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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）

営業収益 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 70,566 △1.4 813 16.1 995 14.4 402 △4.9
20年3月期 71,578 0.2 700 20.3 870 21.4 423 90.4

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
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 12.38 ― 3.0 3.3 1.2
20年3月期 13.00 ― 3.2 3.0 1.0

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  1百万円 20年3月期  2百万円

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 30,691 13,405 43.7 412.35
20年3月期 29,125 13,466 46.2 412.45

（参考） 自己資本   21年3月期  13,405百万円 20年3月期  13,453百万円

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 2,618 △2,151 789 2,914
20年3月期 1,607 △2,636 589 1,658

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 8.00 260 61.5 1.9
21年3月期 ― 4.00 ― 4.00 8.00 260 64.6 1.9
22年3月期 

（予想）
― 4.00 ― 4.00 8.00 48.2

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）

 

営業収益 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

35,900 0.8 366 148.4 402 80.8 142 85.3 4.37

通期 71,700 1.6 1,110 36.4 1,200 20.5 539 33.8 16.61
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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」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、40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 33,779,634株 20年3月期 33,779,634株
② 期末自己株式数 21年3月期  1,270,569株 20年3月期  1,162,143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）

営業収益 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 69,768 △1.4 587 29.6 798 24.3 269 △23.4
20年3月期 70,751 4.5 453 △48.7 642 △40.4 351 △59.8

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 8.27 ―
20年3月期 10.79 ―

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 30,156 12,901 42.8 396.85
20年3月期 28,761 13,082 45.5 401.09

（参考） 自己資本 21年3月期  12,901百万円 20年3月期  13,082百万円

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 
上記の予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、不確定の要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化により上記の
予想数値と異なる場合があります。 
なお、上記の予想に関する事項については、添付資料の4ページを参照して下さい。 

営業収益 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

35,800 1.6 263 496.4 312 132.3 104 135.8 3.21

通期 71,500 2.5 901 53.4 1,014 27.0 461 71.2 14.21
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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 1,658,593 2,914,758

売掛金 1,462,371 1,401,939

たな卸資産 1,427,262 －

商品 － 1,331,440

仕掛品 － 846

原材料及び貯蔵品 － 50,083

繰延税金資産 257,312 274,917

その他 849,838 747,772

貸倒引当金 △130,063 △116,558

流動資産合計 5,525,315 6,605,200

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 16,566,767 16,979,200

減価償却累計額 △9,332,984 △9,953,957

建物及び構築物（純額） 7,233,782 7,025,242

機械装置及び運搬具 2,198,045 2,372,168

減価償却累計額 △1,681,555 △1,818,507

機械装置及び運搬具（純額） 516,489 553,661

土地 8,134,071 9,447,049

リース資産 － 92,770

減価償却累計額 － △14,335

リース資産（純額） － 78,434

建設仮勘定 266,033 39,343

その他 2,730,551 2,817,486

減価償却累計額 △1,948,882 △2,156,443

その他（純額） 781,669 661,043

有形固定資産合計 16,932,047 17,804,774

無形固定資産   

のれん 771,189 500,002

その他 359,800 297,157

無形固定資産合計 1,130,989 797,160

投資その他の資産   

投資有価証券 1,199,884 828,742

差入敷金・保証金 3,398,451 3,655,676

繰延税金資産 214,709 200,252

その他 978,049 1,041,497

貸倒引当金 △253,702 △241,969

投資その他の資産合計 5,537,393 5,484,200
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（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) 

固定資産合計 23,600,430 24,086,135

資産合計 29,125,745 30,691,335

負債の部   

流動負債   

買掛金 4,034,402 4,049,404

短期借入金 2,752,400 3,702,000

1年内返済予定の長期借入金 2,286,728 2,111,918

リース債務 － 17,492

未払法人税等 91,975 437,779

繰延税金負債 1,738 1,740

賞与引当金 363,167 361,432

役員賞与引当金 17,960 20,000

ポイント引当金 － 29,906

その他 1,348,391 1,438,977

流動負債合計 10,896,762 12,170,650

固定負債   

長期借入金 3,777,169 4,087,635

リース債務 － 65,824

繰延税金負債 12,418 12,418

預り敷金・保証金 766,344 792,458

退職給付引当金 82,644 3,131

役員退職慰労引当金 64,427 64,427

その他 59,669 89,637

固定負債合計 4,762,673 5,115,533

負債合計 15,659,435 17,286,184

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,829,322 1,829,322

資本剰余金 2,545,005 2,545,005

利益剰余金 9,367,801 9,510,191

自己株式 △283,690 △304,773

株主資本合計 13,458,439 13,579,746

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5,354 △174,595

評価・換算差額等合計 △5,354 △174,595

少数株主持分 13,224 －

純資産合計 13,466,310 13,405,151

負債純資産合計 29,125,745 30,691,335
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（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 70,651,541 69,642,096

売上原価 54,413,746 52,937,722

売上総利益 16,237,795 16,704,373

不動産賃貸収入 926,486 924,034

営業総利益 17,164,281 17,628,408

販売費及び一般管理費   

販売促進費 804,905 862,969

広告宣伝費 671,719 589,506

運搬費 1,147,543 1,040,208

給与手当 5,700,104 5,929,158

賞与引当金繰入額 351,929 350,369

役員賞与引当金繰入額 17,960 20,000

ポイント引当金繰入額 － 29,906

退職給付費用 69,606 73,243

法定福利及び厚生費 622,072 645,874

水道光熱費 1,001,176 1,079,784

リース料 256,992 234,573

減価償却費 1,103,155 1,134,801

賃借料 1,665,618 1,766,484

租税公課 265,004 295,081

賦課金 351 351

貸倒引当金繰入額 5,472 535

その他 2,779,708 2,761,878

販売費及び一般管理費合計 16,463,320 16,814,725

営業利益 700,961 813,682

営業外収益   

受取利息 20,193 31,326

受取配当金 9,496 11,734

持分法による投資利益 2,444 1,013

受取手数料 60,913 57,747

人件費負担受入 6,518 7,561

受取販売奨励金 44,731 34,197

その他 150,161 172,529

営業外収益合計 294,459 316,110

営業外費用   

支払利息 109,971 121,194

出向者給与 6,370 8,194

その他 8,866 4,467

営業外費用合計 125,208 133,855

経常利益 870,211 995,936
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（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) 

特別利益   

固定資産売却益 1,396 819

投資有価証券売却益 － 41,797

貸倒引当金戻入額 39,626 20,523

特別利益合計 41,023 63,141

特別損失   

固定資産除却損 16,821 11,583

店舗閉鎖損失 31,187 30,779

投資有価証券売却損 － 2,054

投資有価証券評価損 5,315 153,739

減損損失 147,193 1,298

退職金制度終了損 18,539 －

預託金貸倒引当金繰入額 1,250 1,450

特別損失合計 220,307 200,905

税金等調整前当期純利益 690,927 858,172

法人税、住民税及び事業税 116,243 467,854

法人税等調整額 157,298 △8,297

法人税等合計 273,542 459,556

少数株主損益 △6,470 △4,286

当期純利益 423,855 402,902
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（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 1,829,322 1,829,322

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,829,322 1,829,322

資本剰余金   

前期末残高 2,546,382 2,545,005

当期変動額   

自己株式の処分 △1,377 －

当期変動額合計 △1,377 －

当期末残高 2,545,005 2,545,005

利益剰余金   

前期末残高 9,204,693 9,367,801

当期変動額   

剰余金の配当 △260,747 △260,513

当期純利益 423,855 402,902

当期変動額合計 163,108 142,389

当期末残高 9,367,801 9,510,191

自己株式   

前期末残高 △297,395 △283,690

当期変動額   

自己株式の取得 △172 △21,082

自己株式の処分 13,877 －

当期変動額合計 13,704 △21,082

当期末残高 △283,690 △304,773

株主資本合計   

前期末残高 13,283,003 13,458,439

当期変動額   

剰余金の配当 △260,747 △260,513

当期純利益 423,855 402,902

自己株式の取得 △172 △21,082

自己株式の処分 12,500 －

当期変動額合計 175,435 121,307

当期末残高 13,458,439 13,579,746
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（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 172,456 △5,354

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △177,811 △169,240

当期変動額合計 △177,811 △169,240

当期末残高 △5,354 △174,595

評価・換算差額等合計   

前期末残高 172,456 △5,354

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △177,811 △169,240

当期変動額合計 △177,811 △169,240

当期末残高 △5,354 △174,595

新株予約権   

前期末残高 4,150 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,150 －

当期変動額合計 △4,150 －

当期末残高 － －

少数株主持分   

前期末残高 19,695 13,224

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6,470 △13,224

当期変動額合計 △6,470 △13,224

当期末残高 13,224 －

純資産合計   

前期末残高 13,479,305 13,466,310

当期変動額   

剰余金の配当 △260,747 △260,513

当期純利益 423,855 402,902

自己株式の取得 △172 △21,082

自己株式の処分 12,500 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △188,431 △182,465

当期変動額合計 △12,995 △61,158

当期末残高 13,466,310 13,405,151
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（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 690,927 858,172

減価償却費 1,249,643 1,286,969

減損損失 147,193 1,298

のれん償却額 261,076 263,219

貸倒引当金の増減額（△は減少） △32,904 △25,237

賞与引当金の増減額（△は減少） △11,857 △1,735

退職給付引当金の増減額（△は減少） △50,752 △23,187

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1,840 －

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 17,960 2,040

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △55,159 －

ポイント引当金の増減額（△は減少） － 29,906

受取利息及び受取配当金 △29,689 △43,061

支払利息 109,971 121,194

固定資産売却損益（△は益） △1,396 △819

固定資産除・売却損 16,821 11,583

投資有価証券売却損益（△は益） － △39,743

投資有価証券評価損益（△は益） 5,315 153,739

売上債権の増減額（△は増加） 528,380 60,431

たな卸資産の増減額（△は増加） △113,508 44,892

支払債務の増減額（△は減少） △524,658 36,540

その他 5,951 98,555

小計 2,211,474 2,834,757

利息及び配当金の受取額 12,189 37,975

利息の支払額 △110,168 △122,900

法人税等の支払額 △506,165 △131,224

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,607,329 2,618,608

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 △2,222,243 △2,253,767

有形固定資産の売却による収入 269,952 1,002

無形固定資産の取得による支出 △61,470 △7,124

投資有価証券の取得による支出 △356,648 △1,496

投資有価証券の売却による収入 1,000 94,866

敷金及び保証金の差入による支出 △167,424 －

預り敷金・保証金の返還による支出 △51,946 －

長期性預金預入による支出 △300,000 －

その他 252,391 14,809

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,636,389 △2,151,710
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（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) 

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） 831,400 949,600

長期借入金の調達による収入 2,750,000 2,650,000

長期借入金の返済による支出 △2,731,004 △2,514,344

リース債務の返済による支出 － △14,172

自己株式の取得による支出 － △21,082

自己株式の売却による収入 50 －

提出会社による配当金の支払額 △260,658 △260,733

財務活動によるキャッシュ・フロー 589,787 789,267

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △439,272 1,256,164

現金及び現金同等物の期首残高 2,097,866 1,658,593

現金及び現金同等物の期末残高 1,658,593 2,914,758
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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 1,634,371 2,903,312

売掛金 1,509,746 1,425,209

商品 1,361,514 1,323,840

貯蔵品 10,662 15,180

前払費用 162,563 179,558

繰延税金資産 242,610 265,942

立替金 13,597 12,032

短期貸付金 461,854 519,953

1年内回収予定の関係会社長期貸付金 244,000 224,000

未収入金 502,232 508,458

その他の流動資産 193,469 75,822

貸倒引当金 △131,639 △117,997

流動資産合計 6,204,984 7,335,315

固定資産   

有形固定資産   

建物 12,595,545 12,914,336

減価償却累計額 △7,062,853 △7,532,924

建物（純額） 5,532,692 5,381,412

構築物 1,126,462 1,132,702

減価償却累計額 △711,095 △776,885

構築物（純額） 415,366 355,816

機械及び装置 1,229,108 1,252,773

減価償却累計額 △1,042,192 △1,084,892

機械及び装置（純額） 186,915 167,881

車両運搬具 2,250 3,320

減価償却累計額 △2,150 △2,842

車両運搬具（純額） 99 477

工具、器具及び備品 2,565,618 2,665,816

減価償却累計額 △1,830,092 △2,040,071

工具、器具及び備品（純額） 735,526 625,745

土地 5,875,035 7,164,012

リース資産 － 92,770

減価償却累計額 － △14,335

リース資産（純額） － 78,434

建設仮勘定 267,923 39,343

有形固定資産合計 13,013,558 13,813,124

無形固定資産   

のれん 625,868 409,428
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（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) 

借地権 159,520 159,520

ソフトウエア 175,314 113,107

電話加入権 19,814 19,814

電気通信施設利用権 5 －

無形固定資産合計 980,523 701,871

投資その他の資産   

投資有価証券 1,146,981 828,228

関係会社株式 1,467,425 1,433,032

出資金 46,934 46,930

長期貸付金 1,156 796

関係会社長期貸付金 1,523,336 1,299,336

破産更生債権等 26,359 19,472

長期前払費用 463,453 533,757

繰延税金資産 193,026 198,592

差入敷金・保証金 3,571,736 3,813,993

長期預金 300,000 300,000

その他の投資 51,751 49,484

貸倒引当金 △229,937 △217,873

投資その他の資産合計 8,562,223 8,305,750

固定資産合計 22,556,305 22,820,746

資産合計 28,761,290 30,156,062

負債の部   

流動負債   

買掛金 4,125,511 4,134,682

短期借入金 3,175,662 4,103,360

1年内返済予定の長期借入金 2,286,728 2,111,918

リース債務 － 17,492

未払金 493,048 482,432

未払費用 440,261 446,273

未払法人税等 26,371 423,692

未払消費税等 28,840 126,099

預り金 260,765 253,518

賞与引当金 323,295 322,021

役員賞与引当金 17,960 20,000

ポイント引当金 － 29,906

その他の流動負債 46,297 40,333

流動負債合計 11,224,742 12,511,731

固定負債   

長期借入金 3,777,169 4,087,635

リース債務 － 65,824
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（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) 

預り敷金・保証金 497,637 468,894

退職給付引当金 71,865 －

役員退職慰労引当金 64,427 64,427

その他 42,818 56,473

固定負債合計 4,453,917 4,743,255

負債合計 15,678,659 17,254,986

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,829,322 1,829,322

資本剰余金   

資本準備金 2,405,774 2,405,774

その他資本剰余金 135,204 135,204

資本剰余金合計 2,540,978 2,540,978

利益剰余金   

利益準備金 329,984 329,984

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 79,645 78,738

別途積立金 7,666,000 7,666,000

繰越利益剰余金 971,627 981,301

利益剰余金合計 9,047,256 9,056,024

自己株式 △329,572 △350,654

株主資本合計 13,087,985 13,075,671

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5,354 △174,595

評価・換算差額等合計 △5,354 △174,595

純資産合計 13,082,631 12,901,075

負債純資産合計 28,761,290 30,156,062
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（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 69,962,424 68,982,433

売上原価   

商品期首たな卸高 1,047,366 1,361,514

合併による商品受入高 199,282 －

当期商品仕入高 55,126,143 53,535,738

合計 56,372,792 54,897,252

他勘定振替高 584,732 603,128

商品期末たな卸高 1,361,514 1,323,840

売上原価合計 54,426,545 52,970,284

売上総利益 15,535,879 16,012,149

不動産賃貸収入 788,658 786,068

営業総利益 16,324,537 16,798,217

販売費及び一般管理費   

販売促進費 780,030 840,959

広告宣伝費 665,358 583,744

包装費 437,436 444,177

運搬費 1,129,678 1,022,278

役員報酬 146,638 163,236

給与手当 5,230,816 5,450,673

賞与引当金繰入額 323,295 322,021

役員賞与引当金繰入額 17,960 20,000

ポイント引当金繰入額 － 29,906

退職給付費用 72,529 74,945

法定福利及び厚生費 609,618 632,112

水道光熱費 981,957 1,059,222

リース料 250,251 228,087

賃借料 1,845,844 1,912,898

減価償却費 995,577 1,040,789

事務・消耗品費 380,463 349,709

租税公課 225,782 255,622

賦課金 351 351

その他 1,777,813 1,780,241

販売費及び一般管理費合計 15,871,403 16,210,975

営業利益 453,134 587,241
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（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 46,252 56,478

受取配当金 9,713 12,434

受取手数料 71,485 68,371

人件費負担受入 448,546 424,434

その他 180,713 198,654

営業外収益合計 756,712 760,372

営業外費用   

支払利息 109,369 120,056

出向者給与 448,416 425,042

その他 9,938 4,322

営業外費用合計 567,724 549,421

経常利益 642,122 798,193

特別利益   

固定資産売却益 1,396 819

投資有価証券売却益 － 59,500

貸倒引当金戻入額 39,624 20,456

特別利益合計 41,020 80,775

特別損失   

固定資産除却損 6,281 8,910

投資有価証券売却損 － 2,054

投資有価証券評価損 5,315 153,739

関係会社株式評価損 － 40,363

減損損失 86,377 1,298

店舗閉鎖損失 31,187 30,779

退職金制度終了損 18,539 －

預託金貸倒引当金繰入額 1,250 1,450

特別損失合計 148,951 238,596

税引前当期純利益 534,192 640,373

法人税、住民税及び事業税 16,243 405,141

法人税等調整額 166,273 △34,049

法人税等合計 182,516 371,092

当期純利益 351,676 269,281
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（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 1,829,322 1,829,322

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,829,322 1,829,322

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 2,405,774 2,405,774

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,405,774 2,405,774

その他資本剰余金   

前期末残高 136,581 135,204

当期変動額   

自己株式の処分 △1,377 －

当期変動額合計 △1,377 －

当期末残高 135,204 135,204

資本剰余金合計   

前期末残高 2,542,355 2,540,978

当期変動額   

自己株式の処分 △1,377 －

当期変動額合計 △1,377 －

当期末残高 2,540,978 2,540,978

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 329,984 329,984

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 329,984 329,984

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 80,563 79,645

当期変動額   

圧縮積立金の取崩 △918 △906

当期変動額合計 △918 △906

当期末残高 79,645 78,738

別途積立金   

前期末残高 7,666,000 7,666,000
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（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) 

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 7,666,000 7,666,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 879,779 971,627

当期変動額   

剰余金の配当 △260,747 △260,513

圧縮積立金の取崩 918 906

当期純利益 351,676 269,281

当期変動額合計 91,847 9,674

当期末残高 971,627 981,301

利益剰余金合計   

前期末残高 8,956,327 9,047,256

当期変動額   

剰余金の配当 △260,747 △260,513

圧縮積立金の取崩 － －

当期純利益 351,676 269,281

当期変動額合計 90,928 8,768

当期末残高 9,047,256 9,056,024

自己株式   

前期末残高 △343,277 △329,572

当期変動額   

自己株式の取得 △172 △21,082

自己株式の処分 13,877 －

当期変動額合計 13,704 △21,082

当期末残高 △329,572 △350,654

株主資本合計   

前期末残高 12,984,728 13,087,985

当期変動額   

剰余金の配当 △260,747 △260,513

当期純利益 351,676 269,281

自己株式の取得 △172 △21,082

自己株式の処分 12,500 －

当期変動額合計 103,256 △12,314

当期末残高 13,087,985 13,075,671
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（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) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 173,106 △5,354

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △178,461 △169,240

当期変動額合計 △178,461 △169,240

当期末残高 △5,354 △174,595

評価・換算差額等合計   

前期末残高 173,106 △5,354

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △178,461 △169,240

当期変動額合計 △178,461 △169,240

当期末残高 △5,354 △174,595

新株予約権   

前期末残高 4,150 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,150 －

当期変動額合計 △4,150 －

当期末残高 － －

純資産合計   

前期末残高 13,161,985 13,082,631

当期変動額   

剰余金の配当 △260,747 △260,513

当期純利益 351,676 269,281

自己株式の取得 △172 △21,082

自己株式の処分 12,500 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △182,611 △169,240

当期変動額合計 △79,354 △181,555

当期末残高 13,082,631 12,901,075
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