり当期純利益

金額
  26円20銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額
10円88銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額
  24円25銭

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額
  25円91銭

　（注）　１株当たり中間（当期）純利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。

項目
前中間会計期間

(自　平成17年９月１日
至　平成18年２月28日)

当中間会計期間
(自　平成18年９月１日
至　平成19年２月28日)

前事業年度
(自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金額

中間（当期）純利益（千円） 41,605 93,895 100,233

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
41,605 93,895 100,233

期中平均株式数（千株） 3,792 3,865 3,825

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益金額

中間（当期）純利益調整額（千円） － － －

普通株式増加数（千株） 30 6 42

（うち新株予約権） (30) (6) (42)

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

平成17年11月25日定時

株主総会決議による新株

予約権方式のストックオ

プション（株式の数

128,000株）。

―――  ―――
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（重要な後発事象）

前中間会計期間（自平成17年９月１日　至平成18年２月28日）

　当社は、平成18年４月12日開催の当社取締役会の決議に基づき、第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予

約権付社債を発行いたしました。その概要は次のとおりであります。

（１）社債総額　　　　　　  金500百万円

（２）各社債の金額　　　　  金2,500万円の1種

（３）利率　　　　　　　　  本社債には利息を付さない。

（４）発行価額　　　　　　  額面100円につき金100円。

（５）払込期日及び発行日　  平成18年４月28日

（６）償還期限　　　　　　  平成20年４月28日

（７）資金の使途　　　　　  運転資金に充当する予定

（８）募集の方法　　　　　  第三者割当の方法により、三菱UFJ証券株式会社に全てを割り当てる。

（９）担　　　保　　　　　　本新株予約権付社債には物上担保および保証は付されておらず、

また特に留保されている資産はない。

（10）本新株予約権の内容

① 本新株予約権の目的となる株式の種類　　  当社普通株式

② 本新株予約権の行使請求期間　　　　　　　平成18年５月１日から平成20年４月25日まで

③ 本新株予約権の個数　　　　　　　　　　　20個

④ 本新株予約権1個の行使に際して払込みをなすべき額は、本社債の発行価額と同額とする。

⑤ 本新株予約権の行使により発行または移転する当社普通株式１株に払込むべき金額（以下「転換価額」とい

う。）は、当初平成18年４月12日の株式会社ジャスダック証券取引所の終値1,130円（当初転換価額）とする。

⑥ 転換価額の修正

　本新株予約権付社債の発行後、毎月第３金曜日（以下「決定日」という。）の翌取引日以降、転換価額は、決

定日まで（当日を含む。）の３連続取引日（ただし、終値（気配表示を含む。）のない日は除き、決定日が取引

日でない場合には、決定日の直前の取引日までの３連続取引日とする。以下「時価算定期間」という。）の株式

会社ジャスダック証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値の

90％に相当する金額（円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り捨てる。以下「修正後転換価額」

という。）に修正される。なお、時価算定期間内に、後述⑦で定める転換価額の調整事由が生じた場合には、修

正後転換価額は、当社が適正と判断する値に調整される。ただし、かかる算出の結果、修正後転換価額が当初転

換価額の50%（以下「下限転換価額」という。ただし、本項⑦による調整を受ける。）を下回る場合には、修正

後転換価額は下限転換価額とし、修正後転換価額が当初転換価額の150%（以下「上限転換価額」という。ただし、

⑦による調整を受ける。）を上回る場合には、修正後転換価額は上限転換価額とする。

⑦ 転換価額の調整

　当社は、本新株予約権付社債の発行後、時価を下回る発行価額または処分価額をもって当社普通株式を発行ま

たは当社が有する当社普通株式を処分する場合（ただし、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証

券または当社普通株式の発行もしくは移転を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）

の転換または行使による場合を除く。）には次の算式により転換価額を調整する。

既発行

株式数
＋

新発行・

処分株式数
×

１株あたりの

発行・処分価額

調整後

転換価額
＝

調整前

転換価額
×

時価

既発行株式数＋新発行・処分株式数

　また、転換価額は、当社普通株式の分割もしくは併合または時価を下回る価額をもって当社普通株式に転換さ

れる証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権もしくは新株予約権付社債

の発行が行われる場合等にも適宜調整される。

当中間会計期間（自平成18年９月１日　至平成19年２月28日）

 　   該当事項はありません。

 

前事業年度（自平成17年９月１日　至平成18年８月31日）

　該当事項はありません。
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