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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） 

（注） 21年3月期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式がないため記載しておりません。 

(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 14,873 △6.6 624 △5.4 497 37.1 244 65.8
20年3月期 15,935 13.9 660 34.4 362 0.7 147 △1.0

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 40.75 ― 6.4 3.8 4.1
20年3月期 24.56 24.55 4.0 3.7 4.1

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  △17百万円 20年3月期  △132百万円

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 12,888 3,796 29.4 631.85
20年3月期 9,785 3,640 37.2 605.80

（参考） 自己資本   21年3月期  3,796百万円 20年3月期  3,640百万円

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 782 △3,770 2,995 792
20年3月期 264 △428 21 852

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 ― 15.00 15.00 90 61.0 2.4
21年3月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00 90 36.8 2.3
22年3月期 

（予想）
― 0.00 ― 15.00 15.00 30.0

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

5,700 △26.1 200 643.1 150 ― 50 ― 8.32

通期 11,500 △22.6 700 12.1 600 20.5 300 22.5 49.93



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、16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、37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 6,050,000株 20年3月期 6,050,000株
② 期末自己株式数 21年3月期  42,205株 20年3月期  40,605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） 

(注） 21年3月期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式がないため記載しておりません。 

(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 14,531 △8.7 536 △14.5 506 1.9 211 9.8
20年3月期 15,931 13.8 627 38.7 497 1.4 192 △27.5

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 35.14 ―
20年3月期 31.98 31.97

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 10,038 3,818 38.0 635.62
20年3月期 9,400 3,726 39.6 620.12

（参考） 自己資本 21年3月期  3,818百万円 20年3月期  3,726百万円

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 
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、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれておりま
す。世界経済・競合状況・為替・金利の変動等にかかわるリスクや不安定要因により、実際の業績が記載の予想数値と大幅に異なる可能性があります。 
なお、業績予想に関する事項は３ページから６ページの「1.経営成績」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

5,500 △27.7 200 ― 200 650.3 100 ― 16.64

通期 11,000 △24.3 600 11.9 600 18.4 300 42.0 49.93











�





４．連結財務諸表 
（１）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) 

海運業収益 7,465,848 6,395,380

海運業費用 ※3  6,603,284 ※1  5,415,967

海運業利益 862,564 979,413

貿易業収益 3,499,808 4,897,094

貿易業費用 ※1  3,173,373 4,605,585

貿易業利益 326,435 291,509

洋上給油事業収益 4,965,668 3,577,193

洋上給油事業費用 4,859,216 3,461,393

洋上給油事業利益 106,452 115,799

その他事業収益 3,814 4,109

その他事業費用 879 874

その他事業利益 2,935 3,234

売上総利益 1,298,386 1,389,957

販売費及び一般管理費 ※2, ※3  638,361 ※2  765,602

営業利益 660,025 624,355

営業外収益   

受取利息 9,237 70,610

受取配当金 4,206 4,366

為替差益 16,961 －

保険解約返戻金 9,428 －

デリバティブ評価益 － 56,502

その他営業外収益 5,601 2,572

営業外収益合計 45,435 134,052

営業外費用   

支払利息 61,998 131,887

社債発行費 4,224 7,039

デリバティブ評価損 120,429 －

為替差損 － 83,160

持分法による投資損失 132,243 17,314

その他営業外費用 23,724 21,442

営業外費用合計 342,620 260,845

経常利益 362,839 497,562

特別利益   

貸倒引当金戻入額 19,249 －

特別利益合計 19,249 －

特別損失   

投資有価証券評価損 － 7,562

特別損失合計 － 7,562

税金等調整前当期純利益 382,089 490,000

法人税、住民税及び事業税 251,138 254,574

法人税等調整額 △16,686 △9,450

法人税等合計 234,451 245,124

当期純利益 147,637 244,875



（２）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 890,000 890,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 890,000 890,000

資本剰余金   

前期末残高 961,593 961,593

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 961,593 961,593

利益剰余金   

前期末残高 1,814,416 1,853,859

当期変動額   

剰余金の配当 △108,194 △90,140

当期純利益 147,637 244,875

当期変動額合計 39,442 154,734

当期末残高 1,853,859 2,008,594

自己株式   

前期末残高 △13,300 △13,986

当期変動額   

自己株式の取得 △686 △435

当期変動額合計 △686 △435

当期末残高 △13,986 △14,421

株主資本合計   

前期末残高 3,652,708 3,691,465

当期変動額   

剰余金の配当 △108,194 △90,140

当期純利益 147,637 244,875

自己株式の取得 △686 △435

当期変動額合計 38,756 154,299

当期末残高 3,691,465 3,845,765



（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 91,994 40,069

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △51,924 △26,109

当期変動額合計 △51,924 △26,109

当期末残高 40,069 13,959

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △52,364 △110,736

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △58,372 △7,937

当期変動額合計 △58,372 △7,937

当期末残高 △110,736 △118,674

為替換算調整勘定   

前期末残高 16,405 19,719

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,313 35,263

当期変動額合計 3,313 35,263

当期末残高 19,719 54,983

評価・換算差額等合計   

前期末残高 56,036 △50,947

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △106,983 1,217

当期変動額合計 △106,983 1,217

当期末残高 △50,947 △49,730

純資産合計   

前期末残高 3,708,744 3,640,517

当期変動額   

剰余金の配当 △108,194 △90,140

当期純利益 147,637 244,875

自己株式の取得 △686 △435

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △106,983 1,217

当期変動額合計 △68,227 155,516

当期末残高 3,640,517 3,796,034



（３）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 1,014,469 964,070

受取手形・海運業未収金及び売掛金 3,209,534 2,432,619

有価証券 57,311 50,022

たな卸資産 1,461,317 －

商品及び製品 － 601,003

原材料及び貯蔵品 － 237,913

立替金 785,268 801,048

前渡金 － 1,414,516

繰延税金資産 48,601 31,931

その他 336,272 772,889

貸倒引当金 △17,024 △23,376

流動資産合計 6,895,751 7,282,639

固定資産   

有形固定資産   

船舶 4,627,390 8,795,835

減価償却累計額 △3,886,556 △4,385,331

船舶（純額） ※  740,834 ※  4,410,503

建物及び構築物 402,114 402,114

減価償却累計額 △201,919 △212,125

建物及び構築物（純額） ※  200,195 ※  189,988

その他 48,281 50,857

減価償却累計額 △37,383 △42,561

その他（純額） 10,897 8,295

土地 ※  315,784 ※  315,784

建設仮勘定 1,041,100 －

有形固定資産合計 2,308,811 4,924,572

無形固定資産 13,474 5,461

投資その他の資産   

投資有価証券 ※  166,286 ※  114,694

長期貸付金 237,402 347,592

繰延税金資産 62,900 108,564

その他 101,470 209,903

貸倒引当金 △807 △104,817

投資その他の資産合計 567,252 675,938

固定資産合計 2,889,539 5,605,972

資産合計 9,785,291 12,888,611



（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   

海運業未払金及び買掛金 1,265,701 1,088,194

1年内償還予定の社債 330,000 430,000

短期借入金 ※  1,365,626 ※  2,139,480

前受収益 1,344 122,013

未払法人税等 217,259 253,975

賞与引当金 23,190 21,924

役員賞与引当金 10,000 15,000

その他 423,816 347,495

流動負債合計 3,636,938 4,418,084

固定負債   

社債 770,000 790,000

長期借入金 ※  1,298,520 ※  3,490,740

退職給付引当金 154,945 161,581

役員退職慰労引当金 98,273 112,954

その他 186,096 119,218

固定負債合計 2,507,834 4,674,493

負債合計 6,144,773 9,092,577

純資産の部   

株主資本   

資本金 890,000 890,000

資本剰余金 961,593 961,593

利益剰余金 1,853,859 2,008,594

自己株式 △13,986 △14,421

株主資本合計 3,691,465 3,845,765

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 40,069 13,959

繰延ヘッジ損益 △110,736 △118,674

為替換算調整勘定 19,719 54,983

評価・換算差額等合計 △50,947 △49,730

純資産合計 3,640,517 3,796,034

負債純資産合計 9,785,291 12,888,611



（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 382,089 490,000

減価償却費 344,917 523,624

持分法による投資損益（△は益） 132,243 17,314

貸倒引当金の増減額（△は減少） △12,865 110,361

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,578 △1,266

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △10,000 5,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 652 6,636

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 11,621 14,681

受取利息及び受取配当金 △13,444 △74,977

支払利息 61,998 131,887

有形固定資産除却損 206 －

有価証券売却損益（△は益） 0 －

有価証券評価損益（△は益） 17,571 7,357

投資有価証券評価損益（△は益） － 7,562

デリバティブ評価損益（△は益） 120,429 △56,502

為替差損益（△は益） 15,069 58,961

売上債権の増減額（△は増加） 486,962 674,953

たな卸資産の増減額（△は増加） △621,585 622,400

その他の流動資産の増減額（△は増加） △102,675 △6,353

前渡金の増減額（△は増加） － △1,321,720

仕入債務の増減額（△は減少） 2,942 △176,823

未払金の増減額（△は減少） 2,270 2,635

その他の流動負債の増減額（△は減少） △269,250 34,446

保険積立金の増減額（△は増加） △6,191 △6,118

その他 － 6,660

小計 544,537 1,070,719

利息及び配当金の受取額 15,171 59,395

利息の支払額 △62,310 △129,823

法人税等の支払額 △232,687 △217,858

営業活動によるキャッシュ・フロー 264,710 782,433

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の売却による収入 0 －

有形固定資産の取得による支出 △395,492 △3,131,379

貸付けによる支出 △150,300 △784,743

貸付金の回収による収入 117,614 156,458

その他 20 △10,708

投資活動によるキャッシュ・フロー △428,157 △3,770,372



（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） △308,000 624,000

長期借入れによる収入 945,700 3,565,600

長期借入金の返済による支出 △535,764 △1,223,526

社債の発行による収入 300,000 500,000

社債の償還による支出 △270,000 △380,000

自己株式の取得による支出 △686 △435

配当金の支払額 △109,614 △90,535

財務活動によるキャッシュ・フロー 21,635 2,995,103

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,702 △67,563

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △144,514 △60,398

現金及び現金同等物の期首残高 996,994 ※  852,479

現金及び現金同等物の期末残高 ※  852,479 ※  792,080















































５．個別財務諸表 
（１）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) 

海運業収益   

運賃 7,382,561 6,038,843

その他海運業収益 80,017 11,223

海運業収益合計 7,462,579 6,050,067

海運業費用   

運航費 3,512,690 ※1  2,602,535

船費 112,973 66,641

借船料 3,059,895 2,508,271

海運業費用合計 6,685,560 5,177,449

海運業利益 777,019 872,618

貿易業収益 3,497,120 4,896,962

貿易業費用 ※1  3,178,173 4,610,385

貿易業利益 318,947 286,577

洋上給油事業収益 4,965,668 3,577,193

洋上給油事業費用 4,824,763 3,464,911

洋上給油事業利益 140,904 112,281

その他事業収益 6,454 7,289

その他事業費用 3,317 3,091

その他事業利益 3,136 4,198

営業総利益 1,240,008 1,275,675

一般管理費 ※2  612,500 ※2  739,670

営業利益 627,507 536,004

営業外収益   

受取利息 23,273 ※3  93,907

受取配当金 4,206 4,366

為替差益 21,076 －

受取事務手数料 ※3  15,000 ※3  15,450

保険解約返戻金 9,428 －

デリバティブ評価益 － 56,502

その他営業外収益 5,601 2,572

営業外収益合計 78,585 172,799

営業外費用   

支払利息 51,760 69,587

社債利息 7,921 14,170

社債発行費 4,224 7,039

デリバティブ評価損 120,429 －

貸倒引当金繰入額 － 12,794

為替差損 － 77,946

その他営業外費用 24,664 20,555

営業外費用合計 209,000 202,094

経常利益 497,093 506,710



（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) 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 20,927 －

関係会社事業損失引当金戻入額 － 4,041

特別利益合計 20,927 4,041

特別損失   

関係会社事業損失引当金繰入額 153,554 －

投資有価証券評価損 － 7,562

特別損失合計 153,554 7,562

税引前当期純利益 364,465 503,189

法人税、住民税及び事業税 251,068 254,190

法人税等調整額 △78,852 37,836

法人税等合計 172,215 292,026

当期純利益 192,249 211,162



（２）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 890,000 890,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 890,000 890,000

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 853,550 853,550

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 853,550 853,550

その他資本剰余金   

前期末残高 108,043 108,043

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 108,043 108,043

資本剰余金合計   

前期末残高 961,593 961,593

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 961,593 961,593

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 75,226 75,226

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 75,226 75,226

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 1,180,000 1,330,000

当期変動額   

別途積立金の積立 150,000 120,000

当期変動額合計 150,000 120,000

当期末残高 1,330,000 1,450,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 507,455 441,511

当期変動額   

別途積立金の積立 △150,000 △120,000

剰余金の配当 △108,194 △90,140

当期純利益 192,249 211,162

当期変動額合計 △65,944 1,021

当期末残高 441,511 442,533



（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 1,762,682 1,846,737

当期変動額   

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △108,194 △90,140

当期純利益 192,249 211,162

当期変動額合計 84,055 121,021

当期末残高 1,846,737 1,967,759

自己株式   

前期末残高 △13,300 △13,986

当期変動額   

自己株式の取得 △686 △435

当期変動額合計 △686 △435

当期末残高 △13,986 △14,421

株主資本合計   

前期末残高 3,600,974 3,684,343

当期変動額   

剰余金の配当 △108,194 △90,140

当期純利益 192,249 211,162

自己株式の取得 △686 △435

当期変動額合計 83,369 120,586

当期末残高 3,684,343 3,804,930

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 91,994 40,069

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △51,924 △26,109

当期変動額合計 △51,924 △26,109

当期末残高 40,069 13,959

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 － 2,179

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,179 △2,364

当期変動額合計 2,179 △2,364

当期末残高 2,179 △185

評価・換算差額等合計   

前期末残高 91,994 42,248

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △49,745 △28,474

当期変動額合計 △49,745 △28,474

当期末残高 42,248 13,774



（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 3,692,968 3,726,592

当期変動額   

剰余金の配当 △108,194 △90,140

当期純利益 192,249 211,162

自己株式の取得 △686 △435

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △49,745 △28,474

当期変動額合計 33,623 92,112

当期末残高 3,726,592 3,818,704



（３）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 977,738 808,539

海運業未収金 2,631,510 1,873,339

売掛金 ※2  641,860 ※2  637,173

有価証券 57,311 50,022

商品 1,077,294 －

商品及び製品 － 601,003

貯蔵品 323,666 －

原材料及び貯蔵品 － 159,034

前渡金 92,796 1,414,516

立替金 ※2  771,285 769,616

繰延及び前払費用 202,857 217,886

繰延税金資産 43,695 43,840

関係会社短期貸付金 154,500 202,000

その他 96,675 580,721

貸倒引当金 △17,546 △24,868

流動資産合計 7,053,645 7,332,825

固定資産   

有形固定資産   

建物 402,114 402,114

減価償却累計額 △201,919 △212,125

建物（純額） 200,195 189,988

車両及び運搬具 3,640 3,640

減価償却累計額 △3,477 △3,508

車両及び運搬具（純額） 163 132

器具及び備品 44,640 47,216

減価償却累計額 △33,906 △39,053

器具及び備品（純額） 10,734 8,163

土地 ※1  315,784 ※1  315,784

有形固定資産合計 526,877 514,068

無形固定資産   

ソフトウエア 11,291 3,278

電話加入権 2,183 2,183

無形固定資産合計 13,474 5,461

投資その他の資産   

投資有価証券 166,286 114,694

関係会社株式 84,385 16,485

出資金 15 15

関係会社出資金 3,270 3,270

長期貸付金 139,834 225,334

従業員に対する長期貸付金 37,107 30,262

関係会社長期貸付金 1,145,633 1,587,114

破産更生債権等 375 102,689

繰延税金資産 131,173 112,735

保険積立金 100,218 106,336



（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) 

差入保証金 692 692

その他 100 100

貸倒引当金 △3,020 △113,985

投資その他の資産合計 1,806,070 2,185,744

固定資産合計 2,346,422 2,705,275

資産合計 9,400,067 10,038,100

負債の部   

流動負債   

海運業未払金 1,162,971 829,982

買掛金 88,794 188,778

1年内償還予定の社債 330,000 430,000

短期借入金 ※1  826,000 ※1  1,450,000

1年内返済予定の長期借入金 ※1  539,626 ※1  469,080

未払金 23,334 29,112

未払法人税等 217,194 253,596

預り金 330,905 239,832

前受収益 1,344 81,287

賞与引当金 22,000 21,000

役員賞与引当金 10,000 15,000

その他 51,054 43,531

流動負債合計 3,603,226 4,051,202

固定負債   

社債 770,000 790,000

長期借入金 ※1  852,820 ※1  1,010,840

退職給付引当金 127,457 141,414

役員退職慰労引当金 98,273 112,954

関係会社事業損失引当金 166,172 98,278

その他 55,526 14,707

固定負債合計 2,070,249 2,168,193

負債合計 5,673,475 6,219,396



（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 890,000 890,000

資本剰余金   

資本準備金 853,550 853,550

その他資本剰余金 108,043 108,043

資本剰余金合計 961,593 961,593

利益剰余金   

利益準備金 75,226 75,226

その他利益剰余金   

別途積立金 1,330,000 1,450,000

繰越利益剰余金 441,511 442,533

利益剰余金合計 1,846,737 1,967,759

自己株式 △13,986 △14,421

株主資本合計 3,684,343 3,804,930

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 40,069 13,959

繰延ヘッジ損益 2,179 △185

評価・換算差額等合計 42,248 13,774

純資産合計 3,726,592 3,818,704

負債純資産合計 9,400,067 10,038,100
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