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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 9,835 △18.7 △461 ― △536 ― △1,643 ―
20年3月期 12,100 △0.2 63 △82.1 77 △79.6 △13 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 △285.11 ― △32.9 △5.7 △4.7
20年3月期 △2.36 ― △0.2 0.7 0.5

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期 7,887 4,100 52.0 711.38
20年3月期 10,945 5,898 53.9 1,023.24

（参考） 自己資本   21年3月期  4,100百万円 20年3月期  5,898百万円

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
百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 404 △226 △113 552
20年3月期 532 △518 69 497

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00 46 ― 0.8
21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
22年3月期 

（予想）
― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

3,948 △32.1 △71 ― △62 ― △69 ― △11.97

通期 8,432 △14.3 26 ― 33 ― 15 ― 2.60



4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 連結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（連結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） 

（注）詳細は、20ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純損失（連結）の算定の基礎となる株式数については、35ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 6,333,276株 20年3月期 6,333,276株
② 期末自己株式数 21年3月期  569,284株 20年3月期  568,387株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 9,103 △18.0 △366 ― △365 ― △1,490 ―
20年3月期 11,098 △1.5 64 △78.6 66 △79.1 26 △81.4

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 △258.64 ―
20年3月期 4.55 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期 7,799 4,288 55.0 744.06
20年3月期 10,726 5,943 55.4 1,031.00

（参考） 自己資本 21年3月期  4,288百万円 20年3月期  5,943百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき算定しており、今後の経済状況等の変化により、実際の業績は予想値と異なる結果
となる場合があります。 
なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料4ページ「次期の見通し」をご参照下さい。 

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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間

3,638 △31.9 △67 ― △65 ― △71 ― △12.32

通期 7,762 △14.7 21 ― 20 ― 8 ― 1.39













�





４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 497,820 552,265

受取手形及び売掛金 3,915,542 2,732,293

たな卸資産 1,615,610 －

商品及び製品 － 647,403

仕掛品 － 130,750

原材料及び貯蔵品 － 263,213

繰延税金資産 80,454 －

その他 43,282 54,879

貸倒引当金 △8,607 △3,437

流動資産合計 6,144,103 4,377,369

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,834,617 2,780,746

減価償却累計額 △2,093,513 △2,147,956

建物及び構築物（純額） ※1  741,104 ※1  632,789

機械装置及び運搬具 3,171,621 3,189,053

減価償却累計額 △2,538,484 △2,648,793

機械装置及び運搬具（純額） 633,136 540,259

土地 ※1  2,539,594 ※1  1,899,369

建設仮勘定 12,585 18,320

その他 224,471 222,551

減価償却累計額 △192,915 △200,557

その他（純額） 31,556 21,993

有形固定資産合計 3,957,977 3,112,732

無形固定資産   

のれん 271,001 －

その他 16,866 17,225

無形固定資産合計 287,867 17,225

投資その他の資産   

投資有価証券 443,226 270,717

繰延税金資産 43,111 34,015

その他 98,920 105,266

貸倒引当金 △30,090 △29,764

投資その他の資産合計 555,167 380,234

固定資産合計 4,801,013 3,510,193

資産合計 10,945,116 7,887,562



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,825,135 859,984

短期借入金 ※1  750,000 ※1  830,000

1年内償還予定の社債 － 300,000

1年内返済予定の長期借入金 ※1  405,120 ※1  293,964

未払金 194,962 128,878

未払費用 47,247 26,940

未払法人税等 23,943 9,707

未払消費税等 28,845 12,790

賞与引当金 180,544 53,760

その他 17,081 16,160

流動負債合計 3,472,879 2,532,184

固定負債   

社債 300,000 －

長期借入金 ※1  834,216 ※1  806,260

退職給付引当金 144,407 139,514

役員退職慰労引当金 284,241 301,892

その他 10,518 7,308

固定負債合計 1,573,383 1,254,975

負債合計 5,046,263 3,787,159

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,136,518 1,136,518

資本剰余金 1,133,596 1,133,596

利益剰余金 3,667,447 1,977,659

自己株式 △141,251 △141,353

株主資本合計 5,796,310 4,106,420

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 96,936 △20,584

為替換算調整勘定 5,606 14,566

評価・換算差額等合計 102,542 △6,018

純資産合計 5,898,853 4,100,402

負債純資産合計 10,945,116 7,887,562



（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 12,100,119 9,835,458

売上原価 10,052,549 ※5  8,491,715

売上総利益 2,047,569 1,343,742

販売費及び一般管理費 ※1,2  1,984,059 ※1,2  1,805,730

営業利益又は営業損失（△） 63,509 △461,987

営業外収益   

受取利息 722 483

受取配当金 10,341 11,401

受取家賃 13,881 14,055

仕入割引 14,274 12,140

為替差益 8,281 －

その他 10,068 8,866

営業外収益合計 57,569 46,947

営業外費用   

支払利息 28,255 30,009

売上割引 13,597 12,054

為替差損 － 76,798

その他 1,434 2,784

営業外費用合計 43,287 121,646

経常利益又は経常損失（△） 77,791 △536,685

特別利益   

貸倒引当金戻入額 13,403 5,201

投資有価証券売却益 － 19,849

保険差益 － 6,203

特別利益合計 13,403 31,254

特別損失   

固定資産除却損 ※3  7,111 ※3  7,309

減損損失 － ※4  948,108

投資有価証券評価損 － 13,564

特別損失合計 7,111 968,983

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

84,083 △1,474,414

法人税、住民税及び事業税 69,423 12,104

法人税等調整額 28,267 157,044

法人税等合計 97,690 169,149

当期純損失（△） △13,606 △1,643,563



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,136,518 1,136,518

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,136,518 1,136,518

資本剰余金   

前期末残高 1,133,596 1,133,596

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,133,596 1,133,596

利益剰余金   

前期末残高 3,750,265 3,667,447

当期変動額   

剰余金の配当 △69,210 △46,119

当期純損失（△） △13,606 △1,643,563

自己株式の処分 － △105

当期変動額合計 △82,817 △1,689,788

当期末残高 3,667,447 1,977,659

自己株式   

前期末残高 △140,454 △141,251

当期変動額   

自己株式の取得 △796 △780

自己株式の処分 － 678

当期変動額合計 △796 △101

当期末残高 △141,251 △141,353

株主資本合計   

前期末残高 5,879,924 5,796,310

当期変動額   

剰余金の配当 △69,210 △46,119

当期純損失（△） △13,606 △1,643,563

自己株式の取得 △796 △780

自己株式の処分 － 573

当期変動額合計 △83,614 △1,689,889

当期末残高 5,796,310 4,106,420



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 243,243 96,936

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △146,306 △117,520

当期変動額合計 △146,306 △117,520

当期末残高 96,936 △20,584

為替換算調整勘定   

前期末残高 △404 5,606

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 6,010 8,960

当期変動額合計 6,010 8,960

当期末残高 5,606 14,566

評価・換算差額等合計   

前期末残高 242,839 102,542

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △140,296 △108,560

当期変動額合計 △140,296 △108,560

当期末残高 102,542 △6,018

少数株主持分   

前期末残高 12 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △12 －

当期変動額合計 △12 －

当期末残高 － －

純資産合計   

前期末残高 6,122,776 5,898,853

当期変動額   

剰余金の配当 △69,210 △46,119

当期純損失（△） △13,606 △1,643,563

自己株式の取得 △796 △780

自己株式の処分 － 573

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △140,308 △108,560

当期変動額合計 △223,922 △1,798,450

当期末残高 5,898,853 4,100,402



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
損失（△）

84,083 △1,474,414

減価償却費 237,560 281,166

のれん償却額 41,692 41,692

減損損失 － 948,108

貸倒引当金の増減額（△は減少） △31,771 △5,495

賞与引当金の増減額（△は減少） △5,901 △126,784

退職給付引当金の増減額（△は減少） △20,198 △4,893

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 14,584 17,651

受取利息及び受取配当金 △11,063 △11,885

支払利息 28,255 30,009

投資有価証券売却損益（△は益） － △19,849

固定資産除売却損益（△は益） 7,111 7,309

売上債権の増減額（△は増加） 346,513 1,183,026

たな卸資産の増減額（△は増加） 25,506 567,891

仕入債務の増減額（△は減少） 148,889 △963,837

未払金の増減額（△は減少） △54,375 △44,958

その他 15,271 41,929

小計 826,159 466,667

利息及び配当金の受取額 11,091 11,884

利息の支払額 △28,956 △29,593

法人税等の還付額 － 18,300

法人税等の支払額 △275,367 △62,410

営業活動によるキャッシュ・フロー 532,927 404,849

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 △504,773 △221,564

無形固定資産の取得による支出 △1,822 －

投資有価証券の取得による支出 △12,637 △35,449

投資有価証券の売却による収入 － 30,357

その他 390 △9

投資活動によるキャッシュ・フロー △518,844 △226,665

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（△は減少） 110,000 80,000

長期借入れによる収入 400,000 300,000

長期借入金の返済による支出 △370,718 △439,112

自己株式の増減額（△は増加） △796 △206

配当金の支払額 △69,198 △46,530

その他 － △7,799

財務活動によるキャッシュ・フロー 69,286 △113,648

現金及び現金同等物に係る換算差額 4,076 △10,090

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 87,445 54,445

現金及び現金同等物の期首残高 410,374 497,820

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  497,820 ※1  552,265











































５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 374,527 348,931

受取手形 1,693,933 1,189,152

売掛金 2,044,949 1,456,586

商品 32,438 －

製品 1,017,507 －

商品及び製品 － 635,418

仕掛品 211,269 115,194

原材料 125,339 －

貯蔵品 5,984 －

原材料及び貯蔵品 － 112,185

関係会社短期貸付金 33,125 35,200

前渡金 949 －

前払費用 15,240 12,194

繰延税金資産 71,499 －

その他 33,864 27,028

貸倒引当金 △6,973 △2,588

流動資産合計 5,653,657 3,929,303

固定資産   

有形固定資産   

建物 2,201,744 2,190,463

減価償却累計額 △1,697,257 △1,733,596

建物（純額） ※1  504,487 ※1  456,867

構築物 335,014 336,568

減価償却累計額 △279,520 △288,376

構築物（純額） 55,493 48,191

機械及び装置 2,877,038 2,888,349

減価償却累計額 △2,308,431 △2,400,065

機械及び装置（純額） 568,607 488,284

車両運搬具 2,263 6,799

減価償却累計額 △2,172 △3,849

車両運搬具（純額） 90 2,949

工具、器具及び備品 215,395 218,173

減価償却累計額 △187,217 △197,550

工具、器具及び備品（純額） 28,178 20,622

土地 ※1  2,447,715 ※1  1,807,490

建設仮勘定 12,585 18,320

有形固定資産合計 3,617,157 2,842,726

無形固定資産   

借地権 5,461 5,461

電話加入権 6,084 6,084

水道施設利用権 228 168

ソフトウエア 2,844 4,923

無形固定資産合計 14,617 16,637



（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 439,288 266,778

関係会社株式 700,982 471,674

出資金 3,111 3,120

関係会社長期貸付金 207,800 201,600

破産更生債権等 2,285 1,958

長期前払費用 176 9,633

会員権 33,055 33,055

保険積立金 31,681 32,471

繰延税金資産 31,169 －

その他 21,184 20,472

貸倒引当金 △30,090 △29,764

投資その他の資産合計 1,440,644 1,011,001

固定資産合計 5,072,420 3,870,365

資産合計 10,726,077 7,799,668

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,680,923 758,184

短期借入金 ※1  750,000 ※1  730,000

1年内償還予定の社債 － 300,000

1年内返済予定の長期借入金 ※1  395,436 ※1  284,280

未払金 185,408 123,353

未払費用 40,987 21,658

未払法人税等 － 9,707

未払消費税等 28,732 11,043

預り金 10,125 8,631

前受収益 1,606 1,588

賞与引当金 165,544 40,480

その他 － 917

流動負債合計 3,258,762 2,289,843

固定負債   

社債 300,000 －

長期借入金 ※1  811,066 ※1  792,794

退職給付引当金 128,385 122,818

役員退職慰労引当金 284,241 301,892

その他 － 3,542

固定負債合計 1,523,692 1,221,046

負債合計 4,782,455 3,510,890



（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,136,518 1,136,518

資本剰余金   

資本準備金 1,133,596 1,133,596

資本剰余金合計 1,133,596 1,133,596

利益剰余金   

利益準備金 87,500 87,500

その他利益剰余金   

特別償却準備金 1,187 －

別途積立金 3,535,000 3,535,000

繰越利益剰余金 94,135 △1,441,898

利益剰余金合計 3,717,823 2,180,601

自己株式 △141,251 △141,353

株主資本合計 5,846,685 4,309,362

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 96,936 △20,584

評価・換算差額等合計 96,936 △20,584

純資産合計 5,943,622 4,288,778

負債純資産合計 10,726,077 7,799,668



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高   

製品売上高 10,417,114 8,541,215

商品売上高 681,780 562,285

売上高合計 11,098,894 9,103,500

売上原価   

製品売上原価   

製品期首たな卸高 1,069,511 1,017,507

当期製品製造原価 8,602,797 6,943,056

当期製品仕入高 58,238 46,288

合計 9,730,547 8,006,852

製品期末たな卸高 1,017,507 601,808

製品売上原価 8,713,039 7,405,044

商品売上原価   

商品期首たな卸高 42,346 32,438

当期商品仕入高 527,880 436,573

合計 570,226 469,012

商品期末たな卸高 32,438 33,610

商品売上原価 537,788 435,401

売上原価合計 9,250,827 7,840,446

売上総利益 1,848,066 1,263,054

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 383,477 353,185

役員報酬 111,750 104,700

給料及び手当 489,329 504,537

賞与 75,919 32,093

賞与引当金繰入額 80,183 20,553

退職給付費用 53,491 57,594

役員退職慰労引当金繰入額 17,581 17,651

福利厚生費 94,610 86,172

旅費及び交通費 63,606 60,792

減価償却費 39,347 34,822

賃借料 45,053 47,811

手数料 112,671 108,735

その他 216,708 200,859

販売費及び一般管理費合計 ※1  1,783,732 ※1  1,629,507

営業利益又は営業損失（△） 64,334 △366,453



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業外収益   

受取利息 3,851 5,319

受取配当金 9,476 10,483

仕入割引 14,274 12,140

受取家賃 9,417 9,231

その他 8,527 7,616

営業外収益合計 45,545 44,792

営業外費用   

支払利息 27,971 29,453

売上割引 13,597 12,054

その他 1,434 2,330

営業外費用合計 43,004 43,838

経常利益又は経常損失（△） 66,876 △365,500

特別利益   

貸倒引当金戻入額 13,403 4,416

投資有価証券売却益 － 19,849

特別利益合計 13,403 24,266

特別損失   

固定資産除却損 ※2  6,794 ※2  7,309

減損損失 － ※3  718,800

投資有価証券評価損 － 13,564

関係会社株式評価損 － 229,308

特別損失合計 6,794 968,983

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 73,484 △1,310,217

法人税、住民税及び事業税 21,921 11,744

法人税等調整額 25,296 169,035

法人税等合計 47,217 180,780

当期純利益又は当期純損失（△） 26,266 △1,490,997





（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,136,518 1,136,518

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,136,518 1,136,518

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,133,596 1,133,596

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,133,596 1,133,596

資本剰余金合計   

前期末残高 1,133,596 1,133,596

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,133,596 1,133,596

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 87,500 87,500

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 87,500 87,500

その他利益剰余金   

特別償却準備金   

前期末残高 2,374 1,187

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 △1,187 △1,187

当期変動額合計 △1,187 △1,187

当期末残高 1,187 －

別途積立金   

前期末残高 3,485,000 3,535,000

当期変動額   

別途積立金の積立 50,000 －

当期変動額合計 50,000 －

当期末残高 3,535,000 3,535,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 185,892 94,135

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 1,187 1,187

別途積立金の積立 △50,000 －

剰余金の配当 △69,210 △46,119

当期純利益又は当期純損失（△） 26,266 △1,490,997

自己株式の処分 － △105

当期変動額合計 △91,756 △1,536,034

当期末残高 94,135 △1,441,898



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

利益剰余金合計   

前期末残高 3,760,766 3,717,823

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 － －

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △69,210 △46,119

当期純利益又は当期純損失（△） 26,266 △1,490,997

自己株式の処分 － △105

当期変動額合計 △42,943 △1,537,221

当期末残高 3,717,823 2,180,601

自己株式   

前期末残高 △140,454 △141,251

当期変動額   

自己株式の取得 △796 △780

自己株式の処分 － 678

当期変動額合計 △796 △101

当期末残高 △141,251 △141,353

株主資本合計   

前期末残高 5,890,426 5,846,685

当期変動額   

剰余金の配当 △69,210 △46,119

当期純利益又は当期純損失（△） 26,266 △1,490,997

自己株式の取得 △796 △780

自己株式の処分 － 573

当期変動額合計 △43,740 △1,537,323

当期末残高 5,846,685 4,309,362

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 243,243 96,936

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △146,306 △117,520

当期変動額合計 △146,306 △117,520

当期末残高 96,936 △20,584

評価・換算差額等合計   

前期末残高 243,243 96,936

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △146,306 △117,520

当期変動額合計 △146,306 △117,520

当期末残高 96,936 △20,584



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 6,133,669 5,943,622

当期変動額   

剰余金の配当 △69,210 △46,119

当期純利益又は当期純損失（△） 26,266 △1,490,997

自己株式の取得 △796 △780

自己株式の処分 － 573

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △146,306 △117,520

当期変動額合計 △190,047 △1,654,844

当期末残高 5,943,622 4,288,778
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