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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 14,553 △8.5 171 △78.7 225 △73.2 170 △4.2

20年3月期 15,911 4.6 805 △25.3 841 △22.3 178 △79.4

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 4.17 ― 3.0 1.7 1.2
20年3月期 4.34 ― 3.1 5.7 5.1

（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 13,522 7,146 42.1 139.73
20年3月期 14,981 7,243 38.4 140.32

（参考） 自己資本   21年3月期  5,696百万円 20年3月期  5,755百万円

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 1,101 △649 △340 2,473
20年3月期 1,103 △670 △107 2,361

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 0.00 0.00 5.00 5.00 205 115.2 3.6
21年3月期 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 122 71.9 1.7

22年3月期 
（予想）

0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 87.5

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

5,300 △34.7 △60 ― △40 ― △20 ― △0.49

通期 12,000 △17.5 270 57.3 270 19.6 140 △17.9 3.43

                    



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、 15ページ「（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」と、21ページ「（７）連結財務諸表作成のための基本となる重要事項
の変更」をご参照ください。 

(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については、 25ページ「1株当たり情報」をご参照ください。 

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 42,000,000株 20年3月期 42,000,000株

② 期末自己株式数 21年3月期  1,235,733株 20年3月期  987,432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 7,389 △2.9 222 △56.7 335 △37.7 192 △49.4

20年3月期 7,612 5.7 514 △9.7 538 △9.2 380 6.7

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 4.71 ―

20年3月期 9.28 ―

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 7,975 4,251 53.3 104.28
20年3月期 8,813 4,284 48.6 104.47

（参考） 自己資本 21年3月期  4,251百万円 20年3月期  4,284百万円

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 

1.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、
実際の業績は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
2.当連結会計年度より「四半期財務諸表に会計基準」(企業会計基準12号)及び「四半期財務諸表に関する企業基準の適用指針」(企業会計基準適用指針
第14号)を適用しています。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

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

2,700 △30.4 0 ― 40 △79.2 20 △83.5 0.49

通期 6,100 △17.5 160 △28.1 240 △28.5 140 △27.4 3.42

                    













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 2,411,372 2,523,037

受取手形及び売掛金 4,877,950 3,040,303

たな卸資産 2,490,596 －

商品及び製品 － 690,720

仕掛品 － 385,158

原材料及び貯蔵品 － 1,569,724

繰延税金資産 211,821 152,416

その他 112,966 140,122

貸倒引当金 △9,126 △9,192

流動資産合計 10,095,580 8,492,289

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,082,656 4,157,066

減価償却累計額 △2,912,166 △3,015,021

建物及び構築物（純額） 1,170,489 1,142,045

機械装置及び運搬具 8,499,468 8,606,051

減価償却累計額 △7,030,692 △7,292,291

機械装置及び運搬具（純額） 1,468,775 1,313,760

土地   

鉱業用地 289,634 289,634

減価償却累計額 △121,852 130,757

鉱業用地（純額） 167,782 158,876

一般用地 1,284,521 1,284,521

リース資産 － 488,824

減価償却累計額 － △320,487

リース資産（純額） － 168,336

建設仮勘定 31,037 89,775

その他 495,158 657,022

減価償却累計額 △391,803 △560,681

その他（純額） 103,354 96,341

有形固定資産合計 4,225,961 4,253,657

無形固定資産   

鉱業権 19,544 17,221

その他 40,448 57,271

無形固定資産合計 59,993 74,492

投資その他の資産   

投資有価証券 36,756 33,486

繰延税金資産 287,986 398,316

                    



（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) 

その他 292,524 285,803

貸倒引当金 △17,058 △15,703

投資その他の資産合計 600,209 701,903

固定資産合計 4,886,163 5,030,052

資産合計 14,981,744 13,522,342

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,252,969 1,208,988

短期借入金 2,175,000 2,175,000

1年内返済予定の長期借入金 273,000 300,040

未払法人税等 293,161 74,394

賞与引当金 208,596 143,942

その他 782,067 765,977

流動負債合計 5,984,793 4,668,343

固定負債   

長期借入金 850,000 789,940

繰延税金負債 426 4,390

退職給付引当金 726,792 727,179

役員退職慰労引当金 80,416 43,691

負ののれん 87,666 26,085

その他 8,357 115,719

固定負債合計 1,753,658 1,707,006

負債合計 7,738,452 6,375,349

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,820,000 2,820,000

資本剰余金 285 285

利益剰余金 3,090,664 3,056,227

自己株式 △159,115 △180,244

株主資本合計 5,751,833 5,696,267

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,224 △247

評価・換算差額等合計 3,224 △247

少数株主持分 1,488,234 1,450,971

純資産合計 7,243,292 7,146,992

負債純資産合計 14,981,744 13,522,342

                    



（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 15,911,688 14,553,720

売上原価 13,099,121 12,504,716

売上総利益 2,812,567 2,049,004

販売費及び一般管理費 2,007,435 1,877,303

営業利益 805,131 171,700

営業外収益   

受取利息 226 671

受取配当金 488 686

負ののれん償却額 70,439 61,581

受取手数料 11,030 8,917

受取賃貸料 17,056 17,737

その他 18,843 38,578

営業外収益合計 118,085 128,173

営業外費用   

支払利息 54,774 47,988

為替差損 12,705 3,702

売上債権売却損 9,530 10,709

その他 4,494 11,736

営業外費用合計 81,505 74,137

経常利益 841,711 225,737

特別利益   

固定資産売却益 1,364 1,665

投資有価証券売却益 229,427 －

貸倒引当金戻入額 － 1,324

特別利益合計 230,791 2,989

特別損失   

固定資産売却損 73 －

固定資産除却損 15,907 10,099

過年度役員退職慰労引当金繰入額 72,191 －

子会社株式みなし売却損 347,726 －

事業整理損 77,130 －

投資有価証券評価損 1,154 －

減損損失 － 9,138

特別損失合計 514,184 19,238

税金等調整前当期純利益 558,318 209,489

法人税、住民税及び事業税 399,952 119,565

法人税等調整額 △51,637 △44,428

法人税等合計 348,315 75,136

少数株主利益又は少数株主損失（△） 31,930 △36,273

当期純利益 178,072 170,625

                    



（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 2,820,000 2,820,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,820,000 2,820,000

資本剰余金   

前期末残高 285 285

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 285 285

利益剰余金   

前期末残高 3,117,666 3,090,664

当期変動額   

剰余金の配当 △205,074 △205,062

当期純利益 178,072 170,625

当期変動額合計 △27,002 △34,436

当期末残高 3,090,664 3,056,227

自己株式   

前期末残高 △158,726 △159,115

当期変動額   

自己株式の取得 △388 △21,129

当期変動額合計 △388 △21,129

当期末残高 △159,115 △180,244

株主資本合計   

前期末残高 5,779,224 5,751,833

当期変動額   

剰余金の配当 △205,074 △205,062

当期純利益 178,072 170,625

自己株式の取得 △388 △21,129

当期変動額合計 △27,390 △55,566

当期末残高 5,751,833 5,696,267

                    



（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 21,723 3,224

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △18,499 △3,471

当期変動額合計 △18,499 △3,471

当期末残高 3,224 △247

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △2,364 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,364 －

当期変動額合計 2,364 －

当期末残高 － －

評価・換算差額等合計   

前期末残高 19,359 3,224

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △16,135 △3,471

当期変動額合計 △16,135 △3,471

当期末残高 3,224 △247

新株予約権   

前期末残高 20,500 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △20,500 －

当期変動額合計 △20,500 －

当期末残高 － －

少数株主持分   

前期末残高 884,546 1,488,234

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 603,688 △37,262

当期変動額合計 603,688 △37,262

当期末残高 1,488,234 1,450,971

純資産合計   

前期末残高 6,703,630 7,243,292

当期変動額   

剰余金の配当 △205,074 △205,062

当期純利益 178,072 170,625

自己株式の取得 △388 △21,129

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 567,052 △40,733

当期変動額合計 539,661 △96,299

当期末残高 7,243,292 7,146,992

                    



（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 558,318 209,489

減価償却費 616,629 799,175

負ののれん償却額 △70,439 △61,581

減損損失 － 9,138

貸倒引当金の増減額（△は減少） 9,156 △1,288

賞与引当金の増減額（△は減少） △5,856 △64,653

退職給付引当金の増減額（△は減少） 24,485 387

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 80,416 △36,725

受取利息及び受取配当金 △715 △1,358

支払利息 54,774 47,988

固定資産売却益 △1,364 △1,665

固定資産売却損 73 －

固定資産除却損 15,907 8,199

投資有価証券売却損益（△は益） △229,427 －

投資有価証券評価損益（△は益） 1,154 －

子会社株式みなし売却損 347,726 －

事業整理損失 77,130 －

売上債権の増減額（△は増加） 432,792 1,837,646

たな卸資産の増減額（△は増加） △349,523 △155,007

仕入債務の増減額（△は減少） △100,664 △1,043,980

未払消費税等の増減額（△は減少） 8,489 △14,653

その他の資産の増減額（△は増加） △80,368 11,396

その他の負債の増減額（△は減少） 46,696 △27,519

小計 1,435,394 1,514,989

利息及び配当金の受取額 715 1,356

利息の支払額 △51,859 △47,423

法人税等の支払額 △280,437 △367,033

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,103,813 1,101,889

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △50,000 －

有形固定資産の取得による支出 △763,387 △621,587

有形固定資産の売却による収入 4,205 7,013

無形固定資産の取得による支出 △22,819 △32,148

投資有価証券の取得による支出 △5,317 △3,003

投資有価証券の売却による収入 329,427 －

関係会社出資金による支出 △163,056 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △670,947 △649,724

                    



（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   

短期借入れによる収入 323,000 800,000

短期借入金の返済による支出 △126,000 △800,000

長期借入れによる収入 － 250,000

長期借入金の返済による支出 △273,000 △283,020

株式の発行による収入 175,000 －

リース債務の返済による支出 － △82,166

自己株式の取得による支出 △388 △21,129

配当金の支払額 △203,871 △203,463

少数株主への配当金の支払額 △2,160 △720

財務活動によるキャッシュ・フロー △107,419 △340,500

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 325,445 111,664

現金及び現金同等物の期首残高 2,035,926 2,361,372

現金及び現金同等物の期末残高 2,361,372 2,473,037

                    



























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 1,290,927 1,223,414

受取手形 422,063 335,181

売掛金 2,560,269 1,709,560

原料 873,823 1,135,046

商品及び製品 415,545 453,010

仕掛品 35,172 24,284

貯蔵品 69,302 84,486

前払費用 8,176 12,126

繰延税金資産 53,771 40,542

関係会社短期貸付金 358,000 329,000

未収入金 163,530 113,308

その他 6,647 4,906

貸倒引当金 △3,500 △17,577

流動資産合計 6,253,732 5,447,291

固定資産   

有形固定資産   

建物 631,927 650,218

減価償却累計額 △433,455 △445,783

建物（純額） 198,472 204,434

構築物 196,483 217,543

減価償却累計額 △169,193 △175,055

構築物（純額） 27,290 42,488

機械及び装置 3,220,684 3,147,179

減価償却累計額 △2,702,156 △2,692,820

機械及び装置（純額） 518,528 454,359

車両及びその他の陸上運搬具 96,032 74,182

減価償却累計額 △57,867 △50,394

車両及びその他の陸上運搬具（純額） 38,165 23,787

工具、器具及び備品 175,027 323,330

減価償却累計額 △140,337 △282,440

工具、器具及び備品（純額） 34,689 40,889

土地   

鉱業用地 41,516 41,516

減価償却累計額 △29,015 △29,015

鉱業用地（純額） 12,501 12,501

一般用地 262,801 262,801

リース資産 － 352,803

減価償却累計額 － △216,281

                    



（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) 

リース資産（純額） － 136,522

建設仮勘定 875 89,668

有形固定資産合計 1,093,324 1,267,452

無形固定資産   

ソフトウエア 9,256 18,239

その他 2,894 3,511

無形固定資産合計 12,151 21,750

投資その他の資産   

関係会社株式 961,149 961,149

出資金 20,263 40,169

関係会社出資金 182,962 163,056

従業員に対する長期貸付金 1,184 848

関係会社長期貸付金 200,000 －

長期前払費用 3,985 3,066

繰延税金資産 76,276 62,798

その他 8,733 7,731

投資その他の資産合計 1,454,555 1,238,819

固定資産合計 2,560,031 2,528,022

資産合計 8,813,763 7,975,314

負債の部   

流動負債   

支払手形 454,801 342,285

買掛金 1,522,811 838,850

短期借入金 1,875,000 1,875,000

リース債務 － 45,428

未払金 64,088 78,940

未払費用 56,289 39,846

未払法人税等 226,000 67,500

預り金 11,763 7,935

従業員預り金 42,892 40,911

賞与引当金 79,000 58,481

設備関係支払手形 4,116 53,831

流動負債合計 4,336,762 3,449,009

固定負債   

リース債務 － 95,628

退職給付引当金 140,320 142,320

役員退職慰労引当金 52,250 37,325

固定負債合計 192,570 275,273

負債合計 4,529,332 3,724,283

                    



（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 2,820,000 2,820,000

資本剰余金   

その他資本剰余金 285 285

資本剰余金合計 285 285

利益剰余金   

利益準備金 141,307 161,813

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 1,481,954 1,449,176

利益剰余金合計 1,623,261 1,610,990

自己株式 △159,115 △180,244

株主資本合計 4,284,431 4,251,030

純資産合計 4,284,431 4,251,030

負債純資産合計 8,813,763 7,975,314

                    



（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 4,366,922 4,354,833

商品売上高 3,246,067 3,034,721

売上高合計 7,612,990 7,389,554

売上原価   

製品期首たな卸高 293,855 415,545

当期商品仕入高 2,784,505 2,540,962

当期製品製造原価 3,553,427 3,795,437

合計 6,631,788 6,751,945

製品期末たな卸高 415,545 453,010

製品売上原価 6,216,242 6,298,934

売上総利益 1,396,747 1,090,620

販売費及び一般管理費   

支払運搬費 229,208 215,250

販売諸経費 5,519 4,400

支払手数料 － 53,490

役員報酬 51,600 43,128

従業員給料 193,851 184,770

退職給付費用 7,525 6,383

役員退職慰労引当金繰入額 5,825 3,725

福利厚生費 46,174 44,375

賞与引当金繰入額 25,108 18,651

租税公課 15,055 13,684

事務所費 34,059 －

旅費及び交通費 50,210 44,488

試験研究費 92,319 86,232

その他の経費 126,113 105,392

減価償却費 － 29,749

貸倒引当金繰入額 － 14,252

販売費及び一般管理費合計 882,571 867,977

営業利益 514,175 222,642

営業外収益   

受取利息 10,101 9,598

受取配当金 15,144 12,637

受取手数料 11,030 8,917

受取賃貸料 4,995 98,221

その他 12,026 20,789

営業外収益合計 53,299 150,164

                    



（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) 

営業外費用   

支払利息 28,379 29,517

売上債権売却損 － 1,201

その他 547 6,444

営業外費用合計 28,926 37,163

経常利益 538,548 335,643

特別利益   

貸倒引当金戻入額 4,911 －

投資有価証券売却益 229,427 －

固定資産売却益 － 1,665

特別利益合計 234,338 1,665

特別損失   

過年度役員退職慰労引当金繰入額 46,425 －

固定資産除却損 10,792 3,590

事業整理損 77,130 －

リース会計基準の適用に伴う影響額 － 2,509

特別損失合計 134,347 6,100

税引前当期純利益 638,538 331,208

法人税、住民税及び事業税 294,921 111,709

法人税等調整額 △37,118 26,707

法人税等合計 257,802 138,416

当期純利益 380,736 192,791

                    



（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 2,820,000 2,820,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,820,000 2,820,000

資本剰余金   

その他資本剰余金   

前期末残高 285 285

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 285 285

資本剰余金合計   

前期末残高 285 285

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 285 285

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 120,800 141,307

当期変動額   

利益準備金の積立 20,507 20,506

当期変動額合計 20,507 20,506

当期末残高 141,307 161,813

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,326,799 1,481,954

当期変動額   

利益準備金の積立 △20,507 △20,506

剰余金の配当 △205,074 △205,062

当期純利益 380,736 192,791

当期変動額合計 155,154 △32,777

当期末残高 1,481,954 1,449,176

利益剰余金合計   

前期末残高 1,447,599 1,623,261

当期変動額   

剰余金の配当 △205,074 △205,062

当期純利益 380,736 192,791

当期変動額合計 175,661 △12,271

当期末残高 1,623,261 1,610,990

                    



（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) 

自己株式   

前期末残高 △158,726 △159,115

当期変動額   

自己株式の取得 △388 △21,129

当期変動額合計 △388 △21,129

当期末残高 △159,115 △180,244

株主資本合計   

前期末残高 4,109,158 4,284,431

当期変動額   

剰余金の配当 △205,074 △205,062

当期純利益 380,736 192,791

自己株式の取得 △388 △21,129

当期変動額合計 175,272 △33,400

当期末残高 4,284,431 4,251,030

純資産合計   

前期末残高 4,109,158 4,284,431

当期変動額   

剰余金の配当 △205,074 △205,062

当期純利益 380,736 192,791

自己株式の取得 △388 △21,129

当期変動額合計 175,272 △33,400

当期末残高 4,284,431 4,251,030
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