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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 20,084 7.6 1,021 18.4 1,140 16.0 617 18.6
20年3月期 18,663 0.5 862 △2.9 983 △10.5 520 7.6

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 43.91 ― 3.7 5.5 5.1
20年3月期 37.02 ― 3.1 4.6 4.6

（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 20,535 16,525 80.5 1,176.11
20年3月期 20,660 16,615 80.4 1,182.45

（参考） 自己資本   21年3月期  16,525百万円 20年3月期  16,615百万円

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 929 △906 △610 2,017
20年3月期 2,014 150 △1,186 2,583

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 ― 10.00 ― 9.00 19.00 266 51.3 1.6
21年3月期 ― 10.00 ― 14.00 24.00 337 54.7 2.0
22年3月期 

（予想） ― 10.00 ― 9.00 19.00 ―

（注）21年3月期期末配当金の内訳 記念配当 5円00銭

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

10,450 0.9 535 1.0 600 2.4 350 5.9 24.91

通期 20,350 1.3 1,070 4.8 1,200 5.2 700 13.4 49.82



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） 

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の変更」をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 14,056,198株 20年3月期 14,056,198株
② 期末自己株式数 21年3月期  5,059株 20年3月期  4,237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 17,462 6.7 930 0.1 1,097 0.9 577 △10.3
20年3月期 16,367 2.4 930 1.0 1,087 △5.3 644 20.3

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 41.12 ―
20年3月期 45.84 ―

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 20,106 16,889 84.0 1,201.97
20年3月期 20,120 16,849 83.7 1,199.07

（参考） 自己資本 21年3月期  16,889百万円 20年3月期  16,849百万円

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 
上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の
変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。次期見通しについては、４ページ「１．経営成績に関する分析内の次期の見通し」をご覧下さい。 

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

9,000 1.9 490 2.5 560 0.1 310 1.6 22.06

通期 17,550 0.5 1,000 7.4 1,140 3.9 620 7.3 44.12











�





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 3,634,500 3,174,227

受取手形及び売掛金 4,222,668 4,454,361

有価証券 101,195 100,135

たな卸資産 2,438,041 －

商品及び製品 － 1,519,193

原材料及び貯蔵品 － 1,290,412

繰延税金資産 92,621 97,405

その他 121,690 128,162

貸倒引当金 △2,100 △9,300

流動資産合計 10,608,618 10,754,597

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※2  2,677,971 ※2  2,709,985

機械装置及び運搬具（純額） 1,435,700 1,589,685

土地 ※2  2,381,036 ※2  2,389,732

建設仮勘定 93,526 71,027

その他（純額） 95,744 98,793

有形固定資産合計 ※1  6,683,979 ※1  6,859,225

無形固定資産 77,534 54,215

投資その他の資産   

投資有価証券 ※3  2,699,363 ※3  1,994,457

繰延税金資産 244,988 508,500

その他 347,109 375,406

貸倒引当金 △15,856 △18,654

投資その他の資産合計 3,275,605 2,859,710

固定資産合計 10,037,119 9,773,150

繰延資産 14,946 7,473

資産合計 20,660,684 20,535,222



（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 1,821,813 1,923,456

短期借入金 241,344 266,610

1年内返済予定の長期借入金 ※2  343,686 ※2  328,000

未払法人税等 209,281 272,918

未払消費税等 57,458 12,924

賞与引当金 122,540 135,731

その他 389,950 419,049

流動負債合計 3,186,075 3,358,689

固定負債   

長期借入金 ※2  445,500 ※2  117,500

繰延税金負債 － 28,108

退職給付引当金 265,718 350,261

長期未払金 139,136 144,531

その他 8,563 10,465

固定負債合計 858,918 650,867

負債合計 4,044,994 4,009,557

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,617,642 3,617,642

資本剰余金 3,414,146 3,414,133

利益剰余金 9,492,081 9,740,768

自己株式 △4,806 △5,621

株主資本合計 16,519,065 16,766,923

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 36,773 △233,640

為替換算調整勘定 59,850 △7,617

評価・換算差額等合計 96,624 △241,258

純資産合計 16,615,689 16,525,664

負債純資産合計 20,660,684 20,535,222



（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 18,663,033 20,084,010

売上原価 ※2  15,213,297 15,841,909

売上総利益 3,449,736 4,242,100

販売費及び一般管理費 ※1.2  2,587,444 ※1.2  3,221,003

営業利益 862,291 1,021,097

営業外収益   

受取利息 39,175 19,658

受取配当金 50,340 55,555

受入賃貸料 21,158 14,223

受取損害賠償金 6,732 －

生命保険解約益 6,841 －

その他 49,595 81,714

営業外収益合計 173,844 171,151

営業外費用   

支払利息 28,177 20,677

損害賠償金 3,563 3,856

開業費償却 7,102 7,102

その他 14,112 19,925

営業外費用合計 52,954 51,560

経常利益 983,180 1,140,688

特別利益   

投資有価証券売却益 116,071 －

退職給付引当金取崩益 3,818 －

固定資産売却益 － 1,677

特別利益合計 119,889 1,677

特別損失   

固定資産売却損 124 60

固定資産除却損 12,997 8,303

有価証券売却損 － 10,029

投資有価証券評価損 4,999 77,908

子会社清算損 60,497 －

役員退職金 12,685 －

その他 1 －

特別損失合計 91,305 96,301

税金等調整前当期純利益 1,011,764 1,046,064

法人税、住民税及び事業税 452,821 486,434

法人税等調整額 38,731 △57,383

法人税等合計 491,553 429,050

当期純利益 520,211 617,013



（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 3,617,642 3,617,642

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,617,642 3,617,642

資本剰余金   

前期末残高 3,414,144 3,414,146

当期変動額   

自己株式の処分 2 △13

当期変動額合計 2 △13

当期末残高 3,414,146 3,414,133

利益剰余金   

前期末残高 9,381,918 9,492,081

当期変動額   

剰余金の配当 △266,994 △266,984

当期純利益 520,211 617,013

自己株式の処分 － △17

連結子会社増加に伴う利益剰余金減少 △143,052 △101,325

当期変動額合計 110,163 248,686

当期末残高 9,492,081 9,740,768

自己株式   

前期末残高 △4,077 △4,806

当期変動額   

自己株式の取得 △830 △1,013

自己株式の処分 102 198

当期変動額合計 △728 △815

当期末残高 △4,806 △5,621

株主資本合計   

前期末残高 16,409,627 16,519,065

当期変動額   

剰余金の配当 △266,994 △266,984

当期純利益 520,211 617,013

自己株式の取得 △830 △1,013

自己株式の処分 104 167

連結子会社増加に伴う利益剰余金減少 △143,052 △101,325

当期変動額合計 109,438 247,857

当期末残高 16,519,065 16,766,923



（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 570,245 36,773

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △533,471 △270,414

当期変動額合計 △533,471 △270,414

当期末残高 36,773 △233,640

為替換算調整勘定   

前期末残高 － 59,850

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 59,850 △67,468

当期変動額合計 59,850 △67,468

当期末残高 59,850 △7,617

評価・換算差額等合計   

前期末残高 570,245 96,624

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △473,621 △337,882

当期変動額合計 △473,621 △337,882

当期末残高 96,624 △241,258

純資産合計   

前期末残高 16,979,873 16,615,689

当期変動額   

剰余金の配当 △266,994 △266,984

当期純利益 520,211 617,013

自己株式の取得 △830 △1,013

自己株式の処分 104 167

連結子会社増加に伴う利益剰余金減少 △143,052 △101,325

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △473,621 △337,882

当期変動額合計 △364,183 △90,024

当期末残高 16,615,689 16,525,664



（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 1,011,764 1,046,064

減価償却費 665,721 655,987

負ののれん償却額 △456 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 47,076 84,464

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △217,468 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,220 9,998

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,179 13,191

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △24,300 －

受取利息及び受取配当金 △89,515 △75,213

支払利息 28,177 20,677

為替差損益（△は益） 1,964 △5,663

有価証券売却損益（△は益） － △402

投資有価証券売却損益（△は益） △116,071 10,029

投資有価証券評価損益（△は益） 4,999 77,908

有形固定資産売却損益（△は益） 124 △1,677

有形固定資産除却損 12,997 8,303

子会社清算損益（△は益） 60,497 －

売上債権の増減額（△は増加） 774,769 △191,392

たな卸資産の増減額（△は増加） 462,154 △339,306

その他の流動資産の増減額（△は増加） △24,390 △14,225

その他の固定資産の増減額（△は増加） 14,603 △28,950

仕入債務の増減額（△は減少） △227,444 55,115

未払消費税等の増減額（△は減少） △30,273 △48,871

長期未払金の増減額（△は減少） 139,136 △1,080

その他の流動負債の増減額（△は減少） 19,640 14,997

その他の固定負債の増減額（△は減少） － 1,902

その他 4,943 6,521

小計 2,515,250 1,298,376

利息及び配当金の受取額 89,520 75,227

利息の支払額 △28,276 △20,454

法人税等の支払額 △562,328 △424,133

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,014,165 929,016



（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   

定期預金の預入による支出 △1,694,027 △2,563,045

定期預金の払戻による収入 1,630,523 2,458,027

有価証券の取得による支出 △500,633 △200,012

有価証券の売却による収入 798,560 201,288

有形固定資産の取得による支出 △276,023 △916,056

有形固定資産の売却による収入 3,247 3,075

無形固定資産の取得による支出 △6,061 △3,752

投資有価証券の取得による支出 △388,433 △6,343

投資有価証券の売却による収入 583,440 120,280

その他 82 63

投資活動によるキャッシュ・フロー 150,674 △906,475

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） △431,573 △373

長期借入金の返済による支出 △487,964 △343,686

自己株式の取得による支出 △830 △1,013

自己株式の売却による収入 104 167

配当金の支払額 △266,711 △265,412

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,186,974 △610,318

現金及び現金同等物に係る換算差額 △505 △4,095

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 977,359 △591,872

現金及び現金同等物の期首残高 1,544,115 2,583,273

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 61,798 26,580

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  2,583,273 ※1  2,017,981











































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 3,319,265 2,643,782

受取手形 405,757 382,153

売掛金 3,665,211 3,947,139

有価証券 101,195 100,135

商品 78,662 －

製品 1,216,927 －

商品及び製品 － 1,394,402

原材料 884,908 －

貯蔵品 22,801 －

原材料及び貯蔵品 － 1,125,180

繰延税金資産 81,562 86,181

短期貸付金 ※1  140,000 ※1  140,000

その他の流動資産 63,175 89,087

貸倒引当金 △2,100 △8,100

流動資産合計 9,977,367 9,899,964

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※2  4,414,163 ※2  4,751,457

減価償却累計額 △2,513,418 △2,657,906

建物（純額） 1,900,744 2,093,551

構築物 ※2  913,289 ※2  967,361

減価償却累計額 △659,958 △694,849

構築物（純額） 253,330 272,512

機械及び装置 6,161,788 6,666,371

減価償却累計額 △4,953,325 △5,253,716

機械及び装置（純額） 1,208,462 1,412,654

車両運搬具 52,526 53,791

減価償却累計額 △47,347 △50,217

車両運搬具（純額） 5,178 3,573

工具、器具及び備品 434,724 459,231

減価償却累計額 △363,221 △379,756

工具、器具及び備品（純額） 71,502 79,475

土地 ※2  1,923,220 ※2  2,212,191

建設仮勘定 92,977 50,773

有形固定資産合計 5,455,416 6,124,733

無形固定資産   

工業所有権 1,218 1,586

電話加入権 5,631 5,631



（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) 

水道施設利用権 661 603

ソフトウエア 41,100 21,329

無形固定資産合計 48,612 29,150

投資その他の資産   

投資有価証券 2,647,147 1,991,291

関係会社株式 865,980 865,980

関係会社長期貸付金 582,000 389,930

出資金 51,363 51,270

長期前払費用 14,695 14,169

繰延税金資産 271,476 508,017

その他の投資 220,987 251,182

貸倒引当金 △14,854 △19,354

投資その他の資産合計 4,638,795 4,052,486

固定資産合計 10,142,824 10,206,370

資産合計 20,120,192 20,106,334

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,695,307 1,769,173

1年内返済予定の長期借入金 ※2  228,686 ※2  213,000

未払金 202,117 178,325

未払法人税等 208,142 271,599

未払消費税等 47,277 －

未払費用 72,914 93,154

預り金 28,672 29,193

賞与引当金 113,400 126,000

設備関係未払金 14,068 4,654

その他の流動負債 438 1,245

流動負債合計 2,611,025 2,686,346

固定負債   

長期借入金 ※2  273,000 ※2  60,000

退職給付引当金 239,179 321,616

長期未払金 139,136 138,056

その他の固定負債 8,563 11,245

固定負債合計 659,879 530,918

負債合計 3,270,905 3,217,264



（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 3,617,642 3,617,642

資本剰余金   

資本準備金 3,414,133 3,414,133

その他資本剰余金 13 －

資本剰余金合計 3,414,146 3,414,133

利益剰余金   

利益準備金 348,182 348,182

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 51,932 48,441

別途積立金 8,400,000 8,400,000

繰越利益剰余金 984,819 1,299,053

利益剰余金合計 9,784,935 10,095,676

自己株式 △4,806 △5,621

株主資本合計 16,811,918 17,121,831

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 37,368 △232,762

評価・換算差額等合計 37,368 △232,762

純資産合計 16,849,286 16,889,069

負債純資産合計 20,120,192 20,106,334



（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 13,799,249 14,860,260

商品売上高 2,568,223 2,602,150

売上高合計 16,367,472 17,462,410

売上原価   

製品期首たな卸高 1,130,431 1,216,927

商品期首たな卸高 86,952 78,662

当期製品製造原価 ※2  11,173,348 ※2  12,107,481

当期商品仕入高 2,235,661 2,280,050

合計 14,626,393 15,683,122

製品期末たな卸高 1,216,927 1,325,202

商品期末たな卸高 78,662 69,200

売上原価合計 13,330,803 14,288,719

売上総利益 3,036,669 3,173,691

販売費及び一般管理費 ※1.2  2,106,328 ※1.2  2,242,832

営業利益 930,340 930,859

営業外収益   

受取利息 ※3  9,207 ※3  9,821

有価証券利息 32,925 12,952

受取配当金 50,156 55,476

有価証券売却益 － 402

受入賃貸料 32,785 35,061

受取損害賠償金 6,732 －

生命保険解約益 1,025 －

為替差益 633 －

雑収入 45,000 77,841

営業外収益合計 178,468 191,556

営業外費用   

支払利息 6,621 3,204

手形売却損 417 －

為替差損 － 13,598

損害賠償金 3,563 3,837

雑損失 10,723 4,135

貸倒引当金繰入額 － 400

営業外費用合計 21,325 25,175

経常利益 1,087,483 1,097,240

特別利益   

投資有価証券売却益 116,071 －

特別利益合計 116,071 －



（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) 

特別損失   

固定資産除却損 2,947 4,820

投資有価証券売却損 － 10,029

投資有価証券評価損 4,999 77,908

役員退職金 1,353 －

子会社精算損失 60,497 －

特別損失合計 69,798 92,758

税引前当期純利益 1,133,756 1,004,481

法人税、住民税及び事業税 451,658 485,094

法人税等調整額 37,978 △58,356

法人税等合計 489,636 426,738

当期純利益 644,119 577,743





（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 3,617,642 3,617,642

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,617,642 3,617,642

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 3,414,133 3,414,133

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,414,133 3,414,133

その他資本剰余金   

前期末残高 10 13

当期変動額   

自己株式の処分 2 △13

当期変動額合計 2 △13

当期末残高 13 －

資本剰余金合計   

前期末残高 3,414,144 3,414,146

当期変動額   

自己株式の処分 2 △13

当期変動額合計 2 △13

当期末残高 3,414,146 3,414,133

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 348,182 348,182

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 348,182 348,182

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 55,975 51,932

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △4,042 △3,491

当期変動額合計 △4,042 △3,491

当期末残高 51,932 48,441

別途積立金   

前期末残高 8,400,000 8,400,000

当期変動額合計 － －



（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 8,400,000 8,400,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 603,653 984,819

当期変動額   

剰余金の配当 △266,994 △266,984

固定資産圧縮積立金の取崩 4,042 3,491

当期純利益 644,119 577,743

自己株式の処分 － △17

当期変動額合計 381,166 314,233

当期末残高 984,819 1,299,053

利益剰余金合計   

前期末残高 9,407,811 9,784,935

当期変動額   

剰余金の配当 △266,994 △266,984

当期純利益 644,119 577,743

自己株式の処分 － △17

当期変動額合計 377,124 310,741

当期末残高 9,784,935 10,095,676

自己株式   

前期末残高 △4,077 △4,806

当期変動額   

自己株式の取得 △830 △1,013

自己株式の処分 102 198

当期変動額合計 △728 △815

当期末残高 △4,806 △5,621

株主資本合計   

前期末残高 16,435,520 16,811,918

当期変動額   

剰余金の配当 △266,994 △266,984

当期純利益 644,119 577,743

自己株式の取得 △830 △1,013

自己株式の処分 104 167

当期変動額合計 376,398 309,912

当期末残高 16,811,918 17,121,831



（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 569,871 37,368

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △532,503 △270,130

当期変動額合計 △532,503 △270,130

当期末残高 37,368 △232,762

評価・換算差額等合計   

前期末残高 569,871 37,368

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △532,503 △270,130

当期変動額合計 △532,503 △270,130

当期末残高 37,368 △232,762

純資産合計   

前期末残高 17,005,392 16,849,286

当期変動額   

剰余金の配当 △266,994 △266,984

当期純利益 644,119 577,743

自己株式の取得 △830 △1,013

自己株式の処分 104 167

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △532,503 △270,130

当期変動額合計 △156,105 39,782

当期末残高 16,849,286 16,889,069
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