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６．個別中間財務諸表の概要 

 
 平成 17 年 3 月期 平成 16年 11 月 17日 

上場会社名 株式会社 あじかん 上 場 取 引 所： 東証・大証 

コード番号 ２９０７ 本社所在都道府県： 広島県 
（ＵＲＬ http://www.ahjikan.co.jp/） 
代 表 者 役職名 代表取締役社長 氏名 足 利 政 春 
問合せ先責任者 役職名 経理システムグループマネージャー 氏名 樋 口 研 治 TEL（082）277－7010 
決算取締役会開催日  平成 16年 11 月 17 日 中間配当制度の有無 有 
中間配当支払開始日  ― 単元株制度採用の有無 有（1単元 500 株） 

１.平成16年 9月中間期の業績（平成 16年 4月 1日～平成 16年 9月 30日） 
(1）経営成績 （百万円未満切捨て） 

 売 上 高 営業利益 経常利益 
 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 
16 年 9月中間期  14,336 2.6  657 △19.6  683 △10.1 
15 年 9月中間期  13,967 4.9  816 26.0  759 24.8 
16 年 3月期  28,457   1,675   1,576  

 

 中間（当期）純利益 
1株当たり中間 
（当期）純利益 

 百万円  ％ 円  銭 
16 年 9月中間期  378 △3.9  49 15 
15 年 9月中間期  393 22.7  51 13 
16 年 3月期  780   101 34 

(注) ①期中平均株式数 16 年 9月中間期 7,696,537 株 15 年 9月中間期 7,697,835 株 16 年 3月期 7,697,541 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 

(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 （注）16年 3月期期末配当金内訳 
 円  銭 円  銭    普通配当 12 円 00 銭 
16 年 9月中間期 － －    特別配当 2円 00 銭 
15 年 9月中間期 － －    記念配当 1円 00 銭 
16 年 3月期 －  15 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 
 百万円 百万円 ％ 円  銭 
16 年 9月中間期  14,308  6,683  46.7  868 48 
15 年 9月中間期  14,508  5,985  41.3  777 62 
16 年 3月期  14,529  6,430  44.3  835 45 

(注) ①期末発行済株式数 16 年 9月中間期 7,695,950 株 15 年 9月中間期 7,697,550 株 16 年 3月期 7,696,850 株 

 ②期末自己株式数 16 年 9月中間期 4,050 株 15 年 9月中間期 2,450 株 16 年 3月期 3,150 株 
 連結子会社数 2社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 －社 

２．17年 3月期の業績予想（平成 16年 4月 1日～平成 17年 3月 31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  

 百万円 百万円 百万円 円  銭 円  銭 
通 期  29,600  1,590  830  12 00  12 00 

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期）105 円 96銭（予想年間期中平均株式数による） 

 
 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もとづき作成したものであります。実際の業績は、今後さま
ざま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。 
 なお、上記予想に関する事項は、添付資料の8～9ページを参照してください。 
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７．個 別 財 務 諸 表 等 
 

(1)中間貸借対照表 

前中間会計期間末 
 

(平成 15年９月 30日) 

当中間会計期間末 
 

(平成 16年９月 30日） 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成 16年３月 31日) 

期 別 
 
 
科 目 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 ※3 1,441,455  1,197,623  1,531,883  

 2.受取手形  81,670  69,386  66,784  

 3.売掛金  3,279,485  3,310,435  3,335,392  

 4.たな卸資産  1,306,872  1,392,375  1,308,174  

 5.その他  517,336  293,961  228,138  

  貸倒引当金  △43,780  △30,466  △44,309  

 流動資産合計  6,583,040 45.4 6,233,316 43.6 6,426,064 44.2 

Ⅱ．固定資産        

 1.有形固定資産 ※1.2.3       

  (1)建物  1,840,185  1,760,345  1,798,930  

  (2)機械及び装置  878,465  954,372  931,682  

  (3)土地  2,927,617  3,008,482  3,008,482  

  (4)その他  360,930  435,557  414,531  

 有形固定資産合計  6,007,198 41.4 6,158,757 43.0 6,153,625 42.4 

 2.無形固定資産  18,211 0.1 －  60 0.0 

 3.投資その他の資産        

  (1)その他  2,007,372  1,987,253  2,024,615  

  貸倒引当金  △107,240  △70,525  △75,079  

 投資その他の資産合計  1,900,132 13.1 1,916,728 13.4 1,949,535 13.4 

 固定資産合計  7,925,542 54.6 8,075,485 56.4 8,103,221 55.8 

 資産合計  14,508,582 100.0 14,308,802 100.0 14,529,286 100.0 
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前中間会計期間末 
 

(平成 15年９月 30日) 

当中間会計期間末 
 

(平成 16年９月 30日） 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成 16年３月 31日) 

期 別 
 
 
科 目 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  337,889  334,088  255,185  

 2.買掛金 ※3 2,292,874  2,370,410  2,113,737  

 3.短期借入金 ※3 1,300,000  1,100,000  1,100,000  

 4.未払法人税等  433,376  316,684  479,548  

 5.賞与引当金  271,000  276,000  193,000  

 6.その他 ※4 684,905  627,573  1,046,363  

 流動負債合計  5,320,046 36.6 5,024,756 35.1 5,187,834 35.7 

Ⅱ．固定負債        

 1.長期借入金 ※3 2,650,000  2,100,000  2,400,000  

 2.退職給付引当金  242,849  176,727  195,586  

 3.役員退職慰労引当金  201,845  213,525  205,509  

 4.債務保証損失引当金  108,000  110,000  110,000  

 固定負債合計  3,202,694 22.1 2,600,252 18.2 2,911,095 20.0 

 負債合計  8,522,740 58.7 7,625,008 53.3 8,098,930 55.7 

        

（資本の部）        

Ⅰ．資本金  1,102,250 7.6 1,102,250 7.7 1,102,250 7.6 

Ⅱ．資本剰余金        

 1.資本準備金  1,098,990  1,098,990  1,098,990  

  資本剰余金合計  1,098,990 7.6 1,098,990 7.7 1,098,990 7.6 

Ⅲ．利益剰余金        

 1.利益準備金  198,312  200,812  200,812  

 2.任意積立金  3,095,227  3,693,671  3,095,227  

 3.中間（当期）未処分利益  455,595  511,094  846,699  

  利益剰余金合計  3,749,135 25.8 4,405,578 30.8 4,142,740 28.5 

Ⅳ．その他有価証券評価差額金  36,946 0.3 79,914 0.5 88,319 0.6 

Ⅴ．自己株式  △1,480 △0.0 △2,939 △0.0 △1,943 △0.0 

 資本合計  5,985,841 41.3 6,683,793 46.7 6,430,356 44.3 

 負債資本合計  14,508,582 100.0 14,308,802 100.0 14,529,286 100.0 
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(2)中間損益計算書 

前中間会計期間 
自 平成15年４月 １日 
至 平成15年９月 30日 

当中間会計期間 
自 平成16年４月 １日 
至 平成16年９月 30日 

前事業年度の要約損益計算書 
自 平成15年４月 １日 
至 平成16年３月 31日 

期 別 
 
 
科 目 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  13,967,765 100.0  14,336,566 100.0  28,457,704 100.0 

Ⅱ．売上原価     ※1  10,315,540 73.9  10,685,550 74.5  21,025,052 73.9 

  売上総利益  3,652,225 26.1  3,651,016 25.5  7,432,651 26.1 

Ⅲ．販売費及び一般管理費 ※1  2,835,239 20.3  2,993,792 20.9  5,756,823 20.2 

  営業利益  816,985 5.8  657,223 4.6  1,675,828 5.9 

Ⅳ．営業外収益          

 1.受取利息 971   475   1,555   

 2.通貨スワップ評価益 －   41,054   －   

 3.その他 9,862 10,834 0.1 13,947 55,477 0.4 29,158 30,713 0.1 

Ⅴ．営業外費用          

 1.支払利息 28,514   24,387   55,577   

 2.その他 39,425 67,939 0.5 5,143 29,531 0.2 74,062 129,640 0.5 

  経常利益  759,879 5.4  683,170 4.8  1,576,901 5.5 

Ⅵ．特別利益    ※2  － －  27,048 0.2  19,454 0.1 

Ⅶ．特別損失    ※3  25,192 0.2  21,223 0.2  122,775 0.4 

 税引前中間（当期）純利益  734,686 5.2  688,995 4.8  1,473,580 5.2 

 法人税、住民税及び事業税 433,145   303,946   791,521   

 法人税等調整額 △92,093 341,051 2.4 6,758 310,704 2.2 △98,068 693,452 2.4 

 中間（当期）純利益  393,634 2.8  378,290 2.6  780,128 2.8 

 前期繰越利益  61,960   132,803   61,960  

 合併引継未処分利益  －   －   4,611  

 中間(当期)未処分利益  455,595   511,094   846,699  
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 
期 別 

 
科 目 

前中間会計期間 
自 平成15年４月 １日 
至 平成15年９月 30日 

当中間会計期間 
自 平成16年４月 １日 
至 平成16年９月 30日 

前事業年度 
自 平成15年４月 １日 
至 平成16年３月 31日 

1.資産の評価基準
および評価方法 

(1）有価証券 
①子会社株式および関連会社
株式 
移動平均法による原価法 

(1）有価証券 
①子会社株式および関連会社
株式 

同左 

(1）有価証券 
①子会社株式および関連会社
株式 

同左 
 ②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
にもとづく時価法（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） 

②その他有価証券 
 時価のあるもの 

同左 

②その他有価証券 
 時価のあるもの 
 決算日の市場価格等にも
とづく時価法（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）デリバティブ 
  時価法 

(2）デリバティブ 
同左 

(2）デリバティブ 
同左 

 (3）たな卸資産 
製品・商品・原材料・仕掛品 
  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 

(3）たな卸資産 
製品・商品・原材料・仕掛品 

同左 
貯蔵品 

同左 

(3）たな卸資産 
製品・商品・原材料・仕掛品 

同左 
貯蔵品 

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（ただし、平成 10年
4月 1日以降に取得した建物
（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、主な耐用年数は次のと
おりであります。 
  建物 8～50 年 
  機械装置 8～13 年 

(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 
 定額法を採用しております。 

(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、貸倒れ懸
念債権等特定の債権について
は個別に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 
 従業員賞与の支給に備える
ため、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 
 従業員賞与の支給に備える
ため、当期の負担すべき支給見
込額を計上しております。 
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期 別 

 
科 目 

前中間会計期間 
自 平成15年４月 １日 
至 平成15年９月 30日 

当中間会計期間 
自 平成16年４月 １日 
至 平成16年９月 30日 

前事業年度 
自 平成15年４月 １日 
至 平成16年３月 31日 

 (3）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
職給付債務および年金資産の
見込額にもとづき、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。 
 なお、会計基準変更時差異
（90,733 千円）については、4
年による按分額を費用処理し
ております。 
 数理計算上の差異は、その発
生時に全額費用処理すること
としております。 

(3）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
職給付債務および年金資産の
見込額にもとづき、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。 

 なお、数理計算上の差異は、
その発生時に全額費用処理す
ることとしております。 

(3）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
職給付債務および年金資産の
見込額にもとづき計上してお
ります。 
 なお、会計基準変更時差異
（90,733 千円）については、4
年による均等額を費用処理し
ております。 
 数理計算上の差異（△42,542
千円）は、その発生時に全額費
用処理することとしておりま
す。 

 (4）役員退職慰労引当金 
 役員退職慰労金の支出に備
えるため、内規にもとづく中間
期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 
 役員退職慰労金の支出に備
えるため、内規にもとづく期末
要支給額を計上しております。 

 (5）債務保証損失引当金 
 関係会社への債務保証等に
係る損失に備えるため、被保証
者の財政状態等を勘案し、損失
負担見込額を計上しておりま
す。 

(5）債務保証損失引当金 
同左 

(5）債務保証損失引当金 
同左 

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.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特例
処理の条件を充たしているた
め、特例処理を採用しておりま
す。 

(1）ヘッジ会計の方法 
同左 

(1）ヘッジ会計の方法 
同左 

 (2）ヘッジ手段、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 

(2）ヘッジ手段、ヘッジ対象 
 ヘッジ手段･･･同左 
 ヘッジ対象･･･同左 

(2）ヘッジ手段、ヘッジ対象 
 ヘッジ手段･･･同左 
 ヘッジ対象･･･同左 

 (3）ヘッジ方針 
 取締役会において決定され
た基本方針等に従い、経営審議
会において付議決定された事
項にもとづき、金利変動リスク
をヘッジしております。 

(3）ヘッジ方針 
同左 

(3）ヘッジ方針 
同左 

 (4）ヘッジ有効性評価の方法 
 金利スワップ取引は、特例処
理の要件を充たしているため
有効性の判定を省略しており
ます。 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 
同左 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 
同左 

6.その他中間財務
諸表（財務諸表）
作成のための基本
となる事項 

消費税の会計処理 
 消費税および地方消費税の
会計処理は税抜方式を採用し
ております。 

消費税の会計処理 
同左 

消費税の会計処理 
同左 

 



－35－ 

（追加情報） 

前中間会計期間 
自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日 

当中間会計期間 
自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日 

前事業年度 
自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31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)）にもとづき、当中間会

計期間から法人事業税の付加価値割

および資本割12,813千円を販売費お

よび一般管理費として処理しており

ます。 

―――――― 
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注記事項 
（中間貸借対照表関係） 

番号 項目 
前中間会計期間末 

（平成 15年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成 16年９月30日） 
前事業年度 

（平成 16年３月31日） 

※1 有形固定資産の減価償却
累計額 

6,780,280 千円 7,084,619 千円 6,920,583 千円 

建物 123,026 千円 建物 123,026 千円 建物 123,026 千円 

工具器具備品 930 工具器具備品 930 工具器具備品 930 

※2 有形固定資産の取得価額
から控除した保険差益に
よる圧縮額   計 123,957   計 123,957   計 123,957 

※3 担保提供資産    

  定期預金 10,000千円 10,000千円 10,000千円 

  建物  1,421,296 
 （1,338,940 ） 

 1,333,281 
 （1,256,099 ） 

 1,378,528 
 （1,298,854 ） 

  機械及び装置  429,057 
 （429,057 ） 

 501,871 
 （501,871 ） 

 508,932 
 （508,932 ） 

  土地  1,545,400 
 （1,280,572 ） 

 1,545,400 
 （1,280,572 ） 

 1,545,400 
 （1,280,572 ） 

  その他有形固定資産  80,323 
 （80,323 ） 

 84,589 
 （84,589 ） 

 77,515 
 （77,515 ） 

 担保付債務    

  買掛金 10,000千円 10,000千円 10,000千円 

  短期借入金  790,000 
 （540,000 ） 

 740,000 
 （540,000 ） 

 740,000 
 （540,000 ） 

  長期借入金 
  
上記のうち()内書は工場
財団抵当ならびに当該債
務を示しております。 

 2,485,000 
 （2,485,000 ） 

 1,845,000 
 （1,845,000 ） 

 2,115,000 
 （2,115,000 ） 

※4 消費税等の表示方法  仮払消費税等と預り消費
税等は相殺のうえ、69,593
千円を中間貸借対照表上、流
動負債の｢その他｣に含めて
表示しております。 

 仮払消費税等と預り消費
税等は相殺のうえ、40,104
千円を中間貸借対照表上、流
動負債の｢その他｣に含めて
表示しております。 

――――― 
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（中間損益計算書関係） 
番号 

項目 
前中間会計期間 

自 平成15年４月 １日 
至 平成15年９月 30日 

当中間会計期間 
自 平成16年４月 １日 
至 平成16年９月 30日 

前事業年度 
自 平成15年４月 １日 
至 平成16年３月 31日 

※1 減価償却実施額    

  有形固定資産 211,553千円 227,678 千円 444,319 千円 

  無形固定資産 156 60  294  

※2 特別利益    

  災害保険金収入 －千円 19,672 千円 － 千円 

  移転補償金受入額 － －  19,454  

  貸倒引当金戻入益 － 7,376  －  

※3 特別損失    

  出資預け金評価損 －千円 － 千円 5,550 千円 

  投資有価証券評価損 － －  1,034  

  固定資産除却損 25,192 5,889  34,659  

  災害損失 － 15,333  －  

  電話加入権評価損 － －  18,584  

  貸倒損失 － －  60,945  

  債務保証損失引当金繰入  － －  2,000  
 

 

（税効果会計関係） 
前中間会計期間 

自 平成15年４月 １日 
至 平成15年９月 30日 

当中間会計期間 
自 平成16年４月 １日 
至 平成16年９月 30日 

前事業年度 
自 平成15年４月 １日 
至 平成16年３月 31日 

 中間会計期間に係る納付税額および

法人税等調整額は、当期において予定し
ている利益処分による圧縮積立金の取
崩しを前提として、当中間会計期間に係
る金額を計算しております。 

同左 ――――― 



－38－ 

（リース取引関係） 

前中間会計期間 
自 平成15年４月 １日 
至 平成15年９月 30日 

当中間会計期間 
自 平成16年４月 １日 
至 平成16年９月 30日 

前事業年度 
自 平成15年４月 １日 
至 平成16年３月 31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 

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償
却累計相当額および中間期末残高相当
額 

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償
却累計相当額および中間期末残高相当
額 

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償
却累計相当額および期末残高相当額 
 

 
取 得 
価 額 
相 当 額 

減価償却
累 計 額 
相 当 額 

中間期末 
残 高 
相 当 額 

 

機械及び装置 

千円 

1,030,542 

千円 

830,846 

千円 

199,696 

その他 723,296 442,398 280,898 

合計 1,753,839 1,273,244 480,594 

     

 
取 得 
価 額 
相 当 額 

減価償却
累 計 額 
相 当 額 

中間期末 
残 高 
相 当 額 

 

機械及び装置 

千円 

1,030,542 

千円 

919,707 

千円 

110,834 

その他 512,039 211,561 300,477 

合計 1,542,581 1,131,269 411,312 

     

 
取 得 
価 額 
相 当 額 

減価償却
累 計 額 
相 当 額 

中間期末 
残 高 
相 当 額 

 

機械及び装置 

千円 

1,030,542 

千円 

877,814 

千円 

152,727 

車両運搬具 293,504 151,879 141,624 

工具器具備品 287,847 181,559 106,288 

合計 1,611,894 1,211,253 400,641  

(注) 「その他」の取得価額相当額は、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
しております。 

―――――― ―――――― 

(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 290,052 千円 １年内 245,704 千円 １年内 225,119 千円 

１年超 583,955  １年超 311,446  １年超 335,888  
                                                   
合 計 874,007  合 計 557,151  合 計 561,007  

(注) 「その他」の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おります。 

―――――― ―――――― 

(3) 支払リース料、減価償却費相当額お
よび支払利息相当額 

(3) 支払リース料、減価償却費相当額お
よび支払利息相当額 

(3) 支払リース料、減価償却費相当額お
よび支払利息相当額 

支払リース料 148,270 千円 支払リース料 126,462 千円 支払リース料 259,554 千円 

減価償却費相当額 138,333  減価償却費相当額 95,641  減価償却費相当額 198,146  

支払利息相当額 20,681  支払利息相当額 7,503  支払利息相当額 17,935  

(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
額相当額との差額を利息相当額とし、
各期への配分方法については、利息法

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 

2．オペレーティング・リース取引 2．オペレーティング・リース取引 2．オペレーティング・リース取引 

――――――    未経過リース料 
    １年内 9,099 千円 
    １年超 22,121 

                 
     計 31,220 

―――――― 
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（有価証券関係） 

 前中間会計期間、当中間会計期間および前事業年度のいずれにおいても子会社株式および関連会社株式で時価のあるものは

ありません。 

 

（継続企業の前提） 

 該当事項はありません。 

 

（1株当たり情報） 
 

前中間会計期間 
自 平成15年４月 １日 
至 平成15年９月 30日 

当中間会計期間 
自 平成16年４月 １日 
至 平成16年９月 30日 

前事業年度 
自 平成15年４月 １日 
至 平成16年３月 31日 

1 株当たり純資産額 777 円 62 銭 1 株当たり純資産額 868 円 48 銭 1 株当たり純資産額 835 円 45 銭 

1 株当たり中間純利益金額 51 円 13 銭 1 株当たり中間純利益金額 49 円 15 銭 1 株当たり当期純利益金額 101 円 34 銭 

 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
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
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、以下の通りであります。 

 前中間会計期間 
自 平成15年４月 １日 
至 平成15年９月 30日 

当中間会計期間 
自 平成16年４月 １日 
至 平成16年９月 30日 

前事業年度 
自 平成15年４月 １日 
至 平成16年３月 31日 

中間（当期）純利益（千円） 393,634 378,290 780,128 

普通株式に帰属しない金額（千円） － － － 

 （うち利益処分による役員賞与金） （   －） （   －） （   －） 

普通株式に係る中間（当期）純利益（千円） 393,634 378,290 780,128 

期中平均株式数（株） 7,697,835 7,696,537 7,697,541 
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（重要な後発事象） 
 

前中間会計期間 
自 平成15年４月 １日 
至 平成15年９月 30日 

当中間会計期間 
自 平成16年４月 １日 
至 平成16年９月 30日 

前事業年度 
自 平成15年４月 １日 
至 平成16年３月 31日 

 連結子会社である松山生必㈱との合併 
 当社は、企業体質の強化、業績の安定
向上を図ることを目的として連結子会社
である松山生必㈱を平成 15 年 10 月 1 日

付にて吸収合併いたしました。 
 
 合併の概要は次のとおりであります。 

(1）合併期日 
平成 15年 10 月 1日 

(2）合併の形式 

 当社を存続会社として、松山生必㈱を
解散会社とする吸収合併とし、合併に
よる新株の発行および資本金の増加は
行っておりません。 
(3）財産の引継 

 合併期日において、松山生必㈱の資

産・負債および権利義務の一切を引継
いでおります。 
 なお、松山生必㈱の平成 15年 9月
30 日現在の財政状態は次のとおりで
あります。 

資産合計 316,053 千円 

負債合計 259,877 千円 
資本合計 56,175千円 

 重要な子会社の解散 
 平成16年 11月 15日開催の当社取締役
会において、連結子会社である㈱政所を
解散する決議を行いました。また、当社

取締役会の決議を受けて、同日付で㈱政
所の取締役会において、解散の決議を行
いました。 
 その概要は次のとおりであります。 
 ㈱政所の解散 
 平成16年 11月 30日開催予定の㈱政

所の臨時株主総会において、解散決議
を行う予定であります。 
 なお、解散による連結業績に与える
影響は軽微であります。 

―――――― 

 


