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平成18年4月期  個別中間財務諸表の概要 
平成17年12月26日 

 

会 社 名  株式会社サンオータス                           上場取引所     ＪＡＳＤＡＱ 

コ ー ド 番 号  7623                                   本社所在都道府県  神奈川県 

（ＵＲＬ http://www.sunautas.co.jp） 

代  表  者   役  職  名 代表取締役社長 
          氏    名 北野 俊 
問い合わせ先  責任者役職名 取締役管理本部長 

          氏    名 古川 晴男    ＴＥＬ（045）473－1211 

決算取締役会開催日  平成17年 12月26日  中間配当制度の有無  有 

配当支払開始予定日  平成－年 ―月－日  単元株制度採用の有無 有（１単元 1,000株） 

(注)平成17年12月１日より１単元の株数は100株に変更しております。 

 

１．17年10月中間期の業績（平成17年5月1日～平成17年10月31日） 

(1) 経営成績                            （百万円未満切捨て表示） 

 売  上  高 営 業 利 益 経 常 利 益 

 

 17年10月中間期 

16年10月中間期 

百万円   ％

9,073（  1.6）

8,928（ 2.1）

百万円   ％

52（△74.7）

207（ 136.0）

百万円   ％

133（△47.8）

254（ 137.7）

17年4月期 17,858     432     568     

 

 
中 間 (当 期) 純 利 益 

1株当たり中間 

(当期)純利益 

 

 17年10月中間期 

16年10月中間期 

百万円   ％

83（△37.1）

133（ 214.8）

円  銭

26  36 

41  70 

17年4月期 305     95  50 

 (注) 1．期中平均株式数 17年10月中間期3,185,677株 16年10月中間期3,199,096株 17年4月期3,196,426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、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) 配当状況 

 
1株当たり 

中間配当金 

1株当たり 

年間配当金 

 

 

 

 17年10月中間期 

 16年10月中間期 

円 銭

0.00 

0.00 

円 銭

―――― 

―――― 

 

 

 

  17年4月期 ――――     20 00  

 

(3) 財政状態 

 総 資 産 株 主 資 本 株主資本比率 1株当たり株主資本

 

 17年10月中間期 

 16年10月中間期 

百万円 

8,621 

8,727 

百万円

3,496

3,273

％ 

40.6 

37.5 

円  銭

1,098  69 

1,023  63 

  17年4月期 8,280 3,425 41.4 1,074  16 

 (注)  1．期末発行済株式数  17年10月中間期3,182,707株  16年10月中間期3,197,827株  17年4月期3,188,807株 

2．期末自己株式数    17年10月中間期47,793株    16年10月中間期32,673株     17年4月期41,693株 

 

２．18年4月期の業績予想（平成17年5月1日～平成18年4月30日） 

1株当たり年間配当金 
 売 上 高 経常利益 当期純利益 

期 末  

 

通  期 

百万円 

18,500 

百万円

460 

百万円

240 

円 銭 

 15 00 

円 銭

 15 00

 (参考) 1株当たり予想当期純利益（通期）  75円41銭 

 

 ※上記の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。 
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２ 【中間財務諸表等】 

(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16年10月31日) 

当中間会計期間末 

(平成17年10月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成17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  434,667 320,726 446,567 

２ 受取手形  75,892 13,873 9,514 

３ 売掛金  870,208 906,307 796,249 

４ たな卸資産  413,145 450,556 463,106 

５ その他  230,664 279,293 230,735 

  貸倒引当金  △314 △312 △270 

流動資産合計   2,024,264 23.2 1,970,444 22.9  1,945,903 23.5

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※１   

(1) 建物 ※２ 1,147,000 1,102,650 1,120,629 

(2) 車輌運搬具  ― 446,140 453,599 

(3) 土地 ※２ 3,396,918 3,396,918 3,396,918 

(4) その他  624,447 169,304 178,806 

計   5,168,367 5,115,014  5,149,953

２ 無形固定資産   40,272 35,070  37,657

３ 投資その他の資産    

  (1) 投資有価証券 ※２ 440,769 501,934 119,957 

(2) その他  1,066,805 1,004,901 1,034,954 

  貸倒引当金  △13,107 △5,649 △8,341 

計   1,494,467 1,501,186  1,146,570

固定資産合計   6,703,106 76.8 6,651,272 77.1  6,334,181 76.5

資産合計   8,727,371 100.0 8,621,716 100.0  8,280,085 100.0
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前中間会計期間末 

(平成16年10月31日) 

当中間会計期間末 

(平成17年10月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成17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  101,038 98,629 102,110 

２ 買掛金  1,221,328 1,273,493 1,121,801 

３ 短期借入金 ※２ 1,264,000 1,030,000 528,000 

４ 一年以内返済予定 
  長期借入金 

※２ 199,559 263,640 264,140 

５ 未払法人税等  106,407 43,917 207,664 

６ 賞与引当金  70,000 74,600 75,000 

７ その他 ※４ 462,325 463,618 521,233 

流動負債合計   3,424,659 39.2 3,247,898 37.7  2,819,950 34.0

Ⅱ 固定負債    

１ 社債  600,000 600,000 600,000 

２ 長期借入金 ※２ 759,140 607,530 761,320 

３ 退職給付引当金  118,831 130,859 125,463 

４ 役員退職慰労引当金  261,631 270,013 264,822 

５ その他  289,718 268,616 283,250 

固定負債合計   2,029,321 23.3 1,877,019 21.7  2,034,856 24.6

負債合計   5,453,981 62.5 5,124,918 59.4  4,854,806 58.6

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   411,250 4.7 411,250 4.8  411,250 5.0

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金  462,500 462,500 462,500 

資本剰余金合計   462,500 5.3 462,500 5.4  462,500 5.6

Ⅲ 利益剰余金    

１ 利益準備金  30,692 30,692 30,692 

２ 任意積立金  2,130,040 2,330,040 2,130,040 

３ 中間(当期)未処分 
  利益 

 219,614 211,642 391,440 

利益剰余金合計   2,380,347 27.3 2,572,375 29.8  2,552,173 30.8

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  34,977 0.4 76,672 0.9  20,505 0.2

Ⅴ 自己株式   △15,683 △0.2 △25,999 △0.3  △21,150 △0.2

資本合計   3,273,390 37.5 3,496,798 40.6  3,425,278 41.4

負債・資本合計   8,727,371 100.0 8,621,716 100.0  8,280,085 100.0
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② 【中間損益計算書】 

 

  
前中間会計期間 

(自 平成16年５月１日 
至 平成16年10月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年５月１日 
至 平成17年10月31日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成16年５月１日 
至 平成17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   8,928,500 100.0 9,073,008 100.0  17,858,515 100.0

Ⅱ 売上原価   7,187,072 80.5 7,459,166 82.2  14,342,194 80.3

売上総利益   1,741,427 19.5 1,613,842 17.8  3,516,321 19.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費   1,533,491 17.2 1,561,227 17.2  3,084,158 17.3

営業利益   207,935 2.3 52,615 0.6  432,163 2.4

Ⅳ 営業外収益 ※１  66,636 0.7 97,372 1.1  173,687 1.0

Ⅴ 営業外費用 ※２  19,647 0.2 16,974 0.2  37,368 0.2

経常利益   254,924 2.8 133,012 1.5  568,482 3.2

Ⅵ 特別利益   13,283 0.1 5,422 0.1  7,842 0.0

Ⅶ 特別損失   31,214 0.3 5,259 0.1  41,352 0.2

税引前中間(当期) 
純利益 

  236,992 2.6 133,176 1.5  534,973 3.0

法人税、住民税 
及び事業税 

 100,094 38,232 241,589 

法人税等調整額  3,481 103,575 1.1 10,965 49,197 0.5 △11,859 229,730 1.3

中間(当期)純利益   133,417 1.5 83,978 1.0  305,243 1.7

前期繰越利益   86,197 127,664  86,197

中間(当期)未処分 
利益 

  219,614 211,642  391,440

    

 



―  ― 41

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16年５月１日 
至 平成16年10月31日) 

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

前事業年度 
(自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日) 

１ 資産の評価基準及

び評価方法 

(1) 有価証券 

子会社株式及び関連会

社株式 

移動平均法による原

価法 

(1) 有価証券 

子会社株式及び関連会

社株式 

同左 

(1) 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) 

  その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  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) 

 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 

 (2) たな卸資産 

  商品 

  ①石油商品 

先入先出法による原

価法 

  ②新車・中古車 

個別法による原価法 

③カー用品・その他の用

品 

総平均法による原価

法 

  貯蔵品 

 最終仕入原価法による

原価法 

(2) たな卸資産 

同左 

(2) たな卸資産 

同左 

２ 固定資産の減価償

却の方法 

(1) 有形固定資産 

 建物(建物付属設備を除

く)及び車両運搬具のうちレ

ンタル車両については定額

法とし、それ以外について

は定率 法 によ ってお り ま

す。 

 なお、取得価額が10万円

以上20万円未満の減価償

却資産については、３年間

で 均 等 償 却 を し て お り ま

す。 

 主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

建物 ２年～50年

車両運搬具 ２年～６年
 

(1) 有形固定資産 

同左 

(1) 有形固定資産 

同左 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年５月１日 
至 平成16年10月31日) 

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

前事業年度 
(自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日) 

 (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

づいております。 

(2) 無形固定資産 

同左 

なお、自社利用ソフト

ウェアについては、社内

における利用可能期間

(５年)による定額法によ

っております。 

また、営業権について 

は、商法施行規則に規定 

する最長期間(５年)で均 

等償却しております。 

(2) 無形固定資産 

同左 

なお、自社利用ソフト

ウェアについては、社内

における利用可能期間

(５年)による定額法によ

っております。 

また、営業権について 

は、商法施行規則に規定 

する最長期間(５年)で均 

等償却しております。 

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 

 従業員の賞与の支給に

備えるため、賞与支給見込

額を計上しております。 

(2) 賞与引当金 

同左 

(2) 賞与引当金 

同左 

 (3) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備え

るため、退職一時金につい

て、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おりま

す。 

(3) 退職給付引当金 

同左 

(3) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備え

るため、退職一時金につい

て、当事業年度末における

退職給付債務に基づき、当

事業年度末において発生

していると認められる額を

計上しております。 

 (4) 役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支

出に備えて、内規に基づく

当中間会計期間末要支給

額を計上しております。 

(4) 役員退職慰労引当金 

同左 

(4) 役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支

出に備えて、内規に基づく

期末要支給額を計上して

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

取引に係る方法に準じた会計

処理によっております。 

同左 同左 

 
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。 

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16年５月１日 
至 平成16年10月31日) 

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

前事業年度 
(自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30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)  ) および 「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。 

  

――――― 
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表示方法の変更 

 

前中間会計期間 
(自 平成16年５月１日 
至 平成16年10月31日) 

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

（中間貸借対照表） 

 前中間会計期間において投資その他の資産の「その他」

に含めて表示しておりました「投資有価証券」（前中間会計

期間115,690千円）については、資産総額の100分の５超と

なったため、当中間会計期間より区分掲記しております。 

 前中間会計期間まで区分掲記していた「差入保証金」（当

中間会計期間399,845千円）は、当中間会計期間末におい

て資産総額の100分の５以下となったため、投資その他の資

産の「その他」に含めております。 

 

（中間貸借対照表） 

 前中間会計期間において有形固定資産の「その他」に含

めて表示しておりました「車輌運搬具」（前中間会計期間

427,555千円）については、資産総額の100分の５超となった

ため、当中間会計期間より区分掲記しております。 

  

 

追加情報 

 

前中間会計期間 
(自 平成16年５月１日 
至 平成16年10月31日) 

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

前事業年度 
(自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日) 

（法人事業税における外形標準課税

部分の損益計算書上の表示方法） 

 実務対応報告第12号「法人事業税

における外形標準課税部分の損益計

算書上の表示についての実務上の取

扱い」（企業会計基準委員会 平成16

年2月13日）が公表されたことに伴い、

当中間会計期間から同実務対応報告

に基づき、法人事業税の付加価値割

及び資本割を販売費及び一般管理費

として計上しております。 

なお、これに伴う影響額は、軽微で

あります。 

――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

（法人事業税における外形標準課税

部分の損益計算書上の表示方法） 

 実務対応報告第12号「法人事業税

における外形標準課税部分の損益計

算書上の表示についての実務上の取

扱い」（企業会計基準委員会 平成16

年2月13日）が公表されたことに伴い、

当事業年度から同実務対応報告に基

づき、法人事業税の付加価値割及び

資本割を販売費及び一般管理費とし

て計上しております。 

なお、これに伴う影響額は、軽微であり

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16年10月31日) 

当中間会計期間末 
(平成17年10月31日) 

前事業年度末 
(平成17年４月30日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

 2,029,601千円
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

 2,298,986千円
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

 2,170,221千円
 

※２ 担保に供している資産及びこれ

に対応する債務は次のとおりで

あります。 

 (イ)担保に供している資産 

建物 903,341千円

土地 3,270,718千円

投資有価証券 10,095千円

 計 4,184,154千円
 

※２ 担保に供している資産及びこれ

に対応する債務は次のとおりで

あります。 

 (イ)担保に供している資産 

建物 827,330千円

土地 3,270,718千円

投資有価証券 14,625千円

 計 4,112,673千円
 

※２ 担保に供している資産及びこれ

に対応する債務は次のとおりで

あります。 

 (イ)担保に供している資産 

建物 889,981千円

土地 3,270,718千円

投資有価証券 11,130千円

 計 4,171,829千円
 

 (ロ)上記に対応する債務 

短期借入金 1,214,000千円

一年以内 
返済予定 
長期借入金 

115,799千円

長期借入金 411,010千円

 計 1,740,809千円
 

 (ロ)上記に対応する債務 

短期借入金 950,000千円

一年以内 
返済予定 
長期借入金 

107,880千円

長期借入金 294,140千円

 計 1,352,020千円
 

 (ロ)上記に対応する債務 

短期借入金 478,000千円

一年以内 
返済予定 
長期借入金 

108,380千円

長期借入金 357,070千円

 計 943,450千円
 

 ３ 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

を行っております。 

保証先 
金額 

(千円) 
内容 

㈱ブリティッシ
ュオート 

452,140 
借入 
債務 

㈱モトーレン
東洋 

786,626 
借入 
債務 

 

 ３ 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

を行っております。 

保証先 
金額 

(千円) 
内容

㈱ブリティッシ
ュオート 

432,425
借入
債務

㈱モトーレン
東洋 

1,296,764
借入
債務

 

 ３ 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

を行っております。 

保証先 
金額 

(千円) 
内容

㈱ブリティッシ
ュオート 

483,810 
借入
債務

㈱モトーレン
東洋 

1,548,732 
借入
債務

  
※４ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税

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。 

※４ 消費税等の取扱い 

同左 

※４   ――――― 
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(中間損益計算書関係) 

 

前中間会計期間 
(自 平成16年５月１日 
至 平成16年10月31日) 

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

前事業年度 
(自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日) 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 2,706千円

受取手数料 33,575千円

受取配当金 9,718千円
 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 2,125千円

受取手数料 51,576千円

受取配当金 17,469千円
 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 5,102千円

受取手数料 84,814千円

受取配当金 9,863千円
 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 14,045千円
 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 10,099千円
 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 25,066千円
 

   

 ３ 減価償却実施額 

有形固定資産 149,949千円

無形固定資産 468千円
 

 ３ 減価償却実施額 

有形固定資産 159,463千円

無形固定資産 427千円
 

 ３ 減価償却実施額 

有形固定資産 311,303千円

無形固定資産 922千円
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(リース取引関係) 

 

前中間会計期間 
(自 平成16年５月１日 
至 平成16年10月31日) 

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

前事業年度 
(自 平成16年５月１日 
至 平成17年４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 

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 

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) リース物件の取得価額相当額、

減価償却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) 

(有形固 
定資産) 

   

その他 213,428 108,274 105,154 

合計 213,428 108,274 105,154 
 

 
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)

(有形固
定資産)

その他 277,147 125,649 151,498

合計 277,147 125,649 151,498
 

 
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)

(有形固
定資産)

  

その他 230,328 126,901 103,427

合計 230,328 126,901 103,427
 

(2) 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 

(2) 未経過リース料期末残高相当

額 

１年内 38,354千円

１年超 78,061千円

 合計 116,415千円
 

１年内 51,268千円

１年超 113,083千円

 合計 164,351千円
 

１年内 39,721千円

１年超 73,894千円

 合計 113,615千円
 

(3) 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

(3) 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

(3) 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 22,084千円

減価償却費 
相当額 

19,865千円

支払利息 
相当額 

2,188千円

 

支払リース料 24,528千円

減価償却費 
相当額 

21,334千円

支払利息 
相当額 

1,776千円

 

支払リース料 41,272千円

減価償却費 
相当額 

37,058千円

支払利息 
相当額 

4,007千円

 
(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お

ります。 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(5) 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、各期への配分方法について

は、級数法によっております。 

(5) 利息相当額の算定方法 

同左 

(5) 利息相当額の算定方法 

同左 
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(有価証券関係) 

(前中間会計期間末) (平成16年10月31日) 

 子会社株式で時価のあるものはありません。 

 

(当中間会計期間末) (平成17年10月31日) 

 子会社株式で時価のあるものはありません。 

 

(前事業年度末) (平成17年４月30日) 

 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) 

 

前中間会計期間 
(自 平成16年５月１日 
至 平成16年10月31日) 

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

前事業年度 
(自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日) 

１株当たり純資産額 1,023.63円

 

１株当たり純資産額 1,098.69円

 

１株当たり純資産額 1,074.16円

 

１株当たり中間純利益 41.70円

 

１株当たり中間純利益 26.36円

 

１株当たり当期純利益 95.50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おりませ

ん。 

同左  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おりませ

ん。 

 

(注) 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。 

 
前中間会計期間 

(自 平成16年５月１日 
至 平成16年10月31日)

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

前事業年度 
(自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日)

中間(当期)純利益(千円) 133,417 83,978 305,243

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) 

133,417 83,978 305,243

普通株式の期中平均株式数
(千株) 

3,199 3,185 3,196

 
 

 

 

(重要な後発事象) 

    該当事項はありません。 

 

 

 (2) 【その他】 

該当事項はありません。 

 

 




