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１【半期報告書の訂正報告書の提出理由】 

 平成18年９月15日に提出いたしました第14期中（自平成18年１月１日 至平成18年６月30日）の半期報告書の記載事項の一部

に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するための半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。 

  

２【訂正事項】 

第一部 企業情報 

第１ 企業の概況 

１ 主要な経営指標等の推移 

(1）連結経営指標等 

(2）提出会社の経営指標等 

第５ 経理の状況 

１ 中間連結財務諸表等 

(1）中間連結財務諸表 

注記事項 

（１株当たり情報） 

（重要な後発事象） 

２ 中間財務諸表等 

(1）中間財務諸表 

注記事項 

（１株当たり情報） 

（重要な後発事象） 

  

３【訂正箇所】 

 訂正箇所は   を付して表示しております。 

  

  



第一部【企業情報】 
  

第１【企業の概況】 
  

１【主要な経営指標等の推移】 

(1）連結経営指標等 

  （訂正前） 

  

 

回次 第12期中 第13期中 第14期中 第12期 第13期 

会計期間 

自 平成16年 
１月１日 

至 平成16年 
６月30日 

自 平成17年
１月１日 

至 平成17年 
６月30日 

自 平成18年
１月１日 

至 平成18年 
６月30日 

自 平成16年 
１月１日 

至 平成16年 
12月31日 

自 平成17年
１月１日 

至 平成17年 
12月31日 

売上高 （千円） － 2,147,593 2,688,700 3,038,639 4,558,324

経常利益 （千円） － 529,833 692,319 805,765 969,807

中間（当期）純利益 （千円） － 339,505 412,626 467,853 592,346

純資産額 （千円） － 1,458,433 2,932,201 1,247,649 2,763,683

総資産額 （千円） － 3,055,593 4,721,691 2,565,729 4,322,002

１株当たり純資産額 （円） － 134,195.19 51,012.13 120,841.80 47,661.70

１株当たり中間（当期）
純利益 

（円） － 31,803.82 7,196.77 50,601.87 10,318.49

潜在株式調整後１株当た
り中間（当期）純利益 

（円） － － 7,068.43 － 10,309.20

自己資本比率 （％） － 47.7 61.9 48.6 63.9

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

（千円） － 390,547 620,537 712,120 872,155

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

（千円） － △372,318 △226,957 △35,921 △547,510

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

（千円） － △216,668 △213,861 △47,130 751,835

現金及び現金同等物の中
間期末（期末）残高 

（千円） － 1,877,579 3,331,093 1,922,375 3,151,323

従業員数 
〔外、平均臨時雇用者数〕 

（人） － 
133
〔46〕

165
〔46〕

107 
〔28〕

146
〔50〕



  （訂正後） 

  

 

回次 第12期中 第13期中 第14期中 第12期 第13期 

会計期間 

自 平成16年 
１月１日 

至 平成16年 
６月30日 

自 平成17年
１月１日 

至 平成17年 
６月30日 

自 平成18年
１月１日 

至 平成18年 
６月30日 

自 平成16年 
１月１日 

至 平成16年 
12月31日 

自 平成17年
１月１日 

至 平成17年 
12月31日 

売上高 （千円） － 2,147,593 2,688,700 3,038,639 4,558,324

経常利益 （千円） － 529,833 692,319 805,765 969,807

中間（当期）純利益 （千円） － 339,505 412,626 467,853 592,346

純資産額 （千円） － 1,458,433 2,932,201 1,247,649 2,763,683

総資産額 （千円） － 3,055,593 4,721,691 2,565,729 4,322,002

１株当たり純資産額 （円） － 134,195.19 51,012.13 120,841.80 47,661.70

１株当たり中間（当期）
純利益 

（円） － 31,803.82 7,196.77 50,601.87 10,318.49

潜在株式調整後１株当た
り中間（当期）純利益 

（円） － － 7,061.04 － 10,309.20

自己資本比率 （％） － 47.7 61.9 48.6 63.9

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

（千円） － 390,547 620,537 712,120 872,155

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

（千円） － △372,318 △226,957 △35,921 △547,510

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

（千円） － △216,668 △213,861 △47,130 751,835

現金及び現金同等物の中
間期末（期末）残高 

（千円） － 1,877,579 3,331,093 1,922,375 3,151,323

従業員数 
〔外、平均臨時雇用者数〕 

（人） － 
133
〔46〕

165
〔46〕

107 
〔28〕

146
〔50〕



(2）提出会社の経営指標等 

  （訂正前） 

  

 

回次 第12期中 第13期中 第14期中 第12期 第13期 

会計期間 

自 平成16年 
１月１日 

至 平成16年 
６月30日 

自 平成17年
１月１日 

至 平成17年 
６月30日 

自 平成18年
１月１日 

至 平成18年 
６月30日 

自 平成16年 
１月１日 

至 平成16年 
12月31日 

自 平成17年
１月１日 

至 平成17年 
12月31日 

売上高 （千円） － 1,907,223 2,261,589 2,851,956 3,975,051

経常利益 （千円） － 534,612 626,477 819,465 1,007,864

中間（当期）純利益 （千円） － 342,465 365,279 482,516 621,995

資本金 （千円） － 497,125 896,070 497,125 896,070

発行済株式総数 （株） － 10,868 57,335 10,125 57,335

純資産額 （千円） － 1,498,816 2,944,805 1,284,606 2,831,048

総資産額 （千円） － 2,942,278 4,481,675 2,545,132 4,173,497

１株当たり純資産額 （円） － 137,910.97 51,361.39 124,491.90 48,836.64

１株当たり中間（当期）
純利益 

（円） － 32,081.06 6,370.98 52,274.00 10,863.49

潜在株式調整後１株当た
り中間（当期）純利益 

（円） － － 6,257.37 － 10,853.71

１株当たり中間（年間）
配当額 

（円） － － － 26,250 3,800

自己資本比率 （％） － 50.9 65.7 50.5 67.8

従業員数 
〔外、平均臨時雇用者数〕 

（人） － 
109
〔45〕

139
〔44〕

93 
〔28〕

121
〔47〕



  （訂正後） 

  

  

回次 第12期中 第13期中 第14期中 第12期 第13期 

会計期間 

自 平成16年 
１月１日 

至 平成16年 
６月30日 

自 平成17年
１月１日 

至 平成17年 
６月30日 

自 平成18年
１月１日 

至 平成18年 
６月30日 

自 平成16年 
１月１日 

至 平成16年 
12月31日 

自 平成17年
１月１日 

至 平成17年 
12月31日 

売上高 （千円） － 1,907,223 2,261,589 2,851,956 3,975,051

経常利益 （千円） － 534,612 626,477 819,465 1,007,864

中間（当期）純利益 （千円） － 342,465 365,279 482,516 621,995

資本金 （千円） － 497,125 896,070 497,125 896,070

発行済株式総数 （株） － 10,868 57,335 10,125 57,335

純資産額 （千円） － 1,498,816 2,944,805 1,284,606 2,831,048

総資産額 （千円） － 2,942,278 4,481,675 2,545,132 4,173,497

１株当たり純資産額 （円） － 137,910.97 51,361.39 124,491.90 48,836.64

１株当たり中間（当期）
純利益 

（円） － 32,081.06 6,370.98 52,274.00 10,863.49

潜在株式調整後１株当た
り中間（当期）純利益 

（円） － － 6,250.82 － 10,853.71

１株当たり中間（年間）
配当額 

（円） － － － 26,250 3,800

自己資本比率 （％） － 50.9 65.7 50.5 67.8

従業員数 
〔外、平均臨時雇用者数〕 

（人） － 
109
〔45〕

139
〔44〕

93 
〔28〕

121
〔47〕



第５【経理の状況】 
  

１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

注記事項 

（１株当たり情報） 

  （訂正前） 

  

 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

  

１株当たり純資産額 134,195円19銭

１株当たり中間純利益 31,803円82銭

  

１株当たり純資産額 51,012円13銭

１株当たり中間純利益 7,196円77銭

１株当たり純資産額 47,661円70銭

１株当たり当期純利益 10,318円49銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利

益については、新株予約権の残高はあります

が、当社株式は非上場であり、期中平均株価

が把握できませんので、記載しておりませ

ん。 

潜在株式調整後１株当たり中間純利益 

7,068円43銭 

 当社は、平成17年９月９日付で普通株式１

株に対し普通株式５株の割合で株式分割を行

いました。 

 なお、前期首に当該株式分割が行われたと

仮定した場合の前中間連結会計期間における

（１株当たり情報）の各数値は以下のとおり

であります。 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

10,309円20銭 

 当社は、平成17年９月９日付で普通株式１

株に対し普通株式５株の割合で株式分割を行

いました。 

 なお、前期首に当該株式分割が行われたと

仮定した場合の前連結会計年度における（１

株当たり情報）の各数値は以下のとおりであ

ります。 

  １株当たり純資産額 26,839円04銭 

１株当たり中間純利益 6,360円76銭 

１株当たり純資産額 24,168円36銭 

１株当たり当期純利益 10,120円37銭 

  （追加情報）   

   「１株当たり当期純利益に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第４

号）が平成18年１月31日付で改正されたこと

に伴い、当中間連結会計期間から繰延ヘッジ

損益（税効果調整後）の金額を普通株式に係

る中間連結会計期間末の純資産額に含めてお

ります。 

 なお、前中間連結会計期間に係る中間連結

財務諸表において採用した方法により算定し

た当中間連結会計期間の１株当たり純資産額

は51,058円36銭であります。 

  



 （注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

２．１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。 

  

 

  
前中間連結会計期間末
（平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間末
（平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（平成17年12月31日） 

純資産の部の合計額（千円） － 2,932,201 － 

純資産の部の合計額から控除する金額
（千円） 

－ 7,420 － 

（うち少数株主持分） (－) (7,420) (－) 

普通株式に係る中間期末（期末）の純
資産額（千円） 

－ 2,924,780 － 

中間期末（期末）の普通株式の数 
（株） 

－ 57,335 － 

  
前中間連結会計期間
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日)

前連結会計年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日)

１株当たり中間（当期）純利益    

中間連結（連結）損益計算書上の中
間（当期）純利益（千円） 

339,505 412,626 592,346 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 31,000 

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) (31,000) 

普通株式に係る中間（当期）純利益
（千円） 

339,505 412,626 561,346 

普通株式の期中平均株式数（株） 10,675 57,335 54,402 

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） － 1,041 49 

（うち新株予約権） (－) (1,041) (49) 

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 

 新株予約権（新株予

約権の数455個）。詳

細については、「第４

提出会社の状況 １ 

株式等の状況 (2）新

株予約権等の状況」に

記載のとおりでありま

す。 

－ － 



  （訂正後） 

  

 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

  

１株当たり純資産額 134,195円19銭

１株当たり中間純利益 31,803円82銭

  

１株当たり純資産額 51,012円13銭

１株当たり中間純利益 7,196円77銭

１株当たり純資産額 47,661円70銭

１株当たり当期純利益 10,318円49銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利

益については、新株予約権の残高はあります

が、当社株式は非上場であり、期中平均株価

が把握できませんので、記載しておりませ

ん。 

潜在株式調整後１株当たり中間純利益 

7,061円04銭 

 当社は、平成17年９月９日付で普通株式１

株に対し普通株式５株の割合で株式分割を行

いました。 

 なお、前期首に当該株式分割が行われたと

仮定した場合の前中間連結会計期間における

（１株当たり情報）の各数値は以下のとおり

であります。 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

10,309円20銭 

 当社は、平成17年９月９日付で普通株式１

株に対し普通株式５株の割合で株式分割を行

いました。 

 なお、前期首に当該株式分割が行われたと

仮定した場合の前連結会計年度における（１

株当たり情報）の各数値は以下のとおりであ

ります。 

  １株当たり純資産額 26,839円04銭 

１株当たり中間純利益 6,360円76銭 

１株当たり純資産額 24,168円36銭 

１株当たり当期純利益 10,120円37銭 

  （追加情報）   

   「１株当たり当期純利益に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第４

号）が平成18年１月31日付で改正されたこと

に伴い、当中間連結会計期間から繰延ヘッジ

損益（税効果調整後）の金額を普通株式に係

る中間連結会計期間末の純資産額に含めてお

ります。 

 なお、前中間連結会計期間に係る中間連結

財務諸表において採用した方法により算定し

た当中間連結会計期間の１株当たり純資産額

は51,058円36銭であります。 

  



 （注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

２．１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。 

  

 

  
前中間連結会計期間末
（平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間末
（平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
（平成17年12月31日） 

純資産の部の合計額（千円） － 2,932,201 － 

純資産の部の合計額から控除する金額
（千円） 

－ 7,420 － 

（うち少数株主持分） (－) (7,420) (－) 

普通株式に係る中間期末（期末）の純
資産額（千円） 

－ 2,924,780 － 

中間期末（期末）の普通株式の数 
（株） 

－ 57,335 － 

  
前中間連結会計期間
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日)

前連結会計年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日)

１株当たり中間（当期）純利益    

中間連結（連結）損益計算書上の中
間（当期）純利益（千円） 

339,505 412,626 592,346 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 31,000 

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) (31,000) 

普通株式に係る中間（当期）純利益
（千円） 

339,505 412,626 561,346 

普通株式の期中平均株式数（株） 10,675 57,335 54,402 

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） － 1,102 49 

（うち新株予約権） (－) (1,102) (49) 

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 

 新株予約権（新株予

約権の数455個）。詳

細については、「第４

提出会社の状況 １ 

株式等の状況 (2）新

株予約権等の状況」に

記載のとおりでありま

す。 

－ － 



（重要な後発事象） 

  （訂正前） 

  

 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日)

１．当社は、平成17年８月24日開催の取締

役会において株式分割による新株式の発

行を行う旨の決議をしております。 

 なお、平成17年９月９日付をもって平

成17年９月９日最終の株主名簿に記載さ

れた株主の所有株数を１株に付き５株の

割合をもって分割し、分割により増加し

た株式数は、普通株式数44,668株であり

ます。 

 前期首に当該株式分割が行われたと仮

定した場合における（１株当たり情報）

の各数値はそれぞれ以下のとおりであり

ます。 
  

  

当中間連結会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

26,839.04円 24,168.36円 

１株当たり中間純利益 １株当たり当期純利益 

6,360.76円 10,120.37円 

 なお、潜在株式調整

後１株当たり中間純利

益については、新株予

約権の残高はあります

が、当社株式は非上場

であり、期中平均株価

が把握できませんの

で、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

益については、新株引

受権および新株予約権

の残高はありますが、

当社株式は非上場であ

り、期中平均株価が把

握できませんので、記

載しておりません。 

 当社は、平成18年５月15日開催の取締役会

の決議に基づき、次のように株式分割による

新株を発行しております。 

① 平成18年７月１日をもって普通株式１株

に付き２株に分割します。 

(1）分割により増加する株式数 

普通株式 57,335株 

(2）分割方法 

 平成18年６月30日最終の株主名簿及び実

質株主名簿に記載又は記録された株主の所

有株式数を、１株に付き２株の割合をもっ

て分割します。 

② 配当起算日  平成18年７月１日 

 当該株式分割が前期首に行われたと仮定

した場合の前中間連結会計期間及び前連結

会計年度における１株当たり情報並びに当

期首に行われたと仮定した場合の当中間連

結会計期間における１株当たり情報は、そ

れぞれ以下のとおりとなります。 
  
前中間会計期間
（自 平成17年 

１月１日 
至 平成17年 
６月30日）

当中間会計期間
（自 平成18年 

１月１日 
至 平成18年 
６月30日）

前事業年度
（自 平成17年 

１月１日 
至 平成17年 
12月31日）

１株当たり純資
産額 

１株当たり純資
産額 

１株当たり純資
産額 

13,419.52円 25,506.06円 23,830.35円 

１株当たり中間
純利益 

１株当たり中間
純利益 

１株当たり当期
純利益 

3,180.38円 3,598.39円 5,159.24円 

 なお、潜在株

式調整後１株当

たり中間純利益

については、新

株予約権の残高

はありますが当

社株式は非上場

であり、期中平

均株価が把握で

きないため、記

載しておりませ

ん。 

潜在株式調整後

１株当たり中間

純利益 

3,534.22円 

潜在株式調整後

１株当たり当期

純利益 

5,154.60円 

────── 



  （訂正後） 

  

  

前中間連結会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前連結会計年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日)

１．当社は、平成17年８月24日開催の取締

役会において株式分割による新株式の発

行を行う旨の決議をしております。 

 なお、平成17年９月９日付をもって平

成17年９月９日最終の株主名簿に記載さ

れた株主の所有株数を１株に付き５株の

割合をもって分割し、分割により増加し

た株式数は、普通株式数44,668株であり

ます。 

 前期首に当該株式分割が行われたと仮

定した場合における（１株当たり情報）

の各数値はそれぞれ以下のとおりであり

ます。 
  

  

当中間連結会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

26,839.04円 24,168.36円 

１株当たり中間純利益 １株当たり当期純利益 

6,360.76円 10,120.37円 

 なお、潜在株式調整

後１株当たり中間純利

益については、新株予

約権の残高はあります

が、当社株式は非上場

であり、期中平均株価

が把握できませんの

で、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

益については、新株引

受権および新株予約権

の残高はありますが、

当社株式は非上場であ

り、期中平均株価が把

握できませんので、記

載しておりません。 

１．当社は、平成18年５月15日開催の取締役

会の決議に基づき、次のように株式分割に

よる新株を発行しております。 

① 平成18年７月１日をもって普通株式１株

に付き２株に分割します。 

(1）分割により増加する株式数 

普通株式 57,335株 

(2）分割方法 

 平成18年６月30日最終の株主名簿及び実

質株主名簿に記載又は記録された株主の所

有株式数を、１株に付き２株の割合をもっ

て分割します。 

② 配当起算日  平成18年７月１日 

 当該株式分割が前期首に行われたと仮定

した場合の前中間連結会計期間及び前連結

会計年度における１株当たり情報並びに当

期首に行われたと仮定した場合の当中間連

結会計期間における１株当たり情報は、そ

れぞれ以下のとおりとなります。 
  
前中間会計期間
（自 平成17年 

１月１日 
至 平成17年 
６月30日）

当中間会計期間
（自 平成18年 

１月１日 
至 平成18年 
６月30日）

前事業年度
（自 平成17年 

１月１日 
至 平成17年 
12月31日）

１株当たり純資
産額 

１株当たり純資
産額 

１株当たり純資
産額 

13,419.52円 25,506.06円 23,830.35円 

１株当たり中間
純利益 

１株当たり中間
純利益 

１株当たり当期
純利益 

3,180.38円 3,598.39円 5,159.24円 

 なお、潜在株

式調整後１株当

たり中間純利益

については、新

株予約権の残高

はありますが当

社株式は非上場

であり、期中平

均株価が把握で

きないため、記

載しておりませ

ん。 

潜在株式調整後

１株当たり中間

純利益 

3,530.52円 

潜在株式調整後

１株当たり当期

純利益 

5,154.60円 

────── 



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

注記事項 

（１株当たり情報） 

  （訂正前） 

 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

１株当たり純資産額 137,910円97銭 51,361円39銭 48,836円64銭 

１株当たり中間（当

期）純利益 

32,081円06銭 6,370円98銭 10,863円49銭 

潜在株式調整後１株当

たり中間（当期）純利

益 

 なお、潜在株式調整後

１株当たり中間純利益に

ついては、新株予約権の

残高はありますが、当社

株式は非上場であり、期

中平均株価が把握できな

いため、記載しておりま

せん。 

6,257円37銭 10,853円71銭 

     当社は、平成17年９月９日付

で普通株式１株に対し普通株式

５株の割合で株式分割を行いま

した。 

 なお、前期首に当該株式分割

が行われたと仮定した場合の前

中間会計期間における（１株当

たり情報）の各数値は以下のと

おりであります。 

 当社は、平成17年９月９日

付で普通株式１株に対し普通

株式５株の割合で株式分割を

行いました。 

 なお、前期首に当該株式分

割が行われたと仮定した場合

の前事業年度における（１株

当たり情報）の各数値はそれ

ぞれ以下のとおりでありま

す。 

    
 
１株当たり純資産額 

27,582円19銭

１株当たり中間純利益 

6,416円21銭

１株当たり純資産額 

24,898円38銭

１株当たり当期純利益 

10,455円80銭

    （追加情報）   

     「１株当たり当期純利益に関

する会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第４号）が

平成18年１月31日付で改正され

たことに伴い、当中間会計期間

から繰延ヘッジ損益（税効果調

整後）の金額を普通株式に係る

中間会計期間末の純資産額に含

めております。 

 なお、前中間会計期間に係る

中間財務諸表において採用して

いた方法により算定した当中間

会計期間の１株当たり純資産額

は51,407円62銭であります。 

  



 （注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

２．１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。 

  

 

  
前中間会計期間末
（平成17年６月30日） 

当中間会計期間末
（平成18年６月30日） 

前事業年度 
（平成17年12月31日） 

純資産の部の合計額（千円） － 2,944,805 － 

純資産の部の合計額から控除する金額 
（千円） 

－ － － 

普通株式に係る中間期末（期末）の純資
産額（千円） 

－ 2,944,805 － 

中間期末（期末）の普通株式の数（株） － 57,335 － 

  
前中間会計期間

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日)

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日)

１株当たり中間（当期）純利益    

中間損益計算書上の中間（当期）純利
益（千円） 

342,465 365,279 621,955 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 31,000 

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) (31,000) 

普通株式に係る中間（当期）純利益 
（千円） 

342,465 365,279 590,955 

普通株式の期中平均株式数（株） 10,675 57,335 54,402 

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） － － － 

普通増加株式数（株） － 1,041 49 

（うち新株予約権） (－) (1,041) (49) 

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 

 新株予約権（新株予

約権の数455個）。詳

細については、「第４

提出会社の状況 １ 

株式等の状況(2）新株

予約権等の状況」に記

載のとおりでありま

す。 

───── ───── 



  （訂正後） 

  

 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

１株当たり純資産額 137,910円97銭 51,361円39銭 48,836円64銭 

１株当たり中間（当

期）純利益 

32,081円06銭 6,370円98銭 10,863円49銭 

潜在株式調整後１株当

たり中間（当期）純利

益 

 なお、潜在株式調整後

１株当たり中間純利益に

ついては、新株予約権の

残高はありますが、当社

株式は非上場であり、期

中平均株価が把握できな

いため、記載しておりま

せん。 

6,250円82銭 10,853円71銭 

     当社は、平成17年９月９日付

で普通株式１株に対し普通株式

５株の割合で株式分割を行いま

した。 

 なお、前期首に当該株式分割

が行われたと仮定した場合の前

中間会計期間における（１株当

たり情報）の各数値は以下のと

おりであります。 

 当社は、平成17年９月９日

付で普通株式１株に対し普通

株式５株の割合で株式分割を

行いました。 

 なお、前期首に当該株式分

割が行われたと仮定した場合

の前事業年度における（１株

当たり情報）の各数値はそれ

ぞれ以下のとおりでありま

す。 

    
 
１株当たり純資産額 

27,582円19銭

１株当たり中間純利益 

6,416円21銭

１株当たり純資産額 

24,898円38銭

１株当たり当期純利益 

10,455円80銭

    （追加情報）   

     「１株当たり当期純利益に関

する会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第４号）が

平成18年１月31日付で改正され

たことに伴い、当中間会計期間

から繰延ヘッジ損益（税効果調

整後）の金額を普通株式に係る

中間会計期間末の純資産額に含

めております。 

 なお、前中間会計期間に係る

中間財務諸表において採用して

いた方法により算定した当中間

会計期間の１株当たり純資産額

は51,407円62銭であります。 

  



 （注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

２．１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。 

  

 

  
前中間会計期間末
（平成17年６月30日） 

当中間会計期間末
（平成18年６月30日） 

前事業年度 
（平成17年12月31日） 

純資産の部の合計額（千円） － 2,944,805 － 

純資産の部の合計額から控除する金額 
（千円） 

－ － － 

普通株式に係る中間期末（期末）の純資
産額（千円） 

－ 2,944,805 － 

中間期末（期末）の普通株式の数（株） － 57,335 － 

  
前中間会計期間

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日)

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日)

１株当たり中間（当期）純利益    

中間損益計算書上の中間（当期）純利
益（千円） 

342,465 365,279 621,955 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 31,000 

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) (31,000) 

普通株式に係る中間（当期）純利益 
（千円） 

342,465 365,279 590,955 

普通株式の期中平均株式数（株） 10,675 57,335 54,402 

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） － － － 

普通増加株式数（株） － 1,102 49 

（うち新株予約権） (－) (1,102) (49) 

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 

 新株予約権（新株予

約権の数455個）。詳

細については、「第４

提出会社の状況 １ 

株式等の状況(2）新株

予約権等の状況」に記

載のとおりでありま

す。 

───── ───── 



（重要な後発事象） 

  （訂正前） 

  

 

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日)

１．当社は、平成17年８月24日開催の取締

役会において株式分割による新株式の発

行を行う旨の決議をしております。 

 なお、平成17年９月９日付をもって平

成17年９月９日最終の株主名簿に記載さ

れた株主の所有株数を１株に付き５株の

割合をもって分割し、分割により増加し

た株式数は、普通株式数44,668株であり

ます。 

 前期首に当該株式分割が行われたと仮

定した場合における（１株当たり情報）

の各数値はそれぞれ以下のとおりであり

ます。 
  

  

当中間会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

前事業年度
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

１株あたり純資産額 １株当たり純資産額 

27,582.19円 24,893.38円 

１株当たり中間純利益 １株当たり当期純利益 

6,416.21円 10,454.80円 

 なお、潜在株式調整

後１株当たり中間純利

益については、新株予

約権の残高はあります

が、当社株式は非上場

であり、期中平均株価

が把握できませんの

で、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

益については、新株引

受権及び新株予約権の

残高はありますが、当

社株式は、非上場であ

り、期中平均株価が把

握できませんので、記

載しておりません。 

１．当社は、平成18年５月15日開催の取締役

会の決議に基づき、次のように株式分割に

よる新株を発行しております。 

 平成18年７月１日をもって普通株式１株

に付き２株に分割します。 

(1）分割により増加する株式数 

普通株式 57,335株 

(2）分割方法 

 平成18年６月30日最終の株主名簿及び実

質株主名簿に記載又は記録された株主の所

有株式数を、１株に付き２株の割合をもっ

て分割します。 

２．配当起算日  平成18年７月１日 

 当該株式分割が前期首に行われたと仮定

した場合の前中間会計期間及び前事業年度

における１株当たり情報並びに当期首に行

われたと仮定した場合の当中間会計期間に

おける１株当たり情報は、それぞれ以下の

とおりとなります。 
  
前中間会計期間
（自 平成17年 

１月１日 
至 平成17年 
６月39日）

当中間会計期間
（自 平成18年 

１月１日 
至 平成18年 
６月30日）

前事業年度
（自 平成17年 

１月１日 
至 平成17年 
12月31日）

１株当たり純資
産額 

１株当たり純資
産額 

１株当たり純資
産額 

13,719.10円 25,680.69円 24,418.32円 

１株当たり中間
純利益 

１株当たり中間
純利益 

１株当たり当期
純利益 

3,280.11円 3,185.49円 5,431.74円 

 なお、潜在株

式調整後１株当

たり中間純利益

については、新

株予約権の残高

はありますが当

社株式は非上場

であり、期中平

均株価が把握で

きないため、記

載しておりませ

ん。 

潜在株式調整後

１株当たり中間

純利益 

3,128.69円 

潜在株式調整後

１株当たり当期

純利益 

5,426.85円 

───── 



  （訂正後） 

  

  

  

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日)

１．当社は、平成17年８月24日開催の取締

役会において株式分割による新株式の発

行を行う旨の決議をしております。 

 なお、平成17年９月９日付をもって平

成17年９月９日最終の株主名簿に記載さ

れた株主の所有株数を１株に付き５株の

割合をもって分割し、分割により増加し

た株式数は、普通株式数44,668株であり

ます。 

 前期首に当該株式分割が行われたと仮

定した場合における（１株当たり情報）

の各数値はそれぞれ以下のとおりであり

ます。 
  

  

当中間会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

前事業年度
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日) 

１株あたり純資産額 １株当たり純資産額 

27,582.19円 24,893.38円 

１株当たり中間純利益 １株当たり当期純利益 

6,416.21円 10,454.80円 

 なお、潜在株式調整

後１株当たり中間純利

益については、新株予

約権の残高はあります

が、当社株式は非上場

であり、期中平均株価

が把握できませんの

で、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

益については、新株引

受権及び新株予約権の

残高はありますが、当

社株式は、非上場であ

り、期中平均株価が把

握できませんので、記

載しておりません。 

１．当社は、平成18年５月15日開催の取締役

会の決議に基づき、次のように株式分割に

よる新株を発行しております。 

 平成18年７月１日をもって普通株式１株

に付き２株に分割します。 

(1）分割により増加する株式数 

普通株式 57,335株 

(2）分割方法 

 平成18年６月30日最終の株主名簿及び実

質株主名簿に記載又は記録された株主の所

有株式数を、１株に付き２株の割合をもっ

て分割します。 

２．配当起算日  平成18年７月１日 

 当該株式分割が前期首に行われたと仮定

した場合の前中間会計期間及び前事業年度

における１株当たり情報並びに当期首に行

われたと仮定した場合の当中間会計期間に

おける１株当たり情報は、それぞれ以下の

とおりとなります。 
  
前中間会計期間
（自 平成17年 

１月１日 
至 平成17年 
６月39日）

当中間会計期間
（自 平成18年 

１月１日 
至 平成18年 
６月30日）

前事業年度
（自 平成17年 

１月１日 
至 平成17年 
12月31日）

１株当たり純資
産額 

１株当たり純資
産額 

１株当たり純資
産額 

13,719.10円 25,680.69円 24,418.32円 

１株当たり中間
純利益 

１株当たり中間
純利益 

１株当たり当期
純利益 

3,280.11円 3,185.49円 5,431.74円 

 なお、潜在株

式調整後１株当

たり中間純利益

については、新

株予約権の残高

はありますが当

社株式は非上場

であり、期中平

均株価が把握で

きないため、記

載しておりませ

ん。 

潜在株式調整後

１株当たり中間

純利益 

3,125.41円 

潜在株式調整後

１株当たり当期

純利益 

5,426.85円 

───── 
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