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平成20年１月期 中間決算短信（非連結） 

                              平成19年９月11日 

上場会社名       株式会社きんえい      上場取引所     大証二部 
コード番号       9636            ＵＲＬ http://www.kin-ei.co.jp 
代表者         （役職名）取締役社長  （氏名）山内 秀茂 
問合せ先責任者     （役職名）経理部長   （氏名）村井 弘幸  ＴＥＬ(06)6632－4553 

半期報告書提出予定日  平成19年10月10日 
（百万円未満切捨て） 

１．19年７月中間期の業績（平成19年２月１日～平成19年７月31日） 
（１）経営成績                             （％表示は対前年中間期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益 
 

19年７月中間期 
18年７月中間期 

百万円   ％ 
1,968  △10.2   
2,192     5.3   

    百万円   ％ 
131   △38.0   
211     79.2   

百万円     ％ 
114  △40.4   
192     96.3   

百万円     ％ 
60   △33.8   

 90    100.4   
19年１月期 4,253       ―   332       ―   297    ―   139    ―   
 

 
１株当たり中間 
（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益 
 
19年７月中間期 
18年７月中間期 

円  銭 
2. 15   
3. 24   

円  銭 
―   
―   

19年１月期 4. 96   ―   

（参考）持分法投資損益 19年７月中間期  ― 百万円 18年７月中間期  ― 百万円 19年１月期  ― 百万円 
 
（２）財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 
 

19年７月中間期 
18年７月中間期 

百万円 
  6,881     

7,223   

百万円 
1,811   
1,801   

％ 
26.3  
24.9  

円  銭 
 64. 72  
64. 29  

19年１月期 7,044   1,842   26.2  65. 81  

（参考）自己資本    19年７月中間期 1,811百万円 18年７月中間期 1,801百万円 19年１月期 1,842百万円 
 
（３）キャッシュ･フローの状況 

 
営業活動による 

キャッシュ・フロー 
投資活動による 

キャッシュ・フロー 
財務活動による 

キャッシュ・フロー 
現金及び現金同等物 

期末残高 
 

19年７月中間期 
18年７月中間期 

百万円 
229    
349   

百万円 
△151   
△101   

百万円 
△108   
△228   

百万円 
281   
327   

19年１月期 602   △143   △454   313   
 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 
（基準日） 中間期末 期末 年間 

 
19年１月期 

円 銭 
―  

円 銭 
3. 00   

円 銭 
3. 00   

20年１月期  ―   
20年１月期（予想）    2. 00  

2. 00   

（注）19年１月期期末配当金の内訳 記念配当 1円00銭 
 
３．20年１月期の業績予想（平成19年２月１日～平成20年１月31日） 

（％表示は対前期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 
当期純利益 

 
通 期 

百万円   ％ 
4,000   △6.0  

百万円   ％ 
250  △24.8  

百万円   ％ 
 220  △26.1  

百万円   ％ 
110 △20.9  

円 銭 
3. 93  
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４．その他 

（１）中間財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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に記載されるもの） 

  ① 会計基準等の改正に伴う変更 無 

  ② ①以外の変更        無 

 

（２）発行済株式数（普通株式） 

  ①期末発行済株式数（自己株式を含む） 

19年７月中間期 28,210,000株 18年７月中間期 28,210,000株 19年１月期 28,210,000株 

  ②期末自己株式数 

19年７月中間期    220,586株 18年７月中間期    188,137株 19年１月期    205,197株 

   （注）１株当たり中間（当期）純利益の算定の基礎となる株式数については、20ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

業績予想は、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、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場合があります。業績予想に関する事項は、添付資料の３ペー

ジをご参照ください。 

なお、当期の業績見通しにつきましては、平成 19年３月 15日に発表した業績予想を修正しております。 
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１ 経営成績 

（１）経営成績に関する分析 

  （当中間期の経営成績） 

当中間期のわが国経済は、個人消費の伸張に力強さが欠けるものの、企業収益が改善される中で設備投資が

増加し、雇用情勢が着実な改善に向かうなど、弱含みながらも回復基調で推移しました。 

この間当社におきましては、事業所全般に亘って顧客満足度のより高いサービスの提供に努めるとともに、

部門別業績管理の徹底をさらに推進し、集客と収入の確保に鋭意努力を傾けましたが、売上高は1,968,432千

円（前年同期比10.2％減）となりました。 

一方、費用の面におきましては、諸経費全般に亘って鋭意節減に努めましたが、営業利益は131,159千円（前

年同期比38.0％減）、経常利益は114,910千円（前年同期比40.4％減）となり、中間純利益は60,170千円（前

年同期比33.8％減）となりました。 

 以下、中間期の事業の概況を部門別に申し上げます。 

 劇場部門におきましては、「パイレーツ・オブ・カリビアン ワールド・エンド」「スパイダーマン３」「ナ

イトミュージアム」「ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団」「ドラえもん」「名探偵コナン」「ダイ・ハード

４.０」「東京タワー」「どろろ」「ポケットモンスター」などの話題作品を上映して観客誘致に努めました

が、いずれも強力な集客力に欠け、また当社事業エリア近隣に相次ぎシネマコンプレックスが新設された影響

もあり、この部門全体の収入合計は633,772千円（前年同期比21.5％減）となり、営業原価を控除した営業総

利益は3,852千円（前年同期比94.3％減）となりました。 

 ビル賃貸部門におきましては、テナント入居率の維持向上に努めるとともに、アポロビル、ルシアスビルの

一体となった販売促進活動を精力的に実施したほか、アポロビル開業35周年を記念するイベントを開催するな

ど集客に力を注ぎ、また劇場部門との連携による相乗的な収益向上を図りましたが、駐車場収入等ビル付帯事

業を含めたこの部門全体の収入合計は1,038,033千円（前年同期比1.3％減）となり、営業原価を控除した営業

総利益は238,130千円（前年同期比1.6％減）となりました。 

 娯楽場等部門では、アポロ４階ゲームセンターを昨年６月に増床開業いたしましたものの、本年１月にあべ

のルシアス４階ゲームセンターの営業を廃止したことに伴う影響もあって、この部門の収入合計は296,626千

円（前年同期比11.1％減）になり、営業原価を控除した営業総利益は54,537千円（前年同期比11.9％減）とな

りました。 

（当期の見通し） 

今後の見通しにつきましては、引き続き企業業績の好調は持続し、景気回復が続くものと思われますが、原

油価格の高騰など景気回復に影響を与える不安定要因により、依然として厳しい経営環境が続くものと思われ

ます。映画興行界におきましても、劇場間の観客獲得競争は一層厳しくなることが予想されます。 

このような状況の中、劇場部門では、パソコン、携帯電話によるインターネットを利用した予約･購入サー

ビスについて、表示画面の視認性や操作性の向上を図るなど、お客様の視点に立ったサービスの提供により一

層の力を傾注してまいります。またビル賃貸部門におきましては、より安全で快適なビル環境整備に努めると

ともに、引き続きアポロ、ルシアス両ビル一体の販売促進活動を活発に展開するなど、当社事業の両輪である

劇場部門とビル賃貸部門との有機的な連携により、相乗的な集客力の強化と収益の向上を図ってまいります。 

通期の予想につきましては、売上高は4,000百万円（前期比6.0％減）、経常利益は220百万円（前期比26.1％

減）、当期純利益は110百万円（前期比20.9％減）となる見込みであります。なお、平成19年３月15日に公表

した業績予想から、売上高は230百万円、経常利益は50百万円をそれぞれ減額しておりますが、当期純利益は

変更ありません。 

 

（２）財政状態に関する分析 

（資産、負債及び純資産の状況） 

   当中間期末における資産は、前期末に比較して163,126千円減少し6,881,534千円となりました。これは、減

価償却等に伴う有形固定資産の減少175,661千円等によるものであります。 

   また、負債は前期末に比較して131,794千円減少し5,069,954千円となりました。これは、未払金の減少
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159,618千円等によるものであります。 

   純資産については、前期末に比較して31,332千円減少し1,811,580千円となりました。これは、利益剰余金

の減少23,843千円等によるものであります。 

  （キャッシュ・フローの状況） 

   当中間期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、投資活動及び財務活動における支出が、

営業活動による収入を上回ったため、前期末に比較して31,475千円（10.0％）減少し、当中間期末には、281,960

千円となりました。 

また、当中間期中における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。 

  （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

   当中間期において営業活動で得られた資金は、229,016千円（前年同期比34.4％減）となりました。これは、

税引前中間純利益及び減価償却費等によるものであります。なお、税引前中間純利益の減少等により、営業活

動で得られた資金は前年同期に比較して減少しております。 

  （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

   当中間期において投資活動で使用した資金は、151,507千円（前年同期比49.4％増）となりました。これは、

有形固定資産の取得及び短期貸付金の貸付による支出等によるものであります。なお、短期貸付金の増加等に

より、投資活動で使用した資金は前年同期に比較して増加しております。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

   当中間期において財務活動で使用した資金は、108,984千円（前年同期比52.3％減）となりました。これは、

配当金の支払い等によるものであります。なお、短期借入金の増加等により、財務活動で使用した資金は前年

同期に比較して減少しております。 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成16年１月期 平成17年１月期 平成18年１月期 平成19年１月期 
平成20年１月 

中間期 

自己資本比率（％） 20.8 23.3 23.1 26.2 26.3 

時価ベースの自己資本比率
（％） 

116.0 128.6 147.5 152.3 157.8 

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率 

4.5 4.7 5.5 3.5 4.5 

インタレスト・カバレッジ・
レシオ（倍） 

19.7 11.8 10.5 15.6 12.4 

（注）自己資本比率：自己資本／総資産 

      時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

      キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

      （中間期については、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍にしております。） 

      インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利息の支払額 

      ※株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

      ※有利子負債は貸借対照表（中間貸借対照表）に計上されている負債のうち利子を支払っている全て

の負債を対象としております。 

 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

   当社は、企業体質の強化及び将来の事業展開等に必要な内部留保を確立しつつ、安定配当を維持継続するこ

とを基本方針としております。 

当期の配当につきましては、上記方針に基づき、１株当たり２円の期末配当を予定しております。 

 

（４）事業等のリスク 

   最近の有価証券報告書（平成19年４月26日提出）における記載から、新たに顕在化した速やかに伝達すべき

リスクがないため開示を省略しております。 
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２．企業集団の状況 

  最近の有価証券報告書（平成19年４月26日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状

況」から重要な変更がないため開示を省略しております。 

 

３．経営方針 

（１）会社の経営の基本方針 

（２）目標とする経営指標 

（３）中長期的な会社の経営戦略 

（４）会社の対処すべき課題 

上記につきましては、「平成19年１月期決算短信」（平成19年３月15日開示）により開示を行った内容から重

要な変更がないため開示を省略しております 

  当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

   （当社ホームページ） 

    http://www.kin-ei.co.jp 

   （大阪証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

    http://www.ose.or.jp/listed/lc_jk.html 
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４．中間財務諸表 
（１）中間貸借対照表 

前中間会計期間末 当中間会計期間末 前 事 業 年 度 の         
要約貸借対照表           

（平成18年７月31日） （平成19年７月31日） （平成19年１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  327,449   281,960   313,435   

２ 売掛金  97,501   85,311   93,094   

３ たな卸資産  4,209   4,187   4,389   

４ その他  208,666   210,532   129,661   

流動資産合計   637,827 8.8  581,991 8.5 540,580 7.7 

Ⅱ 固定資産          

（１）有形固定資産 ※１         

１ 建物 ※２ 2,449,302   2,295,156   2,380,225   

２ 機械及び設備 ※２ 1,476,643   1,316,392   1,396,178   

３ 器具備品  85,937   57,738   69,496   

４ 土地 ※２ 1,011,936   1,011,936   1,011,936   

５ その他  222,149   313,226   312,274   

有形固定資産合計  5,245,969   4,994,449   5,170,110   

（２）無形固定資産  58,551   44,502   51,182   

（３）投資その他の資産          

１ 差入保証金  1,245,500   1,225,540   1,245,500   

２ その他  36,739   35,051   37,844   

３ 貸倒引当金  △788   ―   △557   

投資その他の資産合計  1,281,451   1,260,591   1,282,787   

固定資産合計   6,585,972 91.2  6,299,543 91.5 6,504,081 92.3 

資産合計   7,223,799 100.0  6,881,534 100.0 7,044,661 100.0 
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前中間会計期間末 当中間会計期間末 前 事 業 年 度 の         
要約貸借対照表            

（平成18年７月31日） （平成19年７月31日） （平成19年１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  175,325   158,620   125,936   

２ 短期借入金  100,000   100,000   ―   

３ １年以内に返済予定 

の長期借入金 
 237,920   435,920   237,920   

４ 未払金  224,719   161,146   320,764   

５ 繰延税金負債  9,702   14,494   19,316   

６ 賞与引当金  15,000   15,000   12,000   

７ その他  357,160   380,852   350,649   

流動負債合計   1,119,827 15.5  1,266,033 18.4  1,066,586 15.1 

Ⅱ 固定負債           

１ 長期借入金  1,964,900   1,528,980   1,845,940   

２ 繰延税金負債  250,179   228,709   238,658   

３ 退職給付引当金  149,346   121,067   132,008   

４ 役員退職慰労引当金  6,010   ―   7,090   

５ 受入保証金  1,932,052   1,918,029   1,911,465   

 ６ その他  ―   7,135   ―   

   固定負債合計   4,302,488 59.6  3,803,921 55.3 4,135,162 58.7 

負債合計   5,422,315 75.1  5,069,954 73.7 5,201,748 73.8 
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前中間会計期間末 当中間会計期間末 前 事 業 年 度 の         
要約貸借対照表            

（平成18年７月31日） （平成19年７月31日） （平成19年１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   564,200 7.8 564,200 8.2  564,200 8.0 

（２）資本剰余金          

１ 資本準備金  24,155   24,155   24,155   

資本剰余金合計   24,155 0.3 24,155 0.4  24,155 0.3 

（３）利益剰余金          

１ 利益準備金  120,197   120,197   120,197   

２ その他利益剰余金          

固定資産圧縮積立金  499,260   448,316   472,544   

別途積立金  200,000   300,000   200,000   

繰越利益剰余金  453,067   428,410   528,026   

利益剰余金合計   1,272,525 17.6 1,296,923 18.8  1,320,767 18.8 

（４）自己株式   △67,023 △0.9 △79,597 △1.2  △73,587 △1.0 

株主資本合計   1,793,857 24.8 1,805,682 26.2  1,835,535 26.1 

Ⅱ 評価・換算差額等           

（１）その他有価証券 

評価差額金 
  7,626 0.1 5,897 0.1  7,376 0.1 

評価・換算差額等合計   7,626 0.1 5,897 0.1  7,376 0.1 

純資産合計   1,801,483 24.9 1,811,580 26.3  1,842,912 26.2 

負債・純資産合計   7,223,799 100.0 6,881,534 100.0  7,044,661 100.0 
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（２）中間損益計算書 

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度の        
要約損益計算書   

（平成18年２月１日から 
平成18年７月31日まで） 

（平成19年２月１日から 
平成19年７月31日まで） 

（平成18年２月１日から 
平成19年１月31日まで） 

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   2,192,615 100.0  1,968,432 100.0  4,253,472 100.0 

Ⅱ 営業原価   1,821,650 83.1  1,671,912 84.9  3,601,520 84.7 

営業総利益   370,965 16.9  296,519 15.1  651,952 15.3 

Ⅲ 一般管理費   159,471 7.3  165,360 8.4  319,406 7.5 

営業利益   211,494 9.6  131,159 6.7  332,545 7.8 

Ⅳ 営業外収益 ※１  916 0.1  1,107 0.0  3,187 0.1 

Ⅴ 営業外費用 ※２  19,742 0.9  17,357 0.9  38,146 0.9 

経常利益   192,668 8.8  114,910 5.8  297,587 7.0 

Ⅵ 特別利益   5,338 0.3  ― ―  5,568 0.1 

Ⅶ 特別損失 ※３  42,937 2.0  13,499 0.6  66,911 1.5 

税引前中間（当期）純利益   155,068 7.1  101,410 5.2  236,244 5.6 

法人税、住民税及び事業税  330   55,000   35,000   

法人税等調整額  63,892 64,222 3.0 △13,760 41,239 2.1 62,156 97,156 2.3 

中間（当期）純利益   90,846 4.1  60,170 3.1  139,088 3.3 
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（３）中間株主資本等変動計算書  

前中間会計期間（平成18年２月１日から平成18年７月31日まで） 

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 利益準備金 

固定資産 
圧縮積立金 

別途積立金 繰越利益 
剰余金 

自己株式 
株主資本 
合計 

平成18年１月31日残高（千円） 564,200 24,155 120,197 584,051 200,000 333,492 △63,367 1,762,729 

中間会計期間中の変動額     

前事業年度利益処分に係る 
固定資産圧縮積立金の取崩 

 △59,516 59,516 ― 

 中間会計期間に係る 
 固定資産圧縮積立金の取崩 

 △25,275 25,275 ― 

 剰余金の配当   △56,062 △56,062 

 中間純利益   90,846 90,846 

 自己株式の取得    △3,656 △3,656 

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） 

― ― ― △84,791 ― 119,575 △3,656 31,127 

平成18年７月31日残高（千円） 564,200 24,155 120,197 499,260 200,000 453,067 △67,023 1,793,857 

 

評価・換算 
差額等 

 その他 
有価証券 
評価差額金 

純資産合計 

平成18年１月31日残高（千円） 8,517 1,771,247 

中間会計期間中の変動額  

前事業年度利益処分に係る 
固定資産圧縮積立金の取崩 

― 

中間会計期間に係る 
 固定資産圧縮積立金の取崩 

― 

 剰余金の配当 △56,062 

 中間純利益 90,846 

 自己株式の取得 △3,656 

株主資本以外の項目の中間 
会計期間中の変動額（純額） 

△891 △891 

中間会計期間中の変動額合計 
（千円） 

△891 30,236 

平成18年７月31日残高（千円） 7,626 1,801,483 
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当中間会計期間（平成19年２月１日から平成19年７月31日まで） 

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 利益準備金 

固定資産 
圧縮積立金 

別途積立金 繰越利益 
剰余金 

自己株式 
株主資本 
合計 

平成19年１月31日残高（千円） 564,200 24,155 120,197 472,544 200,000 528,026 △73,587 1,835,535 

中間会計期間中の変動額     

 固定資産圧縮積立金の取崩  △24,228 24,228 ― 

 別途積立金の積立   100,000 △100,000 ― 

 剰余金の配当   △84,014 △84,014 

 中間純利益   60,170 60,170 

 自己株式の取得    △6,009 △6,009 

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） 

― ― ― △24,228 100,000 △ 99,615 △6,009 △29,853 

平成19年７月31日残高（千円） 564,200 24,155 120,197 448,316 300,000 428,410 △79,597 1,805,682 

 

評価・換算 
差額等 

 その他 
有価証券 
評価差額金 

純資産合計 

平成19年１月31日残高（千円） 7,376 1,842,912 

中間会計期間中の変動額  

 固定資産圧縮積立金の取崩 ― 

 別途積立金の積立 ― 

 剰余金の配当 △84,014 

 中間純利益 60,170 

 自己株式の取得 △6,009 

株主資本以外の項目の中間 
会計期間中の変動額（純額） 

△1,479 △1,479 

中間会計期間中の変動額合計 
（千円） 

△1,479 △31,332 

平成19年７月31日残高（千円） 5,897 1,811,580 
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前事業年度（平成18年２月１日から平成19年１月31日まで） 

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 利益準備金 

固定資産 
圧縮積立金 

別途積立金 繰越利益 
剰余金 

自己株式 
株主資本 
合計 

平成18年１月31日残高（千円） 564,200 24,155 120,197 584,051 200,000 333,492 △63,367 1,762,729 

事業年度中の変動額     

前事業年度利益処分に係る 
固定資産圧縮積立金の取崩 

  △59,516 59,516  ― 

 事業年度に係る 
 固定資産圧縮積立金の取崩 

  △51,991 51,991  ― 

 剰余金の配当   △56,062  △56,062 

 当期純利益   139,088  139,088 

 自己株式の取得   △10,220 △10,220 

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） ― ― ― △111,507 ― 194,533 △10,220 72,806 

平成19年１月31日残高（千円） 564,200 24,155 120,197 472,544 200,000 528,026 △73,587 1,835,535 

 

評価・換算 
差額等 

 その他 
有価証券 
評価差額金 

純資産合計 

平成18年１月31日残高（千円） 8,517 1,771,247 

事業年度中の変動額  

前事業年度利益処分に係る 
固定資産圧縮積立金の取崩 

― 

事業年度に係る 
 固定資産圧縮積立金の取崩 

― 

 剰余金の配当 △56,062 

 当期純利益 139,088 

 自己株式の取得 △10,220 

株主資本以外の項目の 
事業年度中の変動額（純額） 

△1,140 △1,140 

事業年度中の変動額合計（千円） △1,140 71,665 

平成19年１月31日残高（千円） 7,376 1,842,912 
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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 当中間会計期間 前事業年度の 
キャッシュ・フロー計算書  

（平成18年２月１日から 
平成18年７月31日まで） 

（平成19年２月１日から 
平成19年７月31日まで） 

（平成18年２月１日から 
平成19年１月31日まで） 

区分 注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 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（当期）純利益  155,068 101,410 236,244 

減価償却費  200,301 184,799 390,013 

退職給付引当金の増減額  1,860 △10,940 △15,477 

役員退職慰労引当金の増減額  380 △7,090 1,460 

受取利息及び受取配当金  △645 △694 △1,413 

支払利息  19,482 17,328 37,862 

固定資産除却損  42,937 13,499 66,911 

売上債権の減少額  4,927 7,782 9,334 

その他流動資産の増減額  △9,980 △14,739 13,932 

仕入債務の増減額  △143 32,684 △49,532 

その他流動負債の増減額  30,994 △52,665 31,502 

その他  2,477 12,182 △658 

小計  447,660 283,557 720,179 

利息及び配当金の受取額  568 673 1,330 

利息の支払額  △20,137 △18,238 △38,558 

法人税等の支払額  △78,772 △36,976 △80,501 

営業活動によるキャッシュ・フロー  349,318 229,016 602,450 

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  △7,074 △94,280 △51,591 

無形固定資産の取得による支出  △48,368 △200 △48,368 

短期貸付金の純増減額  2,822 △65,709 57,543 

差入保証金の返還による収入  ― 20,000 ― 

差入保証金の差入による支出  △18,400 △40 △18,400 

受入保証金の純増減額  △28,011 5,888 △50,337 

その他  △2,358 △17,166 △31,858 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △101,389 △151,507 △143,012 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入金の純増減額  △50,000 100,000 △150,000 

長期借入金の返済による支出  △118,960 △118,960 △237,920 

配当金の支払額  △56,062 △84,014 △56,062 

その他  △3,656 △6,009 △10,220 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △228,678 △108,984 △454,202 

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減額  19,249 △31,475 5,235 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  308,199 313,435 308,199 

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
中間期末（期末）残高 

 327,449 281,960 313,435 
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

前中間会計期間 
（平成18年２月１日から 
平成18年７月31日まで） 

当中間会計期間 
（平成19年２月１日から 
平成19年７月31日まで） 

前事業年度 
（平成18年２月１日から 
平成19年１月31日まで） 

１ 資産の評価基準及び評価方法 
（１）有価証券 
   子会社株式 

移動平均法による原価法 
その他有価証券 
時価のあるもの 
中間会計期間末日の市場価

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） 

（２）たな卸資産 
   商品 
    先入先出法による原価法 
 
２ 固定資産の減価償却の方法 
（１）有形固定資産 

定額法 
なお、主な耐用年数は以下の

とおりである。 
建物      19年～41年 
機械及び設備 ８年～17年 

（２）無形固定資産 
   ソフトウェア 

利用可能期間（５年）に基づ
く定額法 

 
３ 引当金の計上基準 
（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
計上している。 

（２）賞与引当金 
従業員に対して支給する賞与に

充てるため、将来の支給見込額の
うち当中間会計期間の負担額を計
上している。 

（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いる。 

（４）役員退職慰労引当金 
役員の退職慰労金の支給に備え

るため、内規に基づく中間期末要
支給額を計上している。 

１ 資産の評価基準及び評価方法 
（１）有価証券 

その他有価証券 
    時価のあるもの 

同左 
 
 
 
 
 
 
（２）たな卸資産 
   商品 
       同左 
 
２ 固定資産の減価償却の方法 
（１）有形固定資産 

旧定額法 
なお、主な耐用年数は以下の

とおりである。 
建物      19年～41年 
機械及び設備 ８年～17年 

（２）無形固定資産 
    ソフトウェア 

同左 
 
 
３ 引当金の計上基準 
（１）貸倒引当金 

同左 
 
 
 
 
 
（２）賞与引当金 

同左 
 
 
 
（３）退職給付引当金 
       同左 
 
 
 
 
（４）    ― 
 

１ 資産の評価基準及び評価方法 
（１）有価証券 
   子会社株式 

移動平均法による原価法 
   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） 

（２）たな卸資産 
   商品 
       同左 
 
２ 固定資産の減価償却の方法 
（１）有形固定資産 

定額法 
なお、主な耐用年数は以下の

とおりである。 
建物      19年～41年 
機械及び設備 ８年～17年 

（２）無形固定資産 
    ソフトウェア 

同左 
 
 
３ 引当金の計上基準 
（１）貸倒引当金 

同左 
 
 
 
 
 
（２）賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与に
充てるため、将来の支給見込額の
うち当期の負担額を計上してい
る。 

（３）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
に基づき計上している。 

 
 
（４）役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に備え
るため、内規に基づく期末要支給
額を計上している。 
なお、平成19年３月15日開催の

取締役会において、役員退職慰労
金制度を当期の決算期に関する定
時株主総会の終結日をもって廃止
し、それまでの在任期間に対応す
る金額は対象役員の退任時に支払
うことを決議した。 
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前中間会計期間 
（平成18年２月１日から 
平成18年７月31日まで） 

当中間会計期間 
（平成19年２月１日から 
平成19年７月31日まで） 

前事業年度 
（平成18年２月１日から 
平成19年１月31日まで） 

４ 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は、特例
処理の要件を充たしており、特例
処理を採用している。 

（２）ヘッジ手段とヘッジ対象 
ヘッジ手段…金利スワップ 
ヘッジ対象…借入金の利息 

（３）ヘッジ方針 
当社の社内管理規程に基づき、

金利変動リスクを回避する目的で
行っている。 

（４）ヘッジ有効性評価の方法 
リスク管理方針に従って、以下

の条件を充たす金利スワップを締
結している。 
Ⅰ 金利スワップの想定元本と長
期借入金の元本金額が一致して
いる。 

Ⅱ 金利スワップと長期借入金の
契約期間及び満期が一致してい
る。 

Ⅲ 長期借入金の変動金利のイン
デックスと金利スワップで受払
いされる変動金利のインデック
スが一致している。 

Ⅳ 長期借入金と金利スワップの
金利改定条件が一致している。 

Ⅴ 金利スワップの受払い条件が
スワップ期間を通して一定であ
る。 
従って、金利スワップの特例処

理の要件を充たしているので中間
決算日における有効性の評価を省
略している。 

 
５ 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
っている。 
 

６ その他中間財務諸表作成のための
基本となる重要な事項 

（１）消費税等の会計処理 
税抜方式によっている。 

４ ヘッジ会計の方法 
（１）ヘッジ会計の方法 

同左 
 
 
（２）ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 
 
（３）ヘッジ方針 

同左 
 
 
（４）ヘッジ有効性評価の方法 

同左 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
５ 中間キャッシュ・フロー計算書に
おける資金の範囲 

同左 
 
 
 
 
 
 
６ その他中間財務諸表作成のための
基本となる重要な事項 

（１）消費税等の会計処理 
       同左 

４ ヘッジ会計の方法 
（１）ヘッジ会計の方法 

同左 
 
 
（２）ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 
 
（３）ヘッジ方針 

同左 
 
 
（４）ヘッジ有効性評価の方法 

リスク管理方針に従って、以下
の条件を充たす金利スワップを締
結している。 
Ⅰ 金利スワップの想定元本と長
期借入金の元本金額が一致して
いる。 

Ⅱ 金利スワップと長期借入金の
契約期間及び満期が一致してい
る。 

Ⅲ 長期借入金の変動金利のイン
デックスと金利スワップで受払
いされる変動金利のインデック
スが一致している。 

Ⅳ 長期借入金と金利スワップの
金利改定条件が一致している。 

Ⅴ 金利スワップの受払い条件が
スワップ期間を通して一定であ
る。 
従って、金利スワップの特例処

理の要件を充たしているので決算
日における有効性の評価を省略し
ている。 

 
５ キャッシュ・フロー計算書におけ
る資金の範囲 

同左 
 
 
 
 
 
 
６ その他財務諸表作成のための基本
となる重要な事項 

（１）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 
（平成18年２月１日から 
平成18年７月31日まで） 

当中間会計期間 
（平成19年２月１日から 
平成19年７月31日まで） 

前事業年度 
（平成18年２月１日から 
平成19年１月31日まで） 

（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」（企業会計基準委
員会 平成15年10月31日 企業会計基
準適用指針第６号）を適用している。 
これによる損益に与える影響はな

い。 
（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」
（企業会計基準委員会 平成17年12月
９日 企業会計基準第５号）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
準委員会 平成17年12月９日 企業会
計基準適用指針第８号）を適用してい
る。従来の「資本の部」の合計に相当
する金額は1,801,483千円である。 
 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中間貸
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
成している。 

― 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

― 
 

（固定資産の減損に係る会計基準） 
 当期より「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」（企業会計基準委員会 平成
15年10月31日 企業会計基準適用指針
第６号）を適用している。 
これによる損益に与える影響はな

い。 
（貸借対照表の純資産の部の表示に関
する会計基準） 
 当期より「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
基準委員会 平成17年12月９日 企業
会計基準第５号）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」（企業会計基準委員会 
平成17年12月９日 企業会計基準適用
指針第８号）を適用している。従来の
「資本の部」の合計に相当する金額は
1,842,912千円である。 
 なお、財務諸表等規則の改正により、
当期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いる。 

 

表示方法の変更 

前中間会計期間 
（平成18年２月１日から 
平成18年７月31日まで） 

当中間会計期間 
（平成19年２月１日から 
平成19年７月31日まで） 

（中間キャッシュ・フロー計算書） 
 前中間会計期間まで投資活動によるキャッシュ・フロー
の「その他」に含めて表示していた「無形固定資産の取得
による支出」は重要性が増加したため区分掲記している。 
なお、前中間会計期間における「無形固定資産の取得に

よる支出」は534千円である。 

― 
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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７月31日） 

当中間会計期間末 
（平成19年７月31日） 

前事業年度末 
（平成19年１月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 
                  6,547,873千円 
 
※２ 有形固定資産のうち 

建物1,761,784千円、機械及び設
備1,088,341千円及び土地 
959,225千円は、設備資金等借入金
1,272,820千円（長期借入金 
1,054,900千円、１年以内に返済予
定の長期借入金217,920千円）の担
保に供している。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 
                  6,745,053千円 
 
※２ 有形固定資産のうち 

建物1,651,509千円、機械及び設備
967,918千円及び土地959,225千円
は、設備資金等借入金1,054,900千
円（長期借入金838,980千円、１年
以内に返済予定の長期借入金
215,920千円）の担保に供してい
る。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 
                 6,576,020千円 
 
※２ 有形固定資産のうち 

建物1,712,717千円、機械及び設
備1,024,159千円及び土地 
959,225千円は、設備資金等借入金
1,163,860千円（長期借入金 
945,940千円、１年以内に返済予定
の長期借入金217,920千円）の担保
に供している。 

 

（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（平成18年２月１日から 
平成18年７月31日まで） 

当中間会計期間 
（平成19年２月１日から 
平成19年７月31日まで） 

前事業年度 
（平成18年２月１日から 
平成19年１月31日まで） 

※１ 営業外収益のうち重要なもの 
受取利息        495千円 

 
※２ 営業外費用のうち重要なもの 

支払利息    19,482千円 
 
※３ 特別損失の内訳 

固定資産除却損 42,937千円 
 

４ 減価償却実施額 
有形固定資産  192,517千円 
無形固定資産    7,783千円 

※１ 営業外収益のうち重要なもの 
受取利息        547千円 

 
※２ 営業外費用のうち重要なもの 

支払利息    17,328千円 
 
※３ 特別損失の内訳 

固定資産除却損 13,499千円 
 
４ 減価償却実施額 

有形固定資産  177,918千円 
無形固定資産    6,880千円 

※１ 営業外収益のうち重要なもの 
受取利息      1,157千円 

 
※２ 営業外費用のうち重要なもの 

支払利息    37,862千円 
 
※３ 特別損失の内訳 

固定資産除却損 66,911千円 
     
４ 減価償却実施額 

有形固定資産  374,861千円 
無形固定資産   15,152千円 

 

（中間株主資本等変動計算書関係） 

前中間会計期間（平成18年２月１日から平成18年７月31日まで） 

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 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） 

発行済株式 
 普通株式 

28,210,000 ― ― 28,210,000 

 

２ 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） 

自己済株式 
 普通株式 

178,817 9,320 ― 188,137 

（注）普通株式の自己株式数の増加9,320株は、単元未満株式の買取りによるものである。 

 

３ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

   該当事項はない。 
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４ 配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たりの 
配当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年４月27日 
定時株主総会 

普通株式 56,062 2.00 平成18年１月31日 平成18年４月28日 

 

（２）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末後となるもの 

該当事項はない。 

 

当中間会計期間（平成19年２月１日から平成19年７月31日まで） 

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 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） 

発行済株式 
 普通株式 

28,210,000 ― ― 28,210,000 

 

２ 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） 

自己済株式 
 普通株式 

205,197 15,389 ― 220,586 

（注）普通株式の自己株式数の増加15,389株は、単元未満株式の買取りによるものである。 

 

３ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はない。 

 

４ 配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たりの 
配当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年４月26日 
定時株主総会 

普通株式 84,014 3.00 平成19年１月31日 平成19年４月27日 

 

（２）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末後となるもの 

該当事項はない。 

 

前事業年度（平成18年２月１日から平成19年１月31日まで） 

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 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） 

発行済株式 
 普通株式 

28,210,000 ― ― 28,210,000 

 

２ 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） 

自己済株式 
 普通株式 

178,817 26,380 ― 205,197 

（注）普通株式の自己株式数の増加26,380株は、単元未満株式の買取りによるものである。 
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３ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

   該当事項はない。 

 

４ 配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

(千円) 
１株当たりの 
配当額(円) 

基準日 効力発生日 

平成18年４月27日 
定時株主総会 

普通株式 56,062 2.00 平成18年１月31日 平成18年４月28日 

 

（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度末後となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資 
配当金の 

総額（千円） 
１株当たりの 
配当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年４月26日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 84,014 3.00 平成19年１月31日 平成19年４月27日 
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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 
（平成18年２月１日から 
平成18年７月31日まで） 

当中間会計期間 
（平成19年２月１日から 
平成19年７月31日まで） 

前事業年度 
（平成18年２月１日から 
平成19年１月31日まで） 

 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
目の金額との関係 
     （平成18年７月31日現在） 
現金及び預金勘定  327,449千円 
現金及び現金同等物 327,449   

 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
目の金額との関係 

（平成19年７月31日現在） 
現金及び預金勘定    281,960千円 
現金及び現金同等物 281,960   

 現金及び現金同等物の期末残高と貸
借対照表に掲記されている科目の金額
との関係 

 （平成19年１月31日現在） 
現金及び預金勘定   313,435千円 
現金及び現金同等物 313,435   

 

（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（平成18年２月１日から 
平成18年７月31日まで） 

当中間会計期間 
（平成19年２月１日から 
平成19年７月31日まで） 

前事業年度 
（平成18年２月１日から 
平成19年１月31日まで） 

該当事項はない。  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及び中間期末残
高相当額 

器具備品 
取得価額相当額  13,950千円 
減価償却累計額 
相当額         697千円 

   中間期末残高相当額13,252千円 
② 未経過リース料中間期末残高相当
額 

   １年以内      2,790千円 
   １年超      10,462千円 
   合計       13,252千円 

なお、取得価額相当額及び未経過
リース料中間期末残高相当額は、未
経過リース料中間期末残高が有形固
定資産の中間期末残高等に占める割
合が低いため、支払利子込み法によ
り算定している。 

③ 支払リース料及び減価償却費相当
額 

   支払リース料      697千円 
   減価償却費相当額    697千円 
④ 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、残存
価額を零とする定額法によってい
る。 

該当事項はない。 
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（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成18年７月31日） 

その他有価証券で時価のあるもの 

 
取得原価 
（千円） 

中間貸借対照表計上額 
（千円） 

差額 
（千円） 

株式           10,276           23,115            12,838 

合計           10,276           23,115           12,838 

 

当中間会計期間末（平成19年７月31日） 

その他有価証券で時価のあるもの 

 
取得原価 
（千円） 

中間貸借対照表計上額 
（千円） 

差額 
（千円） 

株式         10,276           20,205            9,928 

合計           10,276           20,205            9,928 

 

前事業年度末（平成19年１月31日） 

その他有価証券で時価のあるもの 

 
取得原価 
（千円） 

貸借対照表計上額 
（千円） 

差額 
（千円） 

株式           10,276           22,695           12,418 

合計           10,276           22,695           12,418 

 

（デリバティブ取引関係） 

前中間会計期間 
（平成18年２月１日から 
平成18年７月31日まで） 

当中間会計期間 
（平成19年２月１日から 
平成19年７月31日まで） 

前事業年度 
（平成18年２月１日から 
平成19年１月31日まで） 

 当社は、金利スワップ取引を行って
いるが、ヘッジ会計を適用しているので
注記の対象から除いている。 

同左 同左 

 

（ストック・オプション等関係） 

前中間会計期間 
（平成18年２月１日から 
平成18年７月31日まで） 

当中間会計期間 
（平成19年２月１日から 
平成19年７月31日まで） 

前事業年度 
（平成18年２月１日から 
平成19年１月31日まで） 

該当事項はない。 同左 同左 

 

（持分法損益等） 

前中間会計期間 
（平成18年２月１日から 
平成18年７月31日まで） 

当中間会計期間 
（平成19年２月１日から 
平成19年７月31日まで） 

前事業年度 
（平成18年２月１日から 
平成19年１月31日まで） 

 該当事項はない。 同左 同左 

 

（企業結合等関係） 

当中間会計期間（平成19年２月１日から平成19年７月31日まで） 

該当事項はない。
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（１株当たり情報） 

前中間会計期間 
（平成18年２月１日から 
平成18年７月31日まで） 

当中間会計期間 
（平成19年２月１日から 
平成19年７月31日まで） 

前事業年度 
（平成18年２月１日から 
平成19年１月31日まで） 

１株当たり純資産額    64.29円 
１株当たり中間純利益    3.24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、潜在株式が
存在しないため記載していない。 

１株当たり純資産額    64.72円 
１株当たり中間純利益    2.15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、潜在株式が
存在しないため記載していない。 

１株当たり純資産額     65.81円 
１株当たり当期純利益    4.96円  
 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いない。 

（注）算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
前中間会計期間末 

（平成18年７月31日） 
当中間会計期間末 

（平成19年７月31日） 
前事業年度末 

（平成19年１月31日） 

純資産の部の合計額（千円） 1,801,483  1,811,580  1,842,912  

純資産の部の合計額と１株当たり純
資産額の算定に用いられた普通株式
に係る純資産額との差額（千円） 

―  ―  ―  

普通株式に係る純資産額（千円） 1,801,483  1,811,580   1,842,912  

普通株式の発行済株式数（千株） 28,210  28,210  28,210  

普通株式の自己株式数（千株）  188   220  205  

１株当たり純資産額の算定に用いら
れた普通株式の数（千株） 

28,021  27,989  28,004  

 

２ １株当たり中間（当期）純利益 

 
前中間会計期間 

（平成18年２月１日から 
平成18年７月31日まで）

当中間会計期間 
（平成19年２月１日から 
平成19年７月31日まで） 

前事業年度 
（平成18年２月１日から 
平成19年１月31日まで）

中間（当期）純利益（千円） 90,846  60,170  139,088  

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） 

90,846  60,170  139,088  

期中平均株式数（千株） 28,025  27,996  28,017  

 


