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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 32,267 1.5 543 4.6 462 △5.4 126 △62.3

20年3月期 31,789 8.3 519 3.6 489 9.3 336 ―

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 11.01 ― 2.5 2.3 1.7
20年3月期 33.83 ― 7.9 2.7 1.6

（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 19,823 5,152 26.0 446.91
20年3月期 20,003 5,118 25.6 443.80

（参考） 自己資本   21年3月期  5,152百万円 20年3月期  5,118百万円

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 △483 △154 1,031 4,384
20年3月期 122 55 △303 3,990

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 ― 5.00 5.00 57 14.8 1.2
21年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00 57 45.4 1.1

22年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 5.00 5.00 23.1

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

15,100 0.4 115 0.8 65 △5.0 40 ― 3.47

通期 31,200 △3.3 420 △22.7 320 △30.9 250 97.0 21.68



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） 

(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、38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 11,540,180株 20年3月期 11,540,180株

② 期末自己株式数 21年3月期  10,323株 20年3月期  6,127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 32,042 1.4 510 5.4 424 △5.5 102 △67.2

20年3月期 31,600 8.7 484 6.1 449 12.7 312 ―

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 8.90 ―

20年3月期 31.45 ―

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 19,332 4,773 24.7 414.01
20年3月期 19,531 4,763 24.4 413.02

（参考） 自己資本 21年3月期  4,773百万円 20年3月期  4,763百万円

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 

 上記業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提と
しております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあ
たっての注意事項等につきましては、添付資料の４ページを参照して下さい。 

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

15,000 0.5 105 2.0 55 1.8 35 ― 3.04

通期 31,000 △3.3 400 △21.7 300 △29.4 240 133.8 20.82













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 4,196,067 4,567,856

完成工事未収入金・分譲事業未収入金及び売
掛金

174,059 45,597

たな卸資産 ※2, ※5  9,182,339 －

分譲土地建物 － ※2  6,118,826

未成工事支出金 － 1,553,350

未成分譲支出金 － 852,526

貯蔵品 － 6,348

繰延税金資産 310,635 413,414

その他 341,336 400,647

貸倒引当金 △3,525 △11,899

流動資産合計 14,200,910 13,946,667

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 ※2, ※5  1,325,874 ※2  1,557,929

減価償却累計額 △678,685 △676,685

建物・構築物（純額） 647,189 881,243

土地 ※2  3,863,603 ※2  3,863,603

その他 173,939 174,587

減価償却累計額 △133,877 △134,111

その他（純額） 40,062 40,475

有形固定資産計 4,550,856 4,785,323

無形固定資産 38,876 42,676

投資その他の資産   

投資有価証券 ※2  473,692 ※2  415,376

繰延税金資産 407,424 318,131

その他 ※1  359,733 ※1  347,599

貸倒引当金 △28,433 △31,856

投資その他の資産計 1,212,417 1,049,250

固定資産合計 5,802,150 5,877,250

資産合計 20,003,061 19,823,918



（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   

買掛金・工事未払金及び分譲事業未払金 3,657,875 3,415,236

短期借入金 ※2  4,400,660 ※2  5,669,960

1年内償還予定の社債 500,000 －

未払法人税等 34,632 35,995

未成工事受入金及び分譲事業受入金 3,005,724 2,116,814

賞与引当金 330,000 313,290

完成工事補償引当金 76,249 68,581

債務保証損失引当金 5,857 －

その他 870,038 792,595

流動負債合計 12,881,037 12,412,473

固定負債   

長期借入金 ※2  1,026,300 ※2  1,378,710

退職給付引当金 464,048 337,052

役員退職慰労引当金 204,700 174,800

その他 308,222 368,081

固定負債合計 2,003,270 2,258,643

負債合計 14,884,308 14,671,116

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,369,850 1,369,850

資本剰余金 886,598 886,598

利益剰余金 2,834,018 2,903,281

自己株式 △1,420 △2,409

株主資本合計 5,089,046 5,157,320

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 29,706 △4,518

評価・換算差額等合計 29,706 △4,518

純資産合計 5,118,753 5,152,802

負債純資産合計 20,003,061 19,823,918



（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 31,789,585 32,267,204

売上原価 25,912,036 ※4  26,204,793

売上総利益 5,877,548 6,062,410

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 280,398 279,918

従業員給与手当 2,254,338 2,333,175

賞与引当金繰入額 240,247 227,038

退職給付費用 62,851 69,273

役員退職慰労引当金繰入額 30,000 26,700

完成工事補償引当金繰入額 75,930 68,581

貸倒引当金繰入額 17,133 11,796

債務保証損失引当金繰入額 5,857 －

減価償却費 32,422 59,696

その他 2,359,164 2,443,048

販売費及び一般管理費合計 5,358,343 5,519,228

営業利益 519,205 543,182

営業外収益   

受取利息 30,358 23,417

受取配当金 3,236 5,491

受取手数料 34,899 38,019

販売促進支援金 11,848 －

その他 33,674 37,516

営業外収益合計 114,017 104,444

営業外費用   

支払利息 119,821 136,689

和解金 － 22,881

その他 24,010 25,239

営業外費用合計 143,832 184,810

経常利益 489,390 462,815

特別利益   

固定資産売却益 － ※1  61

投資有価証券売却益 － 11,781

特別利益合計 － 11,843

特別損失   

固定資産除売却損 ※2  2,878 ※2  4,699

減損損失 ※3  136,201 9,050

投資有価証券評価損 84 －

分譲土地建物評価損 － 296,768

特別損失合計 139,164 310,517

税金等調整前当期純利益 350,226 164,141



（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、住民税及び事業税 33,500 27,203

法人税等調整額 △19,844 10,005

法人税等合計 13,656 37,208

当期純利益 336,569 126,932



（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 1,369,850 1,369,850

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,369,850 1,369,850

資本剰余金   

前期末残高 65,200 886,598

当期変動額   

合併による増加 821,398 －

当期変動額合計 821,398 －

当期末残高 886,598 886,598

利益剰余金   

前期末残高 1,959,047 2,834,018

当期変動額   

剰余金の配当 △33,446 △57,670

当期純利益 336,569 126,932

土地再評価差額金の取崩 △136,018 －

合併による増加 707,867 －

当期変動額合計 874,971 69,262

当期末残高 2,834,018 2,903,281

自己株式   

前期末残高 △270 △1,420

当期変動額   

自己株式の取得 △1,668 △988

合併による増加 518 －

当期変動額合計 △1,150 △988

当期末残高 △1,420 △2,409

株主資本合計   

前期末残高 3,393,827 5,089,046

当期変動額   

剰余金の配当 △33,446 △57,670

当期純利益 336,569 126,932

土地再評価差額金の取崩 △136,018 －

自己株式の取得 △1,668 △988

合併による増加 1,529,783 －

当期変動額合計 1,695,219 68,273

当期末残高 5,089,046 5,157,320



（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 30,462 29,706

当期変動額   

合併による増加 51,129 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △51,885 △34,225

当期変動額合計 △755 △34,225

当期末残高 29,706 △4,518

土地再評価差額金   

前期末残高 － －

当期変動額   

土地再評価差額金の取崩 136,018 －

合併による増加 △136,018 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － －

当期変動額合計 － －

当期末残高 － －

評価・換算差額等合計   

前期末残高 30,462 29,706

当期変動額   

土地再評価差額金の取崩 136,018 －

合併による増加 △84,889 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △51,885 △34,225

当期変動額合計 △755 △34,225

当期末残高 29,706 △4,518

純資産合計   

前期末残高 3,424,289 5,118,753

当期変動額   

剰余金の配当 △33,446 △57,670

当期純利益 336,569 126,932

土地再評価差額金の取崩 － －

自己株式の取得 △1,668 △988

合併による増加 1,444,894 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △51,885 △34,225

当期変動額合計 1,694,463 34,048

当期末残高 5,118,753 5,152,802



（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 350,226 164,141

減価償却費 43,933 75,190

減損損失 136,201 9,050

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5,574 11,796

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,226 △16,710

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 4,149 △7,667

退職給付引当金の増減額（△は減少） △121,293 △126,995

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △33,900 △29,900

受取利息及び受取配当金 △33,594 △28,909

支払利息 119,821 136,689

投資有価証券評価損益（△は益） 84 －

固定資産売却損益（△は益） △12 △61

固定資産除却損 2,890 4,699

売上債権の増減額（△は増加） △97,490 128,461

たな卸資産の増減額（△は増加） 52,603 651,287

仕入債務の増減額（△は減少） 113,839 △242,638

未成工事受入金・分譲前受金の増減額（△は減
少）

9,321 △888,909

施主預り金の増減額 △124,961 △57,159

その他 △172,562 △128,190

小計 252,603 △345,827

利息及び配当金の受取額 33,279 28,887

利息の支払額 △125,105 △140,953

法人税等の支払額 △37,983 △25,178

営業活動によるキャッシュ・フロー 122,794 △483,072

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金・定期積立金の預入れによる支出 △49,228 △185,818

定期預金・定期積立金の払戻しによる収入 111,999 207,614

有価証券の売却による収入 － 12,382

有形固定資産の取得による支出 △8,262 △177,746

有形固定資産の売却による収入 52 1,000

無形固定資産の取得による支出 － △15,297

会員権の売却による収入 － 3,000

貸付金の回収による収入 793 504

投資活動によるキャッシュ・フロー 55,355 △154,361



（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） 382,000 1,077,700

長期借入れによる収入 500,000 1,415,000

長期借入金の返済による支出 △651,020 △870,990

社債の償還による支出 △500,000 △500,000

自己株式の取得による支出 △1,668 △988

配当金の支払額 △33,098 △57,209

その他 － △32,494

財務活動によるキャッシュ・フロー △303,786 1,031,018

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △125,637 393,584

現金及び現金同等物の期首残高 3,651,048 3,990,456

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 465,044  

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  3,990,456 ※1  4,384,040



















































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 3,719,233 4,067,609

完成工事未収入金 144,070 41,355

分譲事業未収入金 24,720 －

売掛金 3,631 3,062

分譲土地建物 ※1, ※5  6,268,402 ※1  6,124,135

未成工事支出金 2,011,200 1,549,215

未成分譲支出金 900,536 859,974

貯蔵品 6,391 6,348

前渡金 82,772 121,096

前払費用 39,421 39,919

繰延税金資産 290,192 394,834

その他 219,417 236,493

貸倒引当金 △3,564 △12,015

流動資産合計 13,706,426 13,432,028

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※1, ※5  1,239,378 ※1  1,267,819

減価償却累計額 △612,849 △588,294

建物（純額） 626,529 679,524

展示用建物 1,711 192,240

減価償却累計額 △1,600 △23,228

展示用建物（純額） 111 169,011

構築物 ※1  73,272 ※1  86,357

減価償却累計額 △57,477 △57,768

構築物（純額） 15,794 28,589

車両運搬具 42,060 38,766

減価償却累計額 △29,730 △31,519

車両運搬具（純額） 12,329 7,246

工具器具・備品 118,528 123,219

減価償却累計額 △94,046 △91,993

工具器具・備品（純額） 24,482 31,226

土地 ※1, ※5  3,863,603 ※1  3,863,603

有形固定資産計 4,542,851 4,779,203

無形固定資産   

借地権 9,050 －

ソフトウエア 3,794 8,898

その他 25,248 25,248

無形固定資産計 38,093 34,147



（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 ※1  471,094 ※1  412,607

関係会社株式 83,000 83,000

出資金 313 313

長期貸付金 17,520 17,072

長期前払費用 17,808 14,196

繰延税金資産 382,418 294,321

長期未収入金 28,343 27,208

差入保証金 218,178 218,771

その他 54,089 51,089

貸倒引当金 △28,433 △31,856

投資その他の資産計 1,244,333 1,086,724

固定資産合計 5,825,277 5,900,074

資産合計 19,531,704 19,332,103

負債の部   

流動負債   

買掛金 ※2  2,362,502 ※2  2,269,447

工事未払金 ※2  1,228,729 ※2  1,074,446

分譲事業未払金 ※2  114,377 ※2  108,245

短期借入金 ※1  3,811,700 ※1  4,889,400

1年内返済予定の長期借入金 ※1  583,960 ※1  775,560

1年内償還予定の社債 500,000 －

未払金 171,974 174,637

未払費用 183,013 180,210

未払法人税等 24,894 25,576

未成工事受入金 2,964,579 2,086,778

分譲事業受入金 34,930 27,540

預り金 404,315 341,972

賞与引当金 298,000 283,100

完成工事補償引当金 76,249 67,221

債務保証損失引当金 5,857 －

その他 81,916 68,279

流動負債合計 12,847,001 12,372,416

固定負債   

長期借入金 ※1  1,026,300 ※1  1,378,710

退職給付引当金 401,275 278,287

役員退職慰労引当金 198,600 172,200

受入保証金 294,739 284,629

その他 － 72,401

固定負債合計 1,920,914 2,186,228



（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) 

負債合計 14,767,916 14,558,644

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,369,850 1,369,850

資本剰余金   

資本準備金 65,200 65,200

その他資本剰余金 821,398 821,398

資本剰余金合計 886,598 886,598

利益剰余金   

利益準備金 181,192 186,959

その他利益剰余金   

別途積立金 2,000,000 2,000,000

繰越利益剰余金 297,115 336,332

利益剰余金合計 2,478,307 2,523,292

自己株式 △1,420 △2,409

株主資本合計 4,733,335 4,777,331

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 30,452 △3,872

評価・換算差額等合計 30,452 △3,872

純資産合計 4,763,787 4,773,459

負債純資産合計 19,531,704 19,332,103



（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) 

完成工事高 20,923,998 21,241,284

完成工事原価 ※1  16,949,115 ※1  17,040,333

完成工事総利益 3,974,883 4,200,950

分譲事業売上高 5,792,353 5,649,276

分譲事業売上原価 ※1  5,386,670 ※1, ※4  5,381,675

分譲事業売上総利益 405,683 267,601

ホームイング事業売上高 3,743,992 3,949,722

ホームイング事業売上原価 ※1  2,863,708 ※1  2,974,404

ホームイング事業売上総利益 880,283 975,318

その他の売上高 1,140,389 1,202,076

その他の売上原価 ※1  658,130 ※1  725,871

その他の売上総利益 482,259 476,204

売上高合計 31,600,734 32,042,359

売上原価合計 ※1  25,857,623 ※1  26,122,285

売上総利益合計 5,743,110 5,920,073

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 275,105 274,326

出展費 186,500 189,939

販売手数料 305,509 291,217

交際費 43,308 35,468

自動車管理費 145,333 154,680

完成工事補償引当金繰入額 75,930 67,221

貸倒引当金繰入額 17,170 11,873

債務保証損失引当金繰入額 5,857 －

役員報酬 108,793 102,761

給与手当 2,217,743 2,275,639

賞与引当金繰入額 236,757 223,118

退職給付費用 62,173 68,218

役員退職慰労引当金繰入額 30,100 24,900

法定福利費 322,012 341,386

福利厚生費 18,986 19,914

賃借料 333,213 361,403

減価償却費 30,998 57,412

保険料 34,432 31,640

租税公課 113,708 148,367

支払手数料 243,994 247,153

その他 450,606 482,483

販売費及び一般管理費合計 5,258,234 5,409,127

営業利益 484,875 510,945



（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) 

営業外収益   

受取利息 ※1  26,959 ※1  19,814

受取配当金 3,179 5,434

受取手数料 34,884 38,003

販売促進支援金 11,601 －

その他 31,489 35,140

営業外収益合計 108,114 98,392

営業外費用   

支払利息 119,723 136,589

和解金 － 22,881

その他 23,933 25,239

営業外費用合計 143,656 184,710

経常利益 449,332 424,627

特別利益   

固定資産売却益 － 61

投資有価証券売却益 － 11,781

特別利益合計 － 11,843

特別損失   

固定資産除却損 ※2  2,844 ※2  4,670

減損損失 ※3  136,201 9,050

投資有価証券評価損 84 －

分譲土地建物評価損 － 296,768

特別損失合計 139,129 310,488

税引前当期純利益 310,202 125,982

法人税、住民税及び事業税 14,731 16,310

法人税等調整額 △17,360 7,017

法人税等合計 △2,629 23,327

当期純利益 312,832 102,655



（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 1,369,850 1,369,850

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,369,850 1,369,850

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 65,200 65,200

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 65,200 65,200

その他資本剰余金   

前期末残高 － 821,398

当期変動額   

合併による増加 821,398 －

当期変動額合計 821,398 －

当期末残高 821,398 821,398

資本剰余金合計   

前期末残高 65,200 886,598

当期変動額   

合併による増加 821,398 －

当期変動額合計 821,398 －

当期末残高 886,598 886,598

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 60,000 181,192

当期変動額   

剰余金の配当 10,000 5,767

合併による増加 111,192 －

当期変動額合計 121,192 5,767

当期末残高 181,192 186,959

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 1,700,000 2,000,000

当期変動額   

別途積立金の取崩 △500,000 －

合併による増加 800,000 －

当期変動額合計 300,000 －

当期末残高 2,000,000 2,000,000



（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) 

繰越利益剰余金   

前期末残高 △132,926 297,115

当期変動額   

剰余金の配当 △43,446 △63,437

別途積立金の取崩 500,000 －

当期純利益 312,832 102,655

土地再評価差額金の取崩 △136,018 －

合併による増加 △203,324 －

当期変動額合計 430,041 39,217

当期末残高 297,115 336,332

利益剰余金合計   

前期末残高 1,627,073 2,478,307

当期変動額   

剰余金の配当 △33,446 △57,670

当期純利益 312,832 102,655

土地再評価差額金の取崩 △136,018 －

合併による増加 707,867 －

当期変動額合計 851,234 44,984

当期末残高 2,478,307 2,523,292

自己株式   

前期末残高 △270 △1,420

当期変動額   

自己株式の取得 △1,668 △988

合併による増加 518 －

当期変動額合計 △1,150 △988

当期末残高 △1,420 △2,409

株主資本合計   

前期末残高 3,061,853 4,733,335

当期変動額   

剰余金の配当 △33,446 △57,670

当期純利益 312,832 102,655

土地再評価差額金の取崩 △136,018 －

自己株式の取得 △1,668 △988

合併による増加 1,529,783 －

当期変動額合計 1,671,482 43,996

当期末残高 4,733,335 4,777,331



（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 30,995 30,452

当期変動額   

合併による増加 51,129 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △51,673 △34,324

当期変動額合計 △543 △34,324

当期末残高 30,452 △3,872

土地再評価差額金   

前期末残高 －  

当期変動額   

土地再評価差額金の取崩 136,018 －

合併による増加 △136,018 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － －

当期変動額合計 － －

評価・換算差額等合計   

前期末残高 30,995 30,452

当期変動額   

土地再評価差額金の取崩 136,018 －

合併による増加 △84,889 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △51,673 △34,324

当期変動額合計 △543 △34,324

当期末残高 30,452 △3,872

純資産合計   

前期末残高 3,092,849 4,763,787

当期変動額   

剰余金の配当 △33,446 △57,670

当期純利益 312,832 102,655

自己株式の取得 △1,668 △988

合併による増加 1,444,894 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △51,673 △34,324

当期変動額合計 1,670,938 9,671

当期末残高 4,763,787 4,773,459
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