
平成２０年６月３０日

各　　　　　位

 

（追加）（訂正）親会社等に係る決算情報に関するお知らせ

平成２０年５月１９日付で開示しました当社の親会社等である興和株式会社の決算

情報に関し、「役員の状況」が確定しましたのでお知らせいたします。

また、財務諸表の概要の「連結貸借対照表」「連結株主資本等変動計算書」につい

て、一部記載の誤りがありましたので訂正いたします。なお、訂正箇所には下線を

付しております。

記

１.  親会社等の名称 興和株式会社

２.  本 店 所 在 地 名古屋市中区錦三丁目６番２９号

３.  議決権所有割合 １８.６％ 直接 ５.７％ 間接
   （平成２０年３月３１日現在）

【添付書類】

 役員の状況

 平成２０年３月期 財務諸表の概要の一部訂正
  �訂正箇所�
  � 連結貸借対照表（３頁・４頁）
  � 連結株主資本等変動計算書（７頁）
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【役員の状況】

取締役会長 三輪　隆康 昭和 2年 1月21日 昭和25年 4月 当社に入社

昭和26年 4月 当社取締役

昭和29年 7月 興和新薬株式会社取締役社長

昭和34年 8月 興和紡績株式会社取締役社長

昭和34年 8月 当社取締役社長

平成 7年 8月 興和紡績株式会社取締役会長（現任）

平成 7年 8月 当社取締役会長（現任）

平成 7年 8月 興和新薬株式会社取締役会長（現任）

代表取締役 三輪　芳弘 (注)2 昭和30年10月30日 昭和55年 4月 当社に入社

取締役社長 平成元年 6月 当社常務取締役

平成 5年 6月 興和新薬株式会社取締役副社長

平成 5年 6月 興和紡績株式会社取締役副社長

平成 5年 6月 当社取締役副社長

平成 7年 8月 興和紡績株式会社取締役社長

平成 7年 8月 当社取締役社長

平成 7年 8月 興和新薬株式会社取締役社長

代表取締役 管理部門 加藤　彰爾 昭和17年 2月24日 昭和39年 3月 当社に入社

専務執行役員 人事部長 平成 3年 6月 当社取締役

平成 3年 6月 当社管理部門人事部長（現任）

平成 7年 6月 当社常務取締役

平成11年 6月 当社専務取締役

平成19年 6月 興和紡績株式会社取締役（現任） 

平成19年 6月 当社代表取締役専務執行役員（現任）

代表取締役 医薬事業部長 山本　寅雄 昭和17年11月14日 昭和40年 3月 当社に入社

専務執行役員 医薬事業部 平成 6年 3月 当社管理部門海外統轄部在籍米州総支配人

国際本部長 平成 7年 6月 当社取締役

平成10年 6月 当社医薬事業部国際本部長（現任）

平成10年 6月 当社常務取締役

平成13年 6月 当社専務取締役

平成13年 6月 当社医薬事業部長（現任）

平成16年 6月 興和新薬株式会社専務取締役

平成18年 4月 当社医薬営業本部長

平成19年 6月 当社代表取締役専務執行役員（現任）

平成19年 6月 興和新薬株式会社代表取締役専務執行役員（現任）

平成19年 6月 興和創薬株式会社代表取締役専務執行役員（現任）

代表取締役 非繊維事業部長 堀江　武司 昭和16年 9月29日 昭和39年 3月 当社に入社

専務執行役員 平成 9年 4月 当社非繊維事業部建材第一部長、建材第二部長

平成 9年 6月 当社取締役

平成 9年 6月 当社非繊維事業部長（現任）

平成10年 6月 当社常務取締役

平成13年 6月 当社専務取締役

平成13年 6月 当社繊維事業部長 

平成19年 6月 当社代表取締役専務執行役員（現任）

平成20年6月30日

所有株式
数（千株）

任期役名 職名 氏名 生年月日 略歴

8

7(注)3

(注)3 346

(注)3 464

(注)3

5(注)3

1



代表取締役 管理部門長 小山　泰申 昭和17年 4月 3日 昭和41年 3月 当社に入社

専務執行役員 開發本部長 平成 5年 8月 当社管理部門経理部長

平成 7年 6月 当社取締役

平成10年 6月 当社医薬事業部管理本部長、労務部長

平成11年 6月 興和新薬株式会社常務取締役

平成11年 6月 当社管理部門東京支店長

興和新薬株式会社管理部門長、人事部長

平成11年 6月 当社常務取締役

平成16年 4月 当社管理部門長（現任）

平成16年 6月 当社専務取締役

平成16年 6月 興和新薬株式会社専務取締役

平成19年 6月 興和紡績株式会社取締役（現任）

平成19年 6月 当社代表取締役専務執行役員（現任）

平成19年10月 当社開發本部長（現任）

取締役 医薬事業部 山本　章 昭和20年 4月23日 平成14年 8月 当社に入社

常務執行役員 監査・保証本部長 平成14年 8月 当社医薬事業部薬事部長

平成15年 6月 当社取締役

平成15年 6月 当社医薬事業部監査・保証本部長（現任）

平成17年 6月 当社常務取締役

平成19年 6月 当社取締役常務執行役員（現任）

取締役 医薬事業部 白石　浩一 昭和22年10月 3日 昭和47年 4月 当社に入社

常務執行役員 医療用開発本部長 平成 7年 6月 当社医薬事業部学術部長

平成 9年 6月 当社医薬事業部開発企画部長

平成11年 6月 興和新薬株式会社取締役

平成12年 6月 当社医薬事業部開発本部長（現任）

平成13年 6月 当社取締役

平成19年 6月 当社取締役常務執行役員（現任）

平成19年 7月 当社医薬事業部医療用開発本部長（現任）

取締役 医薬事業部 佐藤　和生 昭和21年 7月30日 昭和44年 4月 興和紡績株式会社に入社

常務執行役員 管理本部長 平成10年 6月 当社管理部門経理部長

平成13年 6月 当社取締役

平成16年 4月 当社医薬事業部管理本部長（現任）

平成16年 6月 興和新薬株式会社取締役

平成19年 6月 当社取締役常務執行役員（現任）

平成19年 6月 興和新薬株式会社取締役常務執行役員（現任）

平成19年 6月 興和創薬株式会社取締役常務執行役員（現任）

取締役 医薬事業部 吉村　三夫 昭和20年 3月19日 昭和44年 4月 当社に入社

常務執行役員 研究本部長 平成 8年 8月 当社医薬事業部富士研究所長

平成11年 6月 当社医薬事業部東京研究所長

平成12年 6月 当社医薬事業部国際業務部長

平成12年 9月 当社医薬事業部国際開発部長

平成13年 6月 当社取締役

平成13年 9月 当社医薬事業部研究本部長（現任）

平成13年 9月 当社医薬事業部研究企画推進部長

平成19年 6月 当社取締役常務執行役員（現任）

取締役 非繊維事業部 野原　太二雄 昭和25年 7月16日 昭和48年 4月 当社に入社

常務執行役員 化学第一部長 平成11年 5月 当社非繊維事業部化学第一部長（現任）

平成14年 6月 当社取締役

平成19年 6月 当社取締役常務執行役員（現任）

任期 所有株式
数（千株）

役名 職名 氏名 生年月日 略歴

(注)3 7

(注)3 10

(注)3 9

(注)3 6

(注)3 11

(注)3 7

2



取締役 医薬事業部 神谷　信行 昭和20年 8月25日 昭和43年 3月 興和新薬株式会社に入社

常務執行役員 経営企画室長 平成 9年 6月 興和新薬株式会社取締役

薬粧・ヘルスケア 平成16年 4月 当社医薬事業部医薬営業本部長

開発企画本部長 平成16年 6月 当社取締役

平成18年 4月 興和新薬株式会社薬粧事業部長 

平成18年 5月 当社医薬事業部経営企画室長（現任）

平成18年 6月  興和新薬株式会社取締役 

平成19年 6月 当社取締役常務執行役員（現任）

平成19年 7月 当社医薬事業部薬粧・ヘルスケア

開発企画本部長（現任）

取締役 管理部門 前田　義隆 昭和20年 1月 1日 昭和42年 3月 当社に入社

執行役員 大阪支店長 平成 6年12月 当社繊維事業部大阪貿易部長

大阪総務部長 平成 7年 6月 当社取締役

平成 7年 6月 当社管理部門海外統轄部長

平成10年 6月 当社管理部門海外統轄部在籍米州総支配人

平成14年 4月 当社管理部門海外統轄部長（現任）

平成19年 6月 当社取締役執行役員（現任） 

平成20年 5月 当社管理部門大阪支店長（現任） 

平成20年 5月 当社管理部門大阪総務部長（現任） 

取締役 管理部門 松本　洋美 昭和17年11月27日 昭和40年 3月 当社に入社

執行役員 監査部長 平成 3年 6月 当社繊維事業部中国繊維部長

国内統轄部長 平成 7年 6月 当社取締役

平成 7年 6月 当社繊維事業部大阪貿易部長

平成 8年11月 当社繊維事業部管理部長

平成 9年 6月 当社繊維事業部管理本部長

平成11年 6月 当社管理部門監査部長（現任）

平成12年 6月 当社管理部門国内統轄部長（現任）

平成19年 6月 当社取締役執行役員（現任）

取締役 三輪　晃裕 (注)2 昭和35年 8月15日 昭和58年 4月 株式会社第一勧業銀行入行

昭和61年 3月 同行退社

昭和61年 4月 株式会社帝国ホテル入社

昭和63年 3月 同社退社

昭和63年 6月 株式会社名古屋観光ホテル入社

平成11年 6月 同社取締役

平成11年 6月 同社経営企画室長（現任）

平成11年 6月 当社取締役（現任）

平成13年 6月 株式会社名古屋観光ホテル常務取締役

平成16年 6月 株式会社名古屋観光ホテル専務取締役（現任）

取締役 藤森　源久 昭和23年 1月25日 昭和45年 4月 当社に入社

平成 5年 6月 当社非繊維事業部化学第一部長

平成11年 6月 株式会社名古屋観光ホテル取締役社長（現任）

平成11年 6月 当社取締役（現任）

取締役 電機光学事業部 白澤　義暲 昭和20年10月 4日 昭和46年 4月 当社に入社

執行役員 医用機器本部長 平成10年 7月 当社医薬事業部薬粧統括部長

平成13年 6月 当社取締役

平成16年 4月 当社電機光学事業部医用機器本部長（現任）

平成19年 6月 当社取締役執行役員（現任）

生年月日 任期 所有株式
数（千株）

役名 職名 氏名 略歴

9(注)3

12(注)3

7(注)3

(注)3 6

323(注)3

7(注)3

3



取締役 非繊維事業部 植田　兼司 昭和24年 4月16日 昭和47年 4月 当社に入社

執行役員 機械部長 平成 7年 8月 当社非繊維事業部物資部長

平成15年 6月 当社取締役

平成15年12月 当社管理部門海外統轄部在籍欧州総支配人（現任）

平成19年 6月 当社取締役執行役員（現任）

平成19年10月 当社非繊維事業部機械部長（現任）

取締役 医薬事業部 稲木　敏男 昭和22年11月29日 昭和47年 4月 当社に入社

執行役員 富士研究所長 平成11年 6月 当社富士研究所長（現任）

平成13年 6月 興和新薬株式会社取締役

平成16年 6月 当社取締役

平成19年 6月 当社取締役執行役員（現任）

常勤監査役 伊藤　和彦 昭和21年10月29日 昭和44年 4月 当社に入社

平成14年 9月 興和紡績株式会社印刷事業部管理部長

平成15年 6月 当社常勤監査役（現任）

監査役 古川　邦治 昭和18年12月13日 昭和42年 3月 当社に入社

平成 7年 6月 当社取締役

平成13年 6月 興和紡績株式会社取締役

平成15年 6月 興和新薬株式会社監査役 

平成17年 6月 当社監査役（現任） 

監査役  井窪　保彦 (注)1 昭和28年 2月11日 昭和52年 4月 弁護士登録

平成 3年 1月 阿部・井窪・片山法律事務所パートナー（現任）

平成 6年 4月 最高裁判所司法研修所教官 

平成17年 6月 当社監査役（現任） 

 監査役 熊野御堂　　泰朗 (注)1 昭和24年 1月26日 昭和46年 4月 興和紡績株式会社に入社

平成15年 6月 興和紡績株式会社取締役

平成15年 6月  興和紡績株式会社印刷事業部長（現任） 

平成18年 6月  当社監査役（現任） 

平成19年 6月 興和紡績株式会社取締役執行役員(現任） 

平成19年 6月 興和紡績株式会社事業本部長（現任）

 監査役 宮本　俊明  (注)1  昭和24年11月28日 平成13年6月  興和冷蔵株式会社代表取締役に就任（現任）

平成19年6月 当社監査役（現任）

1,286

  　　　　　　　２．社長 三輪芳弘は会長 三輪隆康の長男であり、取締役 三輪晃裕は会長 三輪隆康の次男であります。

 　　　　　　　 ３．平成19年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

  　　　　　　　４．平成17年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

　　　　　　　  ５．平成18年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

  　　　　　　　６．平成19年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

  　　　　　　　７．当社は、平成19年6月28日より執行役員制度を導入しており、執行役員は25名で取締役以外の執行役員は10名であります。

          （注）１．監査役 井窪保彦、熊野御堂泰朗、並びに宮本俊明は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

計

略歴役名 職名 氏名 生年月日

8(注)3

任期 所有株式
数（千株）

8(注)3

7(注)6

9(注)4

(注)6 2

　－(注)4

2(注)5

4



 【訂正前】      　　平成20年3月期決算短信

対前年比

　　　区分
注記
番号

構成比
(％)

構成比
(％)

増減
(百万円)

Ⅰ 流動資産

１．現金及び預金 27,076 16,183

２．受取手形及び売掛金 63,552 58,793

３．有価証券 2,301 302

４．たな卸資産 21,425 19,765

５．前渡金 576 5,204

６．前払費用 215 386

７．繰延税金資産 7,660 9,299

８．短期貸付金 224 1,657

９．その他 2,842 2,297

貸倒引当金 △ 249 △ 204

   流動資産合計 125,626 52.1 113,685 46.8 △ 11,940

Ⅱ 固定資産

１．有形固定資産

(1)建物及び構築物 64,989 65,920

減価償却累計額 39,587 25,401 40,783 25,136

(2)機械装置及び運搬具 30,426 31,293

減価償却累計額 25,296 5,129 26,320 4,973

(3)工具器具及び備品 22,849 23,126

減価償却累計額 14,160 8,688 14,460 8,665

(4)土地 18,634 33,957

(5)建設仮勘定 113 88

　有形固定資産合計 57,968 24.0 72,822 30.0 14,854

２．無形固定資産

(1)のれん 93 －

(2)その他 1,977 3,124

　無形固定資産合計 2,071 0.9 3,124 1.2 1,052

３．投資その他の資産

(1)投資有価証券 48,170 46,719

(2)出資金 1,003 1,624

(3)長期貸付金 762 320

(4)長期前払費用 546 396

(5)繰延税金資産 14 19

(6)その他 5,255 4,491

貸倒引当金 △ 237 △ 185

　投資その他の資産合計 55,516 23.0 53,386 22.0 △ 2,130

   固定資産合計 115,556 47.9 129,333 53.2 13,776

241,182 100.0 243,018 100.0 1,835

 連結貸借対照表

資産合計

当連結会計年度
（平成20年3月31日）

（資　産　の　部）

金額（百万円） 金額（百万円）

前連結会計年度
（平成19年3月31日）

－３－



【訂正後】      　　平成20年3月期決算短信

対前年比

　　　区分
注記
番号

構成比
(％)

構成比
(％)

増減
(百万円)

Ⅰ 流動資産

１．現金及び預金 27,076 16,183

２．受取手形及び売掛金 63,552 58,793

３．有価証券 2,301 302

４．たな卸資産 21,425 19,765

５．前渡金 576 5,204

６．前払費用 215 386

７．繰延税金資産 7,660 9,299

８．短期貸付金 224 1,657

９．その他 2,842 2,297

貸倒引当金 △ 249 △ 204

   流動資産合計 125,626 52.1 113,685 46.8 △ 11,940

Ⅱ 固定資産

１．有形固定資産

(1)建物及び構築物 64,989 65,920

減価償却累計額 39,587 25,401 40,783 25,136

(2)機械装置及び運搬具 30,426 31,293

減価償却累計額 25,296 5,129 26,320 4,973

(3)工具器具及び備品 22,849 23,126

減価償却累計額 14,160 8,688 14,460 8,665

(4)土地 18,634 33,957

(5)建設仮勘定 113 88

　有形固定資産合計 57,968 24.0 72,822 30.0 14,854

２．無形固定資産

(1)のれん 93 －

(2)その他 1,977 3,124

　無形固定資産合計 2,071 0.9 3,124 1.3 1,052

３．投資その他の資産

(1)投資有価証券 48,170 46,506

(2)出資金 1,003 1,624

(3)長期貸付金 762 320

(4)長期前払費用 546 396

(5)繰延税金資産 14 19

(6)その他 5,255 4,491

貸倒引当金 △ 237 △ 185

　投資その他の資産合計 55,516 23.0 53,173 21.9 △ 2,343

   固定資産合計 115,556 47.9 129,120 53.2 13,563

241,182 100.0 242,806 100.0 1,623

 連結貸借対照表

資産合計

当連結会計年度
（平成20年3月31日）

（資　産　の　部）

金額（百万円） 金額（百万円）

前連結会計年度
（平成19年3月31日）

－３－



【訂正前】      　　平成20年3月期決算短信

対前年比

　　　区分
注記
番号

構成比
(％)

構成比
(％)

増減
(百万円)

Ⅰ 流動負債

　１． 支払手形及び買掛金 28,361 25,959

　２． 短期借入金 46,789 54,430

　３． 一年以内償還予定の社債 2,000 －

　４． 未払金 7,660 6,840

　５． 未払費用 3,237 4,547

　６． 未払法人税等 2,492 1,703

　７． 繰延税金負債 117 131

　８． 前受金 277 4,954

　９． 預り金 352 943

１０． 前受収益 619 520

１１． 賞与引当金 613 270

１２． 役員賞与引当金 51 54

１３． 売上割戻引当金 1,349 1,431

１４． 返品調整引当金 492 488

１５． その他 3,144 1,714

   流動負債合計 97,560 40.5 103,989 42.8 6,429

Ⅱ 固定負債

　１． 長期借入金 8,343 9,950

　２． 繰延税金負債 10,186 8,426

　３． 再評価に係る繰延税金負債 500 500

　４． 退職給付引当金 11,894 11,208

　５． 役員退職慰労引当金 － 1,608

　６． 負ののれん － 80

　７． 預り保証金 899 959

８． その他 380 194

   固定負債合計 32,204 13.3 32,928 13.5 723

129,764 53.8 136,917 56.3 7,153

（純 資 産 の 部）

Ⅰ 株主資本

１． 資本金 3,840 1.6 3,840 1.6 －

２． 資本剰余金 2,076 0.9 2,050 0.8 △ 26

３． 利益剰余金 96,721 40.1 97,188 40.0 467

４． 自己株式 △ 8,683 △ 3.6 △ 12,288 △ 5.0 △ 3,605

   株主資本合計 93,955 39.0 90,790 37.4 △ 3,164

Ⅱ 評価・換算差額等

１． その他有価証券評価差額金 16,204 6.7 14,084 5.8 △ 2,120

２． 繰延ヘッジ損益 △ 7 △0.0 △ 67 △0.0 △ 60

３． 土地再評価差額金 853 0.3 853 0.3 －

４． 為替換算調整勘定 221 0.1 273 0.1 51

   評価・換算差額等合計 17,272 7.1 15,143 6.2 △ 2,129

Ⅲ 少数株主持分 190 0.1 166 0.1 △ 23

純資産合計 111,417 46.2 106,100 43.7 △ 5,317

241,182 100.0 243,018 100.0 1,835

負債合計

負債純資産合計

前連結会計年度
（平成19年3月31日）

当連結会計年度
（平成20年3月31日）

（負　債　の　部）

金額（百万円） 金額（百万円）

－４－



【訂正後】      　　平成20年3月期決算短信

対前年比

　　　区分
注記
番号

構成比
(％)

構成比
(％)

増減
(百万円)

Ⅰ 流動負債

　１． 支払手形及び買掛金 28,361 25,959

　２． 短期借入金 46,789 54,430

　３． 一年以内償還予定の社債 2,000 －

　４． 未払金 7,660 6,840

　５． 未払費用 3,237 4,547

　６． 未払法人税等 2,492 1,703

　７． 繰延税金負債 117 131

　８． 前受金 277 4,954

　９． 預り金 352 943

１０． 前受収益 619 520

１１． 賞与引当金 613 270

１２． 役員賞与引当金 51 54

１３． 売上割戻引当金 1,349 1,431

１４． 返品調整引当金 492 488

１５． その他 3,144 1,714

   流動負債合計 97,560 40.5 103,989 42.8 6,429

Ⅱ 固定負債

　１． 長期借入金 8,343 9,950

　２． 繰延税金負債 10,186 8,426

　３． 再評価に係る繰延税金負債 500 500

　４． 退職給付引当金 11,894 11,208

　５． 役員退職慰労引当金 － 1,608

　６． 負ののれん － 80

　７． 預り保証金 899 959

８． その他 380 194

   固定負債合計 32,204 13.3 32,928 13.6 723

129,764 53.8 136,917 56.4 7,153

（純 資 産 の 部）

Ⅰ 株主資本

１． 資本金 3,840 1.6 3,840 1.6 －

２． 資本剰余金 2,076 0.9 2,050 0.8 △ 26

３． 利益剰余金 96,721 40.1 97,188 40.0 467

４． 自己株式 △ 8,683 △ 3.6 △ 12,500 △ 5.1 △ 3,817

   株主資本合計 93,955 39.0 90,578 37.3 △ 3,377

Ⅱ 評価・換算差額等

１． その他有価証券評価差額金 16,204 6.7 14,084 5.8 △ 2,120

２． 繰延ヘッジ損益 △ 7 △0.0 △ 67 △0.0 △ 60

３． 土地再評価差額金 853 0.3 853 0.3 －

４． 為替換算調整勘定 221 0.1 273 0.1 51

   評価・換算差額等合計 17,272 7.1 15,143 6.2 △ 2,129

Ⅲ 少数株主持分 190 0.1 166 0.1 △ 23

純資産合計 111,417 46.2 105,888 43.6 △ 5,529

241,182 100.0 242,806 100.0 1,623

負債合計

負債純資産合計

前連結会計年度
（平成19年3月31日）

当連結会計年度
（平成20年3月31日）

（負　債　の　部）

金額（百万円） 金額（百万円）

－４－



【訂正前】      　　平成20年3月期決算短信

平成19年3月31日残高
　　     　　　       (百万円）

連結会計年度中の変動額

   剰余金の配当

   当期純利益

   自己株式の取得

   自己株式の処分

   持分変動

   株主資本以外の項
   目の連結会計年度
   中の変動額（純額）

連結会計年度中の
変動額合計　 　 （百万円）

平成20年3月31日残高
         　　　     　（百万円）

平成19年3月31日残高
　　     　　　       (百万円）

連結会計年度中の変動額

   剰余金の配当

   当期純利益

   自己株式の取得

   自己株式の処分

   持分変動

   株主資本以外の項
   目の連結会計年度
   中の変動額（純額）

連結会計年度中の
変動額合計　 　 （百万円）

平成20年3月31日残高
         　　　     　（百万円）

17,272853 221

△ 23

△ 23

166

少数株主
持分

190

106,100

△ 4

1,146

△ 4,170

543

△ 679

△ 2,152

△ 5,317

△ 8,683 93,955

△ 2,129

1,146

51

純資産合計

111,417

△ 3,605 △ 3,164

2,050 97,188 △ 12,288 90,790

△ 4 △ 4

△ 26 570 543

△ 4,170 △ 4,170

1,146

96,721

15,143

△ 2,129△ 60

△ 60

△ 67

-

-

853

△ 2,120

273

△ 2,120 51

14,084

当連結会計年度（自平成19年4月1日　至平成20年3月31日)

為替換算
調整勘定

△ 679 △ 679

評価・換算
差額等合計

2,0763,840

その他
有価証券

評価差額金

△ 7

評価・換算差額等

土地再評価
差額金

-

3,840

16,204

467

繰延ヘッジ
損益

△ 26

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

－７－



【訂正後】      　　平成20年3月期決算短信

平成19年3月31日残高
　　     　　　       (百万円）

連結会計年度中の変動額

   剰余金の配当

   当期純利益

   自己株式の取得

   自己株式の処分

   持分変動

関連会社増加に伴う
自己株式の増加

   株主資本以外の項
   目の連結会計年度
   中の変動額（純額）

連結会計年度中の
変動額合計　 　 （百万円）

平成20年3月31日残高
         　　　     　（百万円）

平成19年3月31日残高
　　     　　　       (百万円）

連結会計年度中の変動額

   剰余金の配当

   当期純利益

   自己株式の取得

   自己株式の処分

   持分変動

関連会社増加に伴う
自己株式の増加

   株主資本以外の項
   目の連結会計年度
   中の変動額（純額）

連結会計年度中の
変動額合計　 　 （百万円）

平成20年3月31日残高
         　　　     　（百万円）

△ 212

17,272853 221

△ 23

△ 23

166

少数株主
持分

190

105,888

△ 4

1,146

△ 4,170

543

△ 212

△ 679

△ 2,152

△ 5,529

△ 8,683 93,955

△ 2,129

1,146

51

純資産合計

111,417

△ 3,817 △ 3,377

2,050 97,188 △ 12,500 90,578

△ 4 △ 4

△ 212

△ 26 570 543

△ 4,170 △ 4,170

1,146

96,721

15,143

△ 2,129△ 60

△ 60

△ 67

-

-

853

△ 2,120

273

△ 2,120 51

14,084

当連結会計年度（自平成19年4月1日　至平成20年3月31日)

為替換算
調整勘定

△ 679 △ 679

評価・換算
差額等合計

2,0763,840

その他
有価証券

評価差額金

△ 7

評価・換算差額等

土地再評価
差額金

-

3,840

16,204

467

繰延ヘッジ
損益

△ 26

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

－７－


