
平成21年3月期 決算短信 
平成21年5月14日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 ムラキ株式会社 上場取引所 JQ 
コード番号 7477 URL http://www.muraki.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 古屋 文男

問合せ先責任者 （役職名） 執行役員経理部長 （氏名） 大貫 昭憲 TEL 042-357-5610
定時株主総会開催予定日 平成21年6月25日 有価証券報告書提出予定日 平成21年6月26日

配当支払開始予定日 ―

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 10,440 △7.1 △19 ― 11 ― 16 ―

20年3月期 11,235 △10.7 △499 ― △459 ― △347 ―

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 1.32 ― 0.8 0.3 △0.2

20年3月期 △27.40 ― △16.2 △10.1 △4.4

（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 4,006 1,983 49.5 156.23
20年3月期 4,000 1,968 49.2 155.01

（参考） 自己資本   21年3月期  1,983百万円 20年3月期  1,968百万円

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 △100 7 △89 400
20年3月期 △497 172 △91 583

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 ― ― ―

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

4,944 △3.3 △20 ― 11 ― △10 ― △0.80

通期 10,158 △2.7 32 ― 96 7.8 53 221.0 4.22
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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株あたりの当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、39ページ「１株あたりの情報」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 12,700,000株 20年3月期 12,700,000株

② 期末自己株式数 21年3月期  924株 20年3月期  800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 10,007 △7.6 △24 ― 7 ― 14 ―

20年3月期 10,827 △10.6 △474 ― △456 ― △341 ―

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 1.17 ―

20年3月期 △26.87 ―

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 3,950 1,941 49.1 152.85
20年3月期 3,914 1,927 49.2 151.79

（参考） 自己資本 21年3月期  1,941百万円 20年3月期  1,927百万円

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 

上記予想は現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって異なる結果となる可能性があります。業績
予想の前提条件及びその他の関連する事項につきましては、３ページ「１.経営成績（１）経営成績に関する分析」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

4,552 △7.3 △27 ― 7 ― △14 ― △1.10

通期 9,384 △6.2 19 ― 89 ― 46 216.0 3.69
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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 701,091 475,463

受取手形及び売掛金 1,185,050 1,246,935

たな卸資産 601,579 －

商品及び製品 － 696,294

その他 79,260 178,385

貸倒引当金 △12,643 △12,356

流動資産合計 2,554,339 2,584,723

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 877,840 877,840

減価償却累計額 △690,961 △707,615

建物及び構築物（純額） 186,878 170,224

機械装置及び運搬具 44,422 43,181

減価償却累計額 △29,116 △16,518

機械装置及び運搬具（純額） 15,305 26,662

土地 581,783 581,783

その他 182,511 204,147

減価償却累計額 △147,396 △155,866

その他（純額） 35,114 48,280

有形固定資産合計 819,082 826,951

無形固定資産 30,626 54,964

投資その他の資産   

投資有価証券 49,472 48,153

差入保証金 511,274 454,856

その他 68,209 71,971

貸倒引当金 △32,623 △34,828

投資その他の資産合計 596,332 540,152

固定資産合計 1,446,041 1,422,069

資産合計 4,000,380 4,006,792
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,037,763 1,190,226

短期借入金 89,160 75,940

未払金 57,251 37,642

未払法人税等 43,153 47,878

賞与引当金 31,216 －

その他 73,625 43,596

流動負債合計 1,332,170 1,395,284

固定負債   

長期借入金 236,540 160,600

退職給付引当金 434,916 442,031

役員退職慰労引当金 1,750 1,750

その他 26,480 23,152

固定負債合計 699,686 627,533

負債合計 2,031,857 2,022,817

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,870,700 1,870,700

資本剰余金 399,841 58,604

利益剰余金 △300,265 57,701

自己株式 △206 △208

株主資本合計 1,970,070 1,986,798

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,546 △2,822

評価・換算差額等合計 △1,546 △2,822

純資産合計 1,968,523 1,983,975

負債純資産合計 4,000,380 4,006,792
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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 11,235,725 10,440,128

売上原価 8,355,513 7,496,446

売上総利益 2,880,211 2,943,681

販売費及び一般管理費   

支払手数料 66,846 57,702

荷造運搬費 78,222 89,331

車両関連費 248,365 232,376

広告宣伝費 11,660 9,837

報酬及び給与・賞与 1,511,256 1,360,257

賞与引当金繰入額 31,216 －

退職給付費用 162,344 138,404

法定福利費 168,494 148,043

旅費及び交通費 88,468 77,215

賃借料 267,611 255,937

減価償却費 51,571 44,979

その他 693,420 549,361

販売費及び一般管理費合計 3,379,478 2,963,445

営業利益 △499,266 △19,763

営業外収益   

受取利息 3,393 2,241

受取配当金 1,659 1,458

仕入割引 30,991 26,879

報奨金 340 2,340

不動産賃貸料 6,569 4,717

受取手数料 5,728 5,195

その他 15,785 6,243

営業外収益合計 64,468 49,075

営業外費用   

支払利息 9,807 8,091

手形売却損 10,468 9,258

その他 4,896 954

営業外費用合計 25,171 18,305

経常利益又は経常損失（△） △459,969 11,006

特別利益   

役員退職慰労引当金戻入額 137,418 －

賞与引当金戻入額 53,160 16,306

新株予約権戻入益 17,600 －

福利厚生制度清算益 － 48,586

その他 － 101

特別利益合計 208,178 64,993
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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) 

特別損失   

固定資産除却損 4,614 1,243

投資有価証券評価損 15,000 －

投資有価証券売却損 16,833 －

本社移転費用 19,464 －

固定資産売却損 － 3,075

事業譲渡損 － 12,902

特別損失合計 55,912 17,221

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△307,703 58,779

法人税、住民税及び事業税 40,061 42,049

法人税等調整額 134 －

法人税等合計 40,195 42,049

当期純利益又は当期純損失（△） △347,898 16,729
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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 1,870,700 1,870,700

当期変動額   

当期変動額合計 －  

当期末残高 1,870,700 1,870,700

資本剰余金   

前期末残高 814,960 399,841

当期変動額   

資本準備金の取崩による欠損填補額 △227,658 △341,237

資本剰余金の取崩額 △187,460 －

当期変動額合計 △415,118 △341,237

当期末残高 399,841 58,604

利益剰余金   

前期末残高 △367,484 △300,265

当期変動額   

資本準備金の取崩による欠損填補額 227,658 341,237

資本剰余金の取崩額 187,460 －

当期純利益又は当期純損失（△） △347,898 16,729

当期変動額合計 67,219 357,966

当期末残高 △300,265 57,701

自己株式   

前期末残高 △206 △206

当期変動額   

自己株式の取得  △2

当期変動額合計 － △2

当期末残高 △206 △208

株主資本合計   

前期末残高 2,317,969 1,970,070

当期変動額   

資本準備金の取崩による欠損填補額 －  

資本剰余金の取崩額 －  

当期純利益又は当期純損失（△） △347,898 16,729

当期変動額合計 △347,898 16,729

当期末残高 1,970,070 1,986,798
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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 △3,211 △1,546

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,664 △1,276

当期変動額合計 1,664 △1,276

当期末残高 △1,546 △2,822

新株予約権   

前期末残高 17,600 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △17,600 －

当期変動額合計 △17,600 －

当期末残高 － －

純資産合計   

前期末残高 2,332,357 1,968,523

当期変動額   

資本準備金の取崩による欠損填補額 － －

資本剰余金の取崩額 － －

当期純利益又は当期純損失（△） △347,898 16,729

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △15,935 △1,276

当期変動額合計 △363,834 15,452

当期末残高 1,968,523 1,983,975
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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 △307,703 58,779

減価償却費 51,571 44,979

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8,886 1,918

賞与引当金の増減額（△は減少） △50,834 △31,216

退職給付引当金の増減額（△は減少） △36,635 7,114

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △144,812 －

受取利息及び受取配当金 △5,052 △3,700

支払利息 20,275 8,091

投資有価証券売却損益（△は益） 16,833 △101

投資有価証券評価損益（△は益） 15,000 －

固定資産除却損 4,614 1,243

固定資産売却損益（△は益） － 3,075

売上債権の増減額（△は増加） 146,644 △76,729

たな卸資産の増減額（△は増加） 349,295 △96,334

その他の流動資産の増減額（△は増加） 27,905 △47,986

差入保証金の増減額（△は増加） △130,688 △64,493

仕入債務の増減額（△は減少） △406,092 121,468

その他の流動負債の増減額（△は減少） △16,932 △43,138

未払消費税等の増減額（△は減少） 36,310 △16,678

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減
少）

－ 1,279

その他 △2,597 74,387

小計 △441,782 △58,041

利息及び配当金の受取額 6,120 3,752

利息の支払額 △22,311 △7,729

法人税等の支払額 △39,517 △38,603

営業活動によるキャッシュ・フロー △497,491 △100,622

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） 150,352 44,600

有形固定資産の取得による支出 △48,824 △53,051

無形固定資産の取得による支出 △400 △29,986

有形固定資産の売却による収入 － 2,756

投資有価証券の売却による収入 32,382 141

貸付けによる支出 △240 －

貸付金の回収による収入 1,670 1,609

差入保証金の差入による支出 △22,436 △279

差入保証金の回収による収入 58,936 47,105

出資金の払込による支出 △50 －

保険積立金の払戻による収入 1,463 －

その他 － △5,738
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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) 

投資活動によるキャッシュ・フロー 172,853 7,156

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △74,300 △89,160

新株予約権の不行使額 △17,600 －

自己株式の取得による支出 － △2

財務活動によるキャッシュ・フロー △91,900 △89,162

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △416,538 △182,628

現金及び現金同等物の期首残高 1,000,129 583,591

現金及び現金同等物の期末残高 583,591 400,963
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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 650,148 426,129

受取手形 83,507 74,361

売掛金 1,085,835 1,147,917

商品 564,515 －

商品及び製品 － 667,654

貯蔵品 1,086 1,619

前渡金 18,014 6,395

前払費用 24,620 21,703

関係会社短期貸付金 59,922 120,555

未収入金 25,077 104,026

その他 7,578 63,385

貸倒引当金 △12,467 △12,246

流動資産合計 2,507,840 2,621,503

固定資産   

有形固定資産   

建物 729,946 729,946

減価償却累計額 △545,652 △561,829

建物（純額） 184,294 168,117

構築物 147,893 147,893

減価償却累計額 △145,308 △145,785

構築物（純額） 2,584 2,107

機械及び装置 29,152 6,637

減価償却累計額 △17,203 △1,749

機械及び装置（純額） 11,949 4,888

車両運搬具 3,377 20,442

減価償却累計額 △3,150 △5,624

車両運搬具（純額） 227 14,817

工具、器具及び備品 158,871 180,802

減価償却累計額 △127,849 △135,388

工具、器具及び備品（純額） 31,022 45,413

土地 581,783 581,783

有形固定資産合計 811,861 817,128

無形固定資産   

ソフトウエア 6,329 12,704

電話加入権 22,793 22,793

その他 72 46

無形固定資産合計 29,195 35,544
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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) 

投資その他の資産   

投資有価証券 48,472 47,153

関係会社株式 13,502 13,502

出資金 4,424 4,424

関係会社長期貸付金 158,000 163,019

破産更生債権等 17,573 20,288

長期前払費用 4,559 3,366

差入保証金 502,938 424,222

保険積立金 4,474 4,474

会員権 19,790 19,790

貸倒引当金 △208,478 △224,194

投資その他の資産合計 565,256 476,048

固定資産合計 1,406,313 1,328,721

資産合計 3,914,153 3,950,225

負債の部   

流動負債   

支払手形 419,450 340,390

買掛金 599,905 818,263

1年内返済予定の長期借入金 49,200 49,200

未払金 55,510 36,204

未払費用 15,752 7,378

未払法人税等 42,091 46,789

前受金 13,361 －

預り金 7,596 －

賞与引当金 30,000 －

その他 24,787 28,389

流動負債合計 1,257,655 1,326,614

固定負債   

長期借入金 209,800 160,600

退職給付引当金 434,916 442,031

役員退職慰労引当金 1,750 1,750

債務保証損失引当金 56,000 55,000

長期リース資産減損勘定 － 4,472

その他 26,480 18,679

固定負債合計 728,946 682,533

負債合計 1,986,602 2,009,147
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,870,700 1,870,700

資本剰余金   

資本準備金 399,841 58,604

資本剰余金合計 399,841 58,604

利益剰余金   

利益準備金 － －

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △341,237 14,803

利益剰余金合計 △341,237 14,803

自己株式 △206 △208

株主資本合計 1,929,098 1,943,900

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,546 △2,822

評価・換算差額等合計 △1,546 △2,822

純資産合計 1,927,551 1,941,077

負債純資産合計 3,914,153 3,950,225
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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 10,827,847 10,007,152

売上原価   

商品期首たな卸高 905,340 564,515

当期商品仕入高 7,830,854 7,448,115

合計 8,736,194 8,012,630

他勘定振替高 70,539 123,812

商品期末たな卸高 564,515 667,654

商品売上原価 8,101,140 7,221,163

売上総利益 2,726,707 2,785,989

販売費及び一般管理費   

支払手数料 65,406 56,866

販売促進費 54,946 40,177

荷造運搬費 74,050 85,908

車両関連費 243,559 231,124

広告宣伝費 5,294 5,136

役員報酬 73,072 80,250

社員給料 1,149,050 1,075,771

賞与 50,732 －

賞与引当金繰入額 30,000 －

退職給付費用 162,344 138,404

法定福利費 153,233 138,074

福利厚生費 7,905 7,945

旅費及び交通費 83,778 72,663

通信費 70,754 61,648

賃借料 246,511 233,432

租税公課 43,876 25,963

減価償却費 47,319 41,458

委託手数料 174,259 138,219

その他 465,517 377,821

販売費及び一般管理費合計 3,201,614 2,810,866

営業利益 △474,907 △24,877

営業外収益   

受取利息 8,325 5,774

受取配当金 1,639 1,429

仕入割引 30,991 26,879

報奨金 340 2,340

不動産賃貸料 7,925 4,717

受取手数料 8,170 7,596

その他 23,942 13,531

営業外収益合計 81,334 62,267
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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) 

営業外費用   

支払利息 7,596 6,727

手形売却損 10,468 9,258

株式交付費償却 2,624 －

貸倒引当金繰入額 41,351 13,510

その他 972 743

営業外費用合計 63,013 30,240

経常利益又は経常損失（△） △456,586 7,149

特別利益   

賞与引当金戻入額 52,090 15,670

新株予約権戻入益 17,600 －

役員退職慰労引当金戻入額 137,418 －

福利厚生制度清算益 － 48,586

その他 3,000 1,101

特別利益合計 210,108 65,357

特別損失   

固定資産除却損 4,468 790

投資有価証券評価損 15,000 －

投資有価証券売却損 16,833 －

本社移転費用 19,464 －

固定資産売却損 － 3,075

事業譲渡損 － 12,902

特別損失合計 55,766 16,768

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △302,244 55,738

法人税、住民税及び事業税 38,992 40,934

法人税等合計 38,992 40,934

当期純利益又は当期純損失（△） △341,237 14,803
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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 1,870,700 1,870,700

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,870,700 1,870,700

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 627,500 399,841

当期変動額   

資本準備金の取崩による欠損填補額 △227,658 △341,237

当期変動額合計 △227,658 △341,237

当期末残高 399,841 58,604

その他資本剰余金   

前期末残高 187,460 －

当期変動額   

その他資本剰余金の取崩額 △187,460 －

当期変動額合計 △187,460 －

当期末残高 － －

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 － －

当期変動額   

剰余金の配当 － －

利益準備金の積立 － －

当期変動額合計 － －

当期末残高 － －

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 △415,118 △341,237

当期変動額   

資本準備金の取崩による欠損填補額 227,658 341,237

その他資本剰余金の取崩額 187,460 －

当期純利益又は当期純損失（△） △341,237 14,803

当期変動額合計 73,881 356,040

当期末残高 △341,237 14,803

自己株式   

前期末残高 △206 △206

当期変動額   

自己株式の取得 － △2
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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) 

当期変動額合計 － △2

当期末残高 △206 △208

株主資本合計   

前期末残高 2,270,335 1,929,098

当期変動額   

資本準備金の取崩による欠損填補額 － －

その他資本剰余金の取崩額 － －

当期純利益又は当期純損失（△） △341,237 14,803

当期変動額合計 △341,237 14,803

当期末残高 1,929,098 1,943,900

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △3,211 △1,546

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,664 △1,276

当期変動額合計 1,664 △1,276

当期末残高 △1,546 △2,822

新株予約権   

前期末残高 17,600 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △17,600 －

当期変動額合計 △17,600 －

当期末残高 － －

純資産合計   

前期末残高 2,284,724 1,927,551

当期変動額   

資本準備金の取崩による欠損填補額 － －

その他資本剰余金の取崩額 － －

当期純利益又は当期純損失（△） △341,237 14,803

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △15,935 －

当期変動額合計 △357,172 14,803

当期末残高 1,927,551 1,941,077
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