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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 7,321 △14.6 19 △95.9 27 △94.1 △230 ―

20年3月期 8,577 △7.1 473 △55.6 463 △56.8 223 △59.1

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 △15.58 ― △2.8 0.3 0.3
20年3月期 14.97 14.95 2.6 3.9 5.5

（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 10,243 7,902 77.1 534.64
20年3月期 11,455 8,333 72.7 563.59

（参考） 自己資本   21年3月期  7,902百万円 20年3月期  8,333百万円

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 1,226 △803 △175 1,194
20年3月期 1,232 △986 △365 952

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 ― 4.00 ― 4.00 8.00 119 53.4 1.4
21年3月期 ― 4.00 ― 2.00 6.00 88 ― 1.1

22年3月期 
（予想）

― 2.00 ― 3.00 5.00 ―

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 2,800 △27.7 △133 ― △133 ― △87 ― △5.92

通期 6,400 △12.6 41 113.4 40 45.7 0 ― ―



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14ページ（会計方針の変更）及び17ページをご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については22、23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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 15,486,000株 20年3月期 16,086,000株

② 期末自己株式数 21年3月期  704,745株 20年3月期  1,299,506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 7,291 △14.7 31 △93.3 39 △91.6 △269 ―

20年3月期 8,547 △7.0 478 △55.5 467 △56.8 227 △59.1

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 △18.21 ―

20年3月期 15.26 15.25

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 10,240 7,903 77.2 534.69
20年3月期 11,482 8,365 72.8 565.74

（参考） 自己資本 21年3月期  7,903百万円 20年3月期  8,365百万円

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 

（将来に関する記述等についてのご注意） 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、当該業績予想に関する事項については４ページをご参照ください。 
 

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

2,778 △28.1 △135 ― △135 ― △89 ― △6.05

通期 6,360 △12.8 41 30.7 40 2.3 0 ― ―











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 952,642 1,194,422 
受取手形及び売掛金 3,295,892 2,646,288 
たな卸資産 885,690 － 
商品及び製品 － 267,050 
仕掛品 － 18,453 
原材料及び貯蔵品 － 295,302 
繰延税金資産 78,015 80,120 
その他 210,359 171,516 
貸倒引当金 △3,453 △2,729 

流動資産合計 5,419,148 4,670,425 

固定資産   
有形固定資産   
建物及び構築物 ※1  3,224,611 ※1  3,241,815 

減価償却累計額 △2,004,609 △2,084,905 

建物及び構築物（純額） 1,220,001 1,156,910 
機械装置及び運搬具 5,480,256 5,444,387 
減価償却累計額 △3,946,564 △4,003,160 

機械装置及び運搬具（純額） 1,533,692 1,441,227 

工具、器具及び備品 6,190,402 5,927,124 
減価償却累計額 △5,617,974 △5,612,657 

工具、器具及び備品（純額） 572,428 314,466 

土地 ※1  730,774 ※1  730,774 

有形固定資産合計 4,056,895 3,643,379 
無形固定資産 73,819 62,938 
投資その他の資産   
投資有価証券 ※2  672,121 ※2  542,885 

関係会社出資金 30,000 － 
保険積立金 927,036 920,522 
繰延税金資産 96,453 213,813 
その他 ※1  179,625 ※1, ※2  189,385 

投資その他の資産合計 1,905,237 1,866,607 

固定資産合計 6,035,952 5,572,924 

繰延資産 166 － 

資産合計 11,455,267 10,243,350 



（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 1,406,402 915,056 
短期借入金 ※1  600,000 ※1  550,000 

1年内償還予定の社債 － 300,000 
未払法人税等 46,542 － 
賞与引当金 158,613 102,288 
その他 362,562 210,454 
流動負債合計 2,574,120 2,077,799 

固定負債   
社債 300,000 － 
退職給付引当金 160,265 182,833 
その他 87,328 79,978 
固定負債合計 547,593 262,812 

負債合計 3,121,714 2,340,611 
純資産の部   
株主資本   
資本金 1,617,000 1,617,000 
資本剰余金 1,457,008 1,440,058 
利益剰余金 5,519,292 5,047,322 
自己株式 △303,717 △164,419 

株主資本合計 8,289,583 7,939,960 
評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 44,154 △29,116 
為替換算調整勘定 △185 △8,105 

評価・換算差額等合計 43,969 △37,221 

純資産合計 8,333,552 7,902,739 

負債純資産合計 11,455,267 10,243,350 



（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 8,577,263 7,321,196 
売上原価 ※2  6,574,104 ※2  5,942,487 

売上総利益 2,003,159 1,378,708 
販売費及び一般管理費 ※1, ※2  1,529,248 ※1, ※2  1,359,213 

営業利益 473,910 19,495 
営業外収益   
受取利息 3,163 1,712 
受取配当金 15,058 17,479 
賃貸料収入 6,603 － 
保険返戻金 － 3,258 
雑収入 6,322 6,967 
営業外収益合計 31,147 29,417 

営業外費用   
支払利息 14,915 13,046 
支払手数料 14,847 6,597 
為替差損 11,212 424 
雑損失 923 1,398 
営業外費用合計 41,899 21,467 

経常利益 463,158 27,446 
特別利益   
投資有価証券売却益 － 35,315 
貸倒引当金戻入益 503 724 
出向者給料受入額 － 15,117 

特別利益合計 503 51,157 
特別損失   
固定資産売却損 － ※3  708 

固定資産除却損 ※4  16,701 ※4  20,130 

減損損失 ※5  30,204 ※5  47,668 

投資有価証券評価損 1,219 144,178 
関係会社株式等評価損 － 72,611 
製品不具合対策費 － ※6  46,129 

たな卸資産評価損 － 34,122 
特別損失合計 48,125 365,548 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△） 415,536 △286,944 

法人税、住民税及び事業税 120,641 13,512 
法人税等調整額 71,386 △70,044 

法人税等合計 192,028 △56,531 

当期純利益又は当期純損失（△） 223,507 △230,412 



（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 1,617,000 1,617,000 
当期変動額   
当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,617,000 1,617,000 
資本剰余金   
前期末残高 1,453,124 1,457,008 
当期変動額   
自己株式の処分 3,883 － 
自己株式の消却 － △16,950 

当期変動額合計 3,883 △16,950 

当期末残高 1,457,008 1,440,058 
利益剰余金   
前期末残高 5,512,506 5,519,292 
当期変動額   
剰余金の配当 △156,838 △59,145 
剰余金の配当（中間配当） △59,882 △59,135 
当期純利益 223,507 △230,412 
自己株式の消却 － △123,276 

当期変動額合計 6,786 △471,970 

当期末残高 5,519,292 5,047,322 
自己株式   
前期末残高 △265,855 △303,717 
当期変動額   
自己株式の取得 △46,195 △928 
自己株式の処分 8,332 － 
自己株式の消却 － 140,226 

当期変動額合計 △37,862 139,298 

当期末残高 △303,717 △164,419 

株主資本合計   
前期末残高 8,316,776 8,289,583 
当期変動額   
剰余金の配当 △156,838 △59,145 
剰余金の配当（中間配当） △59,882 △59,135 
当期純利益 223,507 △230,412 
自己株式の取得 △46,195 △928 
自己株式の処分 12,216 － 

当期変動額合計 △27,192 △349,622 

当期末残高 8,289,583 7,939,960 



（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 217,518 44,154 
当期変動額   
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △173,363 △73,271 

当期変動額合計 △173,363 △73,271 

当期末残高 44,154 △29,116 

為替換算調整勘定   
前期末残高 5,942 △185 
当期変動額   
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6,128 △7,919 

当期変動額合計 △6,128 △7,919 

当期末残高 △185 △8,105 

評価・換算差額等合計   
前期末残高 223,460 43,969 
当期変動額   
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △179,491 △81,190 

当期変動額合計 △179,491 △81,190 

当期末残高 43,969 △37,221 

純資産合計   
前期末残高 8,540,236 8,333,552 
当期変動額   
剰余金の配当 △156,838 △59,145 
剰余金の配当（中間配当） △59,882 △59,135 
当期純利益 223,507 △230,412 
自己株式の取得 △46,195 △928 
自己株式の処分 12,216 － 
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △179,491 △81,190 

当期変動額合計 △206,683 △430,813 

当期末残高 8,333,552 7,902,739 



（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（△） 415,536 △286,944 

減価償却費 907,798 854,052 
減損損失 30,204 47,668 
貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,243 △724 
賞与引当金の増減額（△は減少） △80,675 △56,281 
役員賞与引当金の増減額（△は減少） △37,000 － 
退職給付引当金の増減額（△は減少） 15,044 22,568 
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △85,165 － 
受取利息及び受取配当金 △18,222 △19,192 
支払利息 14,915 13,046 
支払手数料 14,847 6,597 
為替差損益（△は益） 3,923 55 
固定資産除却損 16,701 20,130 
投資有価証券売却損益（△は益） － △35,315 
投資有価証券評価損益（△は益） 1,219 144,178 
関係会社株式等評価損 － 72,611 
固定資産売却損益（△は益） － 708 
売上債権の増減額（△は増加） 539,917 647,867 
たな卸資産の増減額（△は増加） △37,341 304,034 
仕入債務の増減額（△は減少） △57,971 △463,059 
その他の資産の増減額（△は増加） △40,470 88,360 
その他の負債の増減額（△は減少） 41,116 △37,679 
その他 △26,604 △2,682 

小計 1,614,531 1,319,999 
利息及び配当金の受取額 18,363 19,580 
利息の支払額 △14,689 △12,956 
法人税等の還付額 124 － 
法人税等の支払額 △386,059 △100,507 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,232,269 1,226,116 



（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) 

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 △854,431 △655,916 
有形固定資産の売却による収入 － 1,500 
投資有価証券の取得による支出 △99,352 △216,585 
関係会社（非連結子会社）の設立・増資による支
出 △30,000 △41,440 

投資有価証券の売却による収入 － 99,138 
貸付けによる支出 △13,800 △350 
貸付金の回収による収入 17,681 7,472 
保険積立金の積立による支出 △6,295 △73,120 
保険積立金の満期による収入 1,775 76,891 
その他 △2,556 △1,033 

投資活動によるキャッシュ・フロー △986,977 △803,442 

財務活動によるキャッシュ・フロー   
短期借入金の増減（△）額（純額） △100,000 △50,000 
自己株式の取得による支出 △46,195 △928 
自己株式の売却による収入 12,216 － 
配当金の支払額 △217,074 △117,978 
その他 △14,847 △6,597 

財務活動によるキャッシュ・フロー △365,900 △175,505 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △7,344 △5,387 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △127,953 241,780 

現金及び現金同等物の期首残高 1,080,595 952,642 
現金及び現金同等物の期末残高 ※  952,642 ※  1,194,422 























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 919,543 1,174,001 
受取手形 1,323,815 1,073,312 
売掛金 1,966,783 1,568,696 
製品 357,078 253,772 
部品・原材料 413,024 － 
仕掛品 55,698 18,453 
貯蔵品 44,920 － 
原材料及び貯蔵品 － 294,168 
前払費用 16,917 17,276 
繰延税金資産 77,703 79,487 
短期貸付金 6,390 6,097 
未収入金 183,387 99,831 
未収還付法人税等 － 46,665 
その他 2,722 123 
貸倒引当金 △3,473 △2,741 

流動資産合計 5,364,512 4,629,146 
固定資産   
有形固定資産   
建物 3,031,361 3,047,646 
減価償却累計額 △1,860,322 △1,936,662 

建物（純額） 1,171,039 1,110,984 

構築物 193,249 194,169 
減価償却累計額 △144,287 △148,242 

構築物（純額） 48,962 45,926 
機械及び装置 5,439,472 5,406,482 
減価償却累計額 △3,925,119 △3,977,239 

機械及び装置（純額） 1,514,353 1,429,242 
車両運搬具 18,105 18,105 
減価償却累計額 △8,748 △11,912 

車両運搬具（純額） 9,357 6,192 
工具、器具及び備品 6,181,307 5,919,186 
減価償却累計額 △5,611,734 △5,606,218 

工具、器具及び備品（純額） 569,572 312,967 
土地 730,774 730,774 
有形固定資産合計 4,044,058 3,636,088 

無形固定資産   
借地権 35,300 35,300 
ソフトウエア 32,943 22,075 



（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) 

電話加入権 5,550 5,550 
施設利用権 25 12 
無形固定資産合計 73,819 62,938 

投資その他の資産   
投資有価証券 646,409 532,302 
関係会社株式 121,870 106,741 
関係会社出資金 30,000 13,958 
従業員長期貸付金 40,892 35,044 
長期前払費用 515 3,552 
保険積立金 927,036 920,522 
繰延税金資産 96,442 213,806 
その他 137,330 136,143 
投資損失引当金 － △50,218 

投資その他の資産合計 2,000,496 1,911,853 

固定資産合計 6,118,374 5,610,879 

資産合計 11,482,886 10,240,026 
負債の部   
流動負債   
支払手形 137,418 60,808 
買掛金 1,236,382 847,492 
短期借入金 600,000 550,000 
1年内償還予定の社債 － 300,000 
未払金 78,577 70,461 
未払費用 31,336 15,634 
未払法人税等 46,542 － 
未払消費税等 23,471 24,060 
預り金 24,654 25,318 
賞与引当金 158,271 101,980 
設備関係支払手形 31,195 4,482 
設備関係未払金 199,227 70,420 
その他 2,970 3,063 
流動負債合計 2,570,048 2,073,723 

固定負債   
社債 300,000 － 
退職給付引当金 160,265 182,833 
その他 87,328 79,978 
固定負債合計 547,593 262,812 

負債合計 3,117,642 2,336,535 



（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 1,617,000 1,617,000 
資本剰余金   
資本準備金 1,440,058 1,440,058 
その他資本剰余金 16,950 － 

資本剰余金合計 1,457,008 1,440,058 

利益剰余金   
利益準備金 237,010 237,010 
その他利益剰余金   
圧縮記帳積立金 129,955 123,686 
別途積立金 4,800,000 4,900,000 
繰越利益剰余金 383,833 △220,727 

利益剰余金合計 5,550,798 5,039,968 

自己株式 △303,717 △164,419 

株主資本合計 8,321,089 7,932,607 
評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 44,154 △29,116 

評価・換算差額等合計 44,154 △29,116 

純資産合計 8,365,244 7,903,490 

負債純資産合計 11,482,886 10,240,026 



（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 8,547,138 7,291,360 
売上原価   
製品期首たな卸高 352,535 357,078 
当期製品製造原価 6,589,675 5,886,565 
合計 6,942,211 6,243,643 
他勘定振替高 13,192 57,389 
製品期末たな卸高 357,078 253,772 
製品売上原価 6,571,940 5,932,480 

売上総利益 1,975,197 1,358,880 
販売費及び一般管理費   
荷造運搬費 146,352 132,969 
広告宣伝費 45,385 28,609 
販売手数料 10,150 3,355 
役員報酬 110,120 101,232 
給料 465,622 445,821 
賞与 65,668 56,318 
賞与引当金繰入額 58,086 37,428 
退職給付引当金繰入額 7,717 9,448 
役員退職慰労引当金繰入額 2,162 － 
法定福利費 75,420 66,796 
福利厚生費 49,815 45,232 
旅費及び交通費 79,312 73,058 
減価償却費 59,988 56,879 
修繕費 24,849 27,458 
支払手数料 103,405 81,475 
その他 192,466 160,951 
販売費及び一般管理費合計 1,496,527 1,327,037 

営業利益 478,670 31,842 
営業外収益   
受取利息及び配当金 18,143 19,136 
賃貸料収入 6,603 － 
保険返戻金 － 3,258 
雑収入 6,136 6,929 
営業外収益合計 30,883 29,324 

営業外費用   
支払利息 14,915 13,046 
支払手数料 14,847 6,597 
為替差損 12,017 1,156 
雑損失 741 1,253 
営業外費用合計 42,522 22,054 



（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) 

経常利益 467,031 39,113 
特別利益   
投資有価証券売却益 － 35,315 
貸倒引当金戻入益 495 732 
出向者給料受入額 － 15,117 
特別利益合計 495 51,165 

特別損失   
固定資産売却損 － 708 
固定資産除却損 16,701 20,130 
減損損失 30,204 47,668 
投資有価証券評価損 1,219 144,178 
関係会社株式等評価損 － 72,611 
投資損失引当金繰入額 － 50,218 
製品不具合対策費 － 46,129 
たな卸資産評価損 － 34,122 
特別損失合計 48,125 415,766 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 419,400 △325,487 

法人税、住民税及び事業税 120,641 13,512 
法人税等調整額 70,833 △69,728 

法人税等合計 191,474 △56,215 

当期純利益又は当期純損失（△） 227,926 △269,271 



（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 1,617,000 1,617,000 
当期変動額   
当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,617,000 1,617,000 
資本剰余金   
資本準備金   
前期末残高 1,440,058 1,440,058 
当期変動額   
当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,440,058 1,440,058 
その他資本剰余金   
前期末残高 13,066 16,950 
当期変動額   
自己株式の処分 3,883 － 
自己株式の消却 － △16,950 

当期変動額合計 3,883 △16,950 

当期末残高 16,950 － 

資本剰余金合計   
前期末残高 1,453,124 1,457,008 
当期変動額   
自己株式の処分 3,883 － 
自己株式の消却 － △16,950 

当期変動額合計 3,883 △16,950 

当期末残高 1,457,008 1,440,058 

利益剰余金   
利益準備金   
前期末残高 237,010 237,010 
当期変動額   
当期変動額合計 － － 

当期末残高 237,010 237,010 
その他利益剰余金   
圧縮記帳積立金   
前期末残高 136,252 129,955 
当期変動額   
圧縮記帳積立金の取崩 △6,296 △6,269 

当期変動額合計 △6,296 △6,269 

当期末残高 129,955 123,686 



（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) 

別途積立金   
前期末残高 4,400,000 4,800,000 
当期変動額   
別途積立金の積立 400,000 100,000 
当期変動額合計 400,000 100,000 

当期末残高 4,800,000 4,900,000 

繰越利益剰余金   
前期末残高 766,331 383,833 
当期変動額   
別途積立金の積立 △400,000 △100,000 
圧縮記帳積立金の取崩 6,296 6,269 
自己株式の消却 － △123,276 
剰余金の配当 △156,838 △59,145 
剰余金の配当（中間配当） △59,882 △59,135 
当期純利益 227,926 △269,271 

当期変動額合計 △382,498 △604,560 

当期末残高 383,833 △220,727 

利益剰余金合計   
前期末残高 5,539,593 5,550,798 
当期変動額   
別途積立金の積立 － － 
圧縮記帳積立金の取崩 － － 
自己株式の消却 － △123,276 
剰余金の配当 △156,838 △59,145 
剰余金の配当（中間配当） △59,882 △59,135 
当期純利益 227,926 △269,271 

当期変動額合計 11,204 △510,830 

当期末残高 5,550,798 5,039,968 
自己株式   
前期末残高 △265,855 △303,717 
当期変動額   
自己株式の取得 △46,195 △928 
自己株式の処分 8,332 － 
自己株式の消却 － 140,226 

当期変動額合計 △37,862 139,298 

当期末残高 △303,717 △164,419 

株主資本合計   
前期末残高 8,343,863 8,321,089 
当期変動額   
剰余金の配当 △156,838 △59,145 



（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) 

剰余金の配当（中間配当） △59,882 △59,135 
当期純利益 227,926 △269,271 
自己株式の取得 △46,195 △928 
自己株式の処分 12,216 － 

当期変動額合計 △22,774 △388,482 

当期末残高 8,321,089 7,932,607 

評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金   
前期末残高 217,518 44,154 
当期変動額   
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △173,363 △73,271 

当期変動額合計 △173,363 △73,271 

当期末残高 44,154 △29,116 

純資産合計   
前期末残高 8,561,381 8,365,244 
当期変動額   
剰余金の配当 △156,838 △59,145 
剰余金の配当（中間配当） △59,882 △59,135 
当期純利益 227,926 △269,271 
自己株式の取得 △46,195 △928 
自己株式の処分 12,216 － 
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △173,363 △73,271 

当期変動額合計 △196,137 △461,753 

当期末残高 8,365,244 7,903,490 
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