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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 45,006 △0.3 △321 ― △491 ― △2,405 ―
20年3月期 45,154 △2.0 1,331 △45.9 1,579 △46.3 △33 ―

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 △107.26 ― △11.5 △1.2 △0.7
20年3月期 △1.48 ― △0.1 3.8 2.9

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  △252百万円 20年3月期  123百万円

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 41,919 20,012 46.5 870.06
20年3月期 42,019 22,705 52.9 991.26

（参考） 自己資本   21年3月期  19,508百万円 20年3月期  22,235百万円

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 886 △2,610 2,406 4,095
20年3月期 1,530 △2,540 △279 3,412

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 ― 6.00 ― 6.00 12.00 269 ― 1.2
21年3月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00 269 ― 1.3
22年3月期 

（予想）
― 6.00 ― 6.00 12.00 277.1

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

24,222 7.3 324 67.9 308 8.8 △264 ― △11.77

通期 48,272 7.3 439 ― 381 ― 97 ― 4.33



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、 26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の変更」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 22,610,359株 20年3月期 22,610,359株
② 期末自己株式数 21年3月期  187,864株 20年3月期  178,884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 30,754 △3.3 △59 ― 191 △80.8 △1,678 ―
20年3月期 31,802 △1.6 742 △45.5 996 △36.0 △376 ―

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 △74.85 ―
20年3月期 △16.78 ―

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 28,359 18,700 65.9 834.00
20年3月期 30,046 20,698 68.9 922.75

（参考） 自己資本 21年3月期  18,700百万円 20年3月期  20,698百万円

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、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、
実際の業績は経済情勢等様々な不確定要因により、これからの予想数値と異なる場合があります。次期の見通しについては、3ページ「1．経営成績及び
財政状態 1．経営成績 （2）次期の見通し」をご覧ください。 

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

17,830 12.1 401 ― 499 29.9 15 ― 0.66

通期 34,172 11.1 394 ― 577 202.1 3 ― 0.00























１【連結財務諸表等】 
（１）【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 3,412,828 4,095,150

預け金 1,308,867 1,192,184

売掛金 1,107,021 1,126,833

たな卸資産 245,969 －

商品及び製品 － 84,666

原材料及び貯蔵品 － 236,902

短期貸付金 1,363 3,044

繰延税金資産 199,886 11,893

その他 870,028 835,811

貸倒引当金 △11,634 △52,426

流動資産合計 7,134,332 7,534,060

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 24,357,795 25,262,850

減価償却累計額 △16,462,438 △16,768,282

建物及び構築物（純額） 7,895,356 8,494,567

機械装置及び運搬具 1,862,883 2,129,862

減価償却累計額 △1,599,311 △1,761,572

機械装置及び運搬具（純額） 263,571 368,289

工具、器具及び備品 1,360,565 1,528,835

減価償却累計額 △990,739 △1,082,342

工具、器具及び備品（純額） 369,826 446,492

土地 8,424,398 8,701,888

建設仮勘定 73,381 68,325

有形固定資産合計 17,026,534 18,079,564

無形固定資産   

のれん 1,399,544 1,297,980

その他 91,552 105,223

無形固定資産合計 1,491,096 1,403,204

投資その他の資産   

投資有価証券 3,934,228 3,567,926

長期貸付金 445,382 165,844

差入保証金 10,828,769 10,845,949

繰延税金資産 912,882 174,650

その他 271,264 226,973

貸倒引当金 △6,934 △78,715

投資損失引当金 △17,793 －

投資その他の資産合計 16,367,797 14,902,629
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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 34,885,428 34,385,397

資産合計 42,019,760 41,919,458

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,173,097 1,108,999

短期借入金 430,000 －

1年内返済予定の長期借入金 2,835,373 3,207,620

1年内償還予定の社債 100,000 100,000

未払金 201,008 385,134

一年以内返済予定の長期未払金 427,492 257,329

未払費用 2,404,728 2,200,876

一年以内リース資産減損勘定 35,633 35,633

未払法人税等 170,265 59,458

未払消費税等 65,338 71,300

その他 117,065 119,200

流動負債合計 7,960,003 7,545,551

固定負債   

社債 200,000 1,400,000

長期借入金 8,193,931 9,914,156

長期未払金 434,835 298,130

繰延税金負債 1,632,185 1,698,692

退職給付引当金 429,955 539,201

リース資産減損勘定 87,189 51,555

役員退職慰労引当金 91,007 88,699

その他 284,777 371,374

固定負債合計 11,353,882 14,361,811

負債合計 19,313,886 21,907,363

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,838,236 5,838,236

資本剰余金 6,766,942 6,766,744

利益剰余金 9,712,666 7,037,921

自己株式 △153,330 △159,668

株主資本合計 22,164,515 19,483,234

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 70,790 25,651

評価・換算差額等合計 70,790 25,651

少数株主持分 470,568 503,209

純資産合計 22,705,874 20,012,095

負債純資産合計 42,019,760 41,919,458
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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 45,154,560 45,006,124

売上原価 25,562,699 26,727,975

売上総利益 19,591,861 18,278,148

販売費及び一般管理費 18,260,137 18,599,735

営業利益又は営業損失（△） 1,331,723 △321,586

営業外収益   

受取利息 18,459 10,912

受取配当金 9,164 13,234

仕入割引 118,635 110,749

賃貸料収入 94,008 120,714

持分法による投資利益 123,893 －

その他の営業外収益 148,185 163,153

営業外収益合計 512,346 418,764

営業外費用   

支払利息 181,304 189,330

長期前払費用償却 19,812 15,834

社債発行費償却 － 23,793

賃貸費用 42,596 72,786

持分法による投資損失 － 252,642

その他の営業外費用 20,506 34,369

営業外費用合計 264,220 588,757

経常利益又は経常損失（△） 1,579,849 △491,579

特別利益   

貸倒引当金戻入額 57,251 －

持分変動利益 － 31,205

投資有価証券売却益 45,150 3,999

投資損失引当金戻入額 57,597 17,793

固定資産売却益 － 15,154

その他 15,758 11,523

特別利益合計 175,758 79,677

特別損失   

固定資産除却損 124,220 141,646

減損損失 1,079,829 569,519

貸倒引当金繰入額 － 71,276

社葬費用 － 20,134

その他 148,144 12,294

特別損失合計 1,352,194 814,871

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

403,413 △1,226,773

法人税、住民税及び事業税 591,725 211,233

法人税等調整額 △205,321 974,988
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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) 

法人税等合計 386,404 1,186,221

少数株主利益又は少数株主損失（△） 50,227 △7,512

当期純損失（△） △33,218 △2,405,482
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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 5,838,236 5,838,236

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,838,236 5,838,236

資本剰余金   

前期末残高 6,766,819 6,766,942

当期変動額   

自己株式の処分 123 △198

当期変動額合計 123 △198

当期末残高 6,766,942 6,766,744

利益剰余金   

前期末残高 10,064,485 9,712,666

当期変動額   

剰余金の配当 △314,131 △269,262

当期純損失（△） △33,218 △2,405,482

持分法適用会社減少に伴う減少高 △4,469 －

当期変動額合計 △351,819 △2,674,745

当期末残高 9,712,666 7,037,921

自己株式   

前期末残高 △146,123 △153,330

当期変動額   

自己株式の取得 △9,036 △7,875

自己株式の処分 1,828 1,538

当期変動額合計 △7,207 △6,337

当期末残高 △153,330 △159,668

株主資本合計   

前期末残高 22,523,418 22,164,515

当期変動額   

剰余金の配当 △314,131 △269,262

当期純損失（△） △33,218 △2,405,482

自己株式の取得 △9,036 △7,875

自己株式の処分 1,951 1,339

持分法適用会社減少に伴う減少高 △4,469 －

当期変動額合計 △358,903 △2,681,281

当期末残高 22,164,515 19,483,234
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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 116,234 70,790

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △45,444 △45,138

当期変動額合計 △45,444 △45,138

当期末残高 70,790 25,651

少数株主持分   

前期末残高 383,866 470,568

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 86,701 32,640

当期変動額合計 86,701 32,640

当期末残高 470,568 503,209

純資産合計   

前期末残高 23,023,520 22,705,874

当期変動額   

剰余金の配当 △314,131 △269,262

当期純損失（△） △33,218 △2,405,482

自己株式の取得 △9,036 △7,875

自己株式の処分 1,951 1,339

持分法適用会社減少に伴う減少高 △4,469 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 41,257 △12,498

当期変動額合計 △317,646 △2,693,779

当期末残高 22,705,874 20,012,095
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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又は税金等調整前当期純
損失（△）

403,413 △1,226,773

減価償却費 1,135,554 1,293,516

減損損失 1,079,829 569,519

長期前払費用償却額 47,696 55,343

のれん償却額 111,240 110,368

退職給付引当金の増減額（△は減少） △5,983 30,056

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △4,810 △2,307

貸倒引当金の増減額（△は減少） △57,598 78,133

投資損失引当金の増減額（△は減少） △57,597 △17,793

受取利息及び受取配当金 △27,623 △24,147

支払利息 181,304 189,330

投資有価証券売却損益（△は益） △45,150 △3,999

固定資産除売却損益（△は益） 28,928 17,386

有形固定資産売却損益（△は益） － △15,154

売上債権の増減額（△は増加） △5,108 287,362

たな卸資産の増減額（△は増加） 54,011 △7,004

仕入債務の増減額（△は減少） △68,422 △123,027

未払消費税等の増減額（△は減少） △78,411 69,250

持分法による投資損益（△は益） △82,445 288,642

持分変動損益（△は益） 95,562 △31,205

その他 77,633 △121,327

小計 2,782,020 1,416,170

利息及び配当金の受取額 21,153 12,092

利息の支払額 △181,122 △196,133

法人税等の支払額 △1,091,064 △345,621

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,530,987 886,508

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 △3,150,572 △2,843,405

無形固定資産の取得による支出 △16,079 △108,311

長期前払費用の取得による支出 △40,212 △81,492

有形固定資産の売却による収入 － 35,293

投資有価証券の取得による支出 △370 －

投資有価証券の売却による収入 345,150 4,000

子会社株式の取得による支出 △10,002 △29,394

子会社株式取得による収入 － 174,218

長期貸付けによる支出 △11,604 △128,820

長期貸付金の回収による収入 55,249 9,032

差入保証金の差入による支出 △263,811 △334,665

差入保証金の回収による収入 519,808 624,081
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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) 

その他 31,567 68,845

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,540,878 △2,610,616

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 1,070,000 3,600,000

短期借入金の返済による支出 △890,000 △4,030,000

長期借入れによる収入 4,760,976 5,180,000

長期借入金の返済による支出 △4,799,109 △3,495,673

社債の発行による収入 － 1,300,000

社債の償還による支出 △100,000 △100,000

配当金の支払額 △314,131 △247,361

自己株式の売却による収入 1,951 1,339

自己株式の取得による支出 △9,036 △7,875

少数株主からの払込みによる収入 － 206,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △279,347 2,406,429

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,289,237 682,322

現金及び現金同等物の期首残高 4,702,066 3,412,828

現金及び現金同等物の期末残高 3,412,828 4,095,150
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２【財務諸表等】 
（１）【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 2,426,395 1,668,754

預け金 1,203,078 1,104,501

売掛金 236,423 180,678

商品 28,156 －

原材料 100,072 －

貯蔵品 3,966 －

商品及び製品 － 27,029

原材料及び貯蔵品 － 94,554

前渡金 416,760 416,760

前払費用 155,770 144,264

繰延税金資産 184,038 －

未収入金 71,575 54,944

関係会社短期貸付金 100,000 100,000

その他 55,134 35,870

貸倒引当金 △58,439 △24,063

流動資産合計 4,922,931 3,803,293

固定資産   

有形固定資産   

建物 10,687,389 11,813,240

減価償却累計額 △8,885,866 △9,961,698

建物（純額） 1,801,523 1,851,541

構築物 70,133 58,223

減価償却累計額 △65,981 △54,920

構築物（純額） 4,152 3,302

機械及び装置 59,073 58,197

減価償却累計額 △57,203 △42,955

機械及び装置（純額） 1,870 15,241

車両運搬具 37,924 18,733

減価償却累計額 △34,993 △15,146

車両運搬具（純額） 2,931 3,586

工具、器具及び備品 777,181 950,112

減価償却累計額 △577,610 △696,186

工具、器具及び備品（純額） 199,570 253,925

土地 3,726,461 3,199,914

有形固定資産合計 5,736,509 5,327,513

無形固定資産   

のれん － 76,970

特許権 685 304
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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 1,193 1,193

商標権 13,960 12,388

ソフトウエア 13,431 10,523

電話加入権 43,493 43,149

無形固定資産合計 72,764 144,529

投資その他の資産   

投資有価証券 354,130 306,929

関係会社株式 5,933,237 5,926,430

出資金 3,489 3,489

長期貸付金 432,931 144,627

関係会社長期貸付金 1,751,500 2,641,500

破産更生債権等 － 7,281

長期前払費用 223,264 163,462

差入保証金 10,408,204 10,428,185

繰延税金資産 709,212 －

その他 5,004 4,607

貸倒引当金 △307,008 △363,954

投資損失引当金 △200,000 △178,262

投資その他の資産合計 19,313,968 19,084,297

固定資産合計 25,123,242 24,556,339

資産合計 30,046,174 28,359,632

負債の部   

流動負債   

買掛金 690,178 622,671

1年内返済予定の長期借入金 1,697,401 2,022,401

1年内償還予定の社債 100,000 100,000

未払金 80,360 135,043

一年以内返済予定の長期未払金 427,492 257,329

未払費用 2,030,472 1,862,973

未払法人税等 79,207 35,936

未払消費税等 47,694 44,962

預り金 41,352 38,455

その他 3,856 2,198

流動負債合計 5,198,017 5,121,971

固定負債   

社債 200,000 100,000

長期借入金 3,109,132 4,105,181

長期未払金 434,835 177,506

繰延税金負債 － 45,649

役員退職慰労引当金 83,057 80,749
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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) 

債務保証損失引当金 296,000 －

その他 26,424 28,313

固定負債合計 4,149,451 4,537,402

負債合計 9,347,468 9,659,373

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,838,236 5,838,236

資本剰余金   

資本準備金 6,766,590 6,766,590

その他資本剰余金   

自己株式処分差益 352 154

資本剰余金合計 6,766,942 6,766,744

利益剰余金   

利益準備金 255,971 255,971

その他利益剰余金   

圧縮記帳積立金 54,122 54,122

別途積立金 8,100,000 8,100,000

繰越利益剰余金 △232,989 △2,180,812

利益剰余金合計 8,177,104 6,229,281

自己株式 △153,330 △159,668

株主資本合計 20,628,953 18,674,594

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 69,752 25,664

評価・換算差額等合計 69,752 25,664

純資産合計 20,698,706 18,700,259

負債純資産合計 30,046,174 28,359,632
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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 31,802,205 30,754,657

売上原価   

商品期首たな卸高 30,636 28,156

当期製品製造原価 15,344,862 15,224,709

当期商品仕入高 844,312 781,513

合計 16,219,811 16,034,378

商品期末たな卸高 28,156 26,837

商品売上原価 16,191,655 16,007,541

売上総利益 15,610,550 14,747,115

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 401,950 430,546

役員報酬 124,101 97,887

給料及び手当 6,196,640 6,228,713

賞与及び手当 248,286 226,071

福利厚生費 355,288 332,430

消耗品費 534,466 520,227

賃借料 4,792,876 4,568,746

水道光熱費 433,766 447,587

減価償却費 414,344 440,914

租税公課 179,725 180,894

貸倒引当金繰入額 836 24,063

のれん償却額 － 5,057

その他 1,186,061 1,303,063

販売費及び一般管理費合計 14,868,343 14,806,204

営業利益又は営業損失（△） 742,206 △59,089

営業外収益   

受取利息 31,543 33,482

受取配当金 50,213 48,928

仕入割引 118,635 110,749

賃貸料収入 47,639 42,980

拡販協力金収入 12,673 14,547

受託事業収入 50,583 40,495

雑収入 70,183 82,183

営業外収益合計 381,472 373,368

営業外費用   

支払利息 73,788 81,296

長期前払費用償却 18,244 14,690

賃貸費用 － 13,795

雑損失 34,795 13,187

営業外費用合計 126,828 122,969

2009/05/11 17:30:50

-1-



(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 996,850 191,309

特別利益   

投資有価証券売却益 45,150 3,999

債務保証損失引当金戻入額 83,629 296,000

その他 15,480 40,201

特別利益合計 144,260 340,201

特別損失   

固定資産除却損 104,199 86,177

減損損失 843,908 474,612

貸倒引当金繰入額 165,636 13,571

投資損失引当金繰入額 67,926 －

関係会社株式評価損 － 542,600

その他 24,434 25,381

特別損失合計 1,206,105 1,142,344

税引前当期純損失（△） △64,995 △610,832

法人税、住民税及び事業税 328,000 125,712

法人税等調整額 △16,577 942,014

法人税等合計 311,422 1,067,727

当期純損失（△） △376,417 △1,678,560
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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 5,838,236 5,838,236

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,838,236 5,838,236

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 6,766,590 6,766,590

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,766,590 6,766,590

その他資本剰余金   

前期末残高 228 352

当期変動額   

自己株式の処分 123 △198

当期変動額合計 123 △198

当期末残高 352 154

資本剰余金合計   

前期末残高 6,766,819 6,766,942

当期変動額   

自己株式の処分 123 △198

当期変動額合計 123 △198

当期末残高 6,766,942 6,766,744

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 255,971 255,971

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 255,971 255,971

その他利益剰余金   

圧縮記帳積立金   

前期末残高 54,122 54,122

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 54,122 54,122

別途積立金   

前期末残高 8,100,000 8,100,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －
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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) 

当期末残高 8,100,000 8,100,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 457,559 △232,989

当期変動額   

剰余金の配当 △314,131 △269,262

当期純損失（△） △376,417 △1,678,560

当期変動額合計 △690,548 △1,947,823

当期末残高 △232,989 △2,180,812

利益剰余金合計   

前期末残高 8,867,653 8,177,104

当期変動額   

剰余金の配当 △314,131 △269,262

当期純損失（△） △376,417 △1,678,560

当期変動額合計 △690,548 △1,947,823

当期末残高 8,177,104 6,229,281

自己株式   

前期末残高 △146,123 △153,330

当期変動額   

自己株式の取得 △9,036 △7,875

自己株式の処分 1,828 1,538

当期変動額合計 △7,207 △6,337

当期末残高 △153,330 △159,668

株主資本合計   

前期末残高 21,326,586 20,628,953

当期変動額   

剰余金の配当 △314,131 △269,262

当期純損失（△） △376,417 △1,678,560

自己株式の取得 △9,036 △7,875

自己株式の処分 1,951 1,339

当期変動額合計 △697,632 △1,954,359

当期末残高 20,628,953 18,674,594

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 114,054 69,752

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △44,302 △44,087

当期変動額合計 △44,302 △44,087

当期末残高 69,752 25,664
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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) 

純資産合計   

前期末残高 21,440,641 20,698,706

当期変動額   

剰余金の配当 △314,131 △269,262

当期純損失（△） △376,417 △1,678,560

自己株式の取得 △9,036 △7,875

自己株式の処分 1,951 1,339

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △44,302 △44,087

当期変動額合計 △741,935 △1,998,446

当期末残高 20,698,706 18,700,259
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