
平成21年3月期 決算短信 
平成21年5月15日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 ウライ株式会社 上場取引所 JQ 
コード番号 2658 URL http://www.urai.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 裏井 紳介
問合せ先責任者 （役職名） 取締役総務統括本部長 （氏名） 稲葉 茂 TEL 075-361-0330
定時株主総会開催予定日 平成21年6月29日 有価証券報告書提出予定日 平成21年6月30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 12,295 △11.9 △337 ― △371 ― 226 ―
20年3月期 13,956 △16.3 △485 ― △497 ― △1,100 ―

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 20.58 ― 4.3 △2.7 △2.7
20年3月期 △100.21 ― △18.6 △3.5 △3.5

（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 13,435 5,296 39.4 482.22
20年3月期 14,416 5,274 36.6 480.20

（参考） 自己資本   21年3月期  5,296百万円 20年3月期  5,274百万円

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 950 △30 △200 1,753
20年3月期 597 0 △639 1,035

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 ― ― ―
21年3月期 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―
22年3月期 

（予想）
― ― ― 3.00 3.00 ―

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

5,700 △9.1 20 ― 0 ― 0 ― ―

通期 11,800 △4.0 110 ― 80 ― 70 △69.0 6.37
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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「４．連結財務諸表 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、「４．連結財務諸表 注記事項（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 11,000,000株 20年3月期 11,000,000株
② 期末自己株式数 21年3月期  17,050株 20年3月期  15,520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 11,928 △12.6 △301 ― △327 ― 225 ―
20年3月期 13,641 △17.6 △427 ― △434 ― △1,199 ―

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 20.52 ―
20年3月期 △109.17 ―

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 13,362 5,296 39.6 482.27
20年3月期 14,354 5,275 36.8 480.31

（参考） 自己資本 21年3月期  5,296百万円 20年3月期  5,275百万円

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予想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
際の業績等は様々な要因により大きく異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当たっての注意事項等については3
ページ「１．経営成績（1）経営成績に関する分析」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

5,550 △9.3 20 ― 0 ― 0 ― ―

通期 11,400 △4.4 100 ― 80 ― 70 △68.9 6.37
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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 1,035,383 1,753,913

受取手形及び売掛金 5,207,261 4,327,108

有価証券 2,000 －

たな卸資産 3,452,016 －

商品及び製品 － 3,247,826

その他 163,485 95,905

貸倒引当金 △177,100 △161,480

流動資産合計 9,683,046 9,263,274

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 ※1  3,363,481 ※1  3,350,822

減価償却累計額 △2,142,101 △2,202,106

建物及び構築物（純額） 1,221,380 1,148,716

土地 ※1.2  1,366,797 ※1.2  1,366,797

リース資産 － 12,949

減価償却累計額 － △898

リース資産（純額） － 12,050

その他 160,615 152,475

減価償却累計額 △127,902 △133,386

その他（純額） 32,713 19,089

有形固定資産合計 2,620,891 2,546,654

無形固定資産   

電話加入権 10,513 520

無形固定資産合計 10,513 520

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  1,152,634 ※1  742,013

長期貸付金 7,255 7,007

投資不動産 ※1.2  985,044 ※1.2  985,044

減価償却累計額 △480,421 △492,539

投資不動産（純額） 504,623 492,505

破産更生債権等 1,105,325 455,452

その他 460,393 389,163

貸倒引当金 △1,128,396 △460,990

投資その他の資産合計 2,101,835 1,625,151

固定資産合計 4,733,239 4,172,325

資産合計 14,416,286 13,435,600
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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 2,949,998 2,439,878

短期借入金 ※1  3,310,670 ※1  3,271,920

リース債務 － 2,757

未払法人税等 12,913 13,353

繰延税金負債 111 －

賞与引当金 193,655 93,296

売上割戻引当金 10,954 10,243

その他 279,678 232,893

流動負債合計 6,757,981 6,064,342

固定負債   

長期借入金 ※1  1,751,320 ※1  1,589,400

リース債務 － 9,293

繰延税金負債 347,307 190,099

退職給付引当金 10,101 17,296

役員退職慰労引当金 245,116 242,979

その他 29,747 25,981

固定負債合計 2,383,591 2,075,048

負債合計 9,141,572 8,139,391

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,857,196 1,857,196

資本剰余金 1,577,320 1,577,320

利益剰余金 3,836,733 4,062,816

自己株式 △4,958 △5,277

株主資本合計 7,266,291 7,492,054

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 319,791 115,688

繰延ヘッジ損益 166 －

土地再評価差額金 ※2  △2,311,535 ※2  △2,311,535

評価・換算差額等合計 △1,991,577 △2,195,846

純資産合計 5,274,714 5,296,208

負債純資産合計 14,416,286 13,435,600
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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 13,956,795 12,295,697

売上原価 ※1  9,371,386 ※1  8,142,108

売上総利益 4,585,409 4,153,589

販売費及び一般管理費   

運賃及び荷造費 208,930 180,583

販売促進費 807,583 713,780

広告宣伝費 112,940 108,889

貸倒引当金繰入額 85,532 138,532

役員報酬 157,230 126,834

給料手当及び賞与 1,667,018 1,418,602

賞与引当金繰入額 193,655 93,296

退職給付費用 163,594 166,243

役員退職慰労引当金繰入額 15,060 13,247

福利厚生費 269,705 236,164

旅費及び交通費 699,486 627,899

減価償却費 81,676 75,609

その他 608,823 591,108

販売費及び一般管理費合計 5,071,236 4,490,790

営業損失（△） △485,827 △337,201

営業外収益   

受取利息 2,662 2,187

受取配当金 27,907 18,503

不動産賃貸料 73,817 72,426

その他 30,381 26,175

営業外収益合計 134,768 119,293

営業外費用   

支払利息 95,728 90,451

不動産賃貸費用 48,451 43,445

その他 2,255 19,346

営業外費用合計 146,435 153,243

経常損失（△） △497,494 △371,151

特別利益   

貸倒引当金戻入額 4,118 798,959

その他 － 6,243

特別利益合計 4,118 805,202
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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   

固定資産売却損 ※2  1,098 ※2  67

固定資産除却損 ※3  1,004 ※3  1,092

投資有価証券評価損 104,656 81,259

減損損失 － 28,957

貸倒引当金繰入額 － 7,394

特別退職金 － 101,559

その他 － 6,241

特別損失合計 106,759 226,572

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△600,134 207,478

法人税、住民税及び事業税 5,486 5,486

法人税等調整額 495,248 △24,090

法人税等合計 500,734 △18,603

当期純利益又は当期純損失（△） △1,100,868 226,082
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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 1,857,196 1,857,196

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,857,196 1,857,196

資本剰余金   

前期末残高 1,577,320 1,577,320

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,577,320 1,577,320

利益剰余金   

前期末残高 4,937,602 3,836,733

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △1,100,868 226,082

当期変動額合計 △1,100,868 226,082

当期末残高 3,836,733 4,062,816

自己株式   

前期末残高 △4,327 △4,958

当期変動額   

自己株式の取得 △630 △318

当期変動額合計 △630 △318

当期末残高 △4,958 △5,277

株主資本合計   

前期末残高 8,367,790 7,266,291

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △1,100,868 226,082

自己株式の取得 △630 △318

当期変動額合計 △1,101,499 225,763

当期末残高 7,266,291 7,492,054
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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 478,682 319,791

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △158,890 △204,103

当期変動額合計 △158,890 △204,103

当期末残高 319,791 115,688

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 － 166

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 166 △166

当期変動額合計 166 △166

当期末残高 166 －

土地再評価差額金   

前期末残高 △2,311,535 △2,311,535

当期変動額   

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 △2,311,535 △2,311,535

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △1,832,852 △1,991,577

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △158,724 △204,269

当期変動額合計 △158,724 △204,269

当期末残高 △1,991,577 △2,195,846

純資産合計   

前期末残高 6,534,937 5,274,714

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △1,100,868 226,082

自己株式の取得 △630 △318

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △158,724 △204,269

当期変動額合計 △1,260,223 21,494

当期末残高 5,274,714 5,296,208
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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損失（△） △600,134 207,478

減価償却費 94,272 86,619

退職給付引当金の増減額（△は減少） △746 7,195

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 15,060 △2,137

賞与引当金の増減額（△は減少） 944 △100,359

減損損失 － 28,957

貸倒引当金の増減額（△は減少） △38,074 △683,026

その他の引当金の増減額（△は減少） △219 △710

受取利息及び受取配当金 △30,569 △20,631

支払利息 95,728 90,451

投資有価証券評価損益（△は益） 104,656 81,259

投資有価証券売却損益（△は益） △8,303 2

固定資産売却損益（△は益） 1,098 67

固定資産除却損 1,004 1,092

売上債権の増減額（△は増加） 1,209,387 1,550,425

たな卸資産の増減額（△は増加） 372,875 204,189

仕入債務の増減額（△は減少） △584,010 △510,119

未払消費税等の増減額（△は減少） 10,890 1,734

デリバティブ評価損益（△は益） 763 －

その他 25,261 81,366

小計 669,883 1,023,856

利息及び配当金の受取額 30,673 21,444

利息の支払額 △100,140 △89,454

法人税等の支払額 △2,703 △5,486

営業活動によるキャッシュ・フロー 597,714 950,359

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の償還による収入 － 2,000

有形固定資産の取得による支出 △4,751 △8,385

有形固定資産の売却による収入 40 47

投資有価証券の取得による支出 △169,035 △23,175

投資有価証券の売却による収入 169,217 6

貸付けによる支出 △4,000 △8,250

貸付金の回収による収入 1,911 8,498

その他 6,040 △1,582

投資活動によるキャッシュ・フロー △577 △30,841
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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) 

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） △740,000 －

長期借入れによる収入 450,000 －

長期借入金の返済による支出 △348,760 △200,670

自己株式の取得による支出 △630 △318

財務活動によるキャッシュ・フロー △639,390 △200,988

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △42,253 718,530

現金及び現金同等物の期首残高 1,077,636 ※1  1,035,383

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  1,035,383 ※1  1,753,913
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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 1,016,576 1,740,824

受取手形 2,611,869 2,341,557

売掛金 2,550,367 1,921,647

有価証券 2,000 －

商品 3,438,303 3,229,228

前渡金 51,220 －

前払費用 51,274 44,919

その他 59,485 49,942

貸倒引当金 △176,000 △160,300

流動資産合計 9,605,096 9,167,819

固定資産   

有形固定資産   

建物 3,342,048 3,334,375

減価償却累計額 △2,125,252 △2,188,829

建物（純額） ※1  1,216,796 ※1  1,145,546

構築物 20,781 16,146

減価償却累計額 △16,625 △12,976

構築物（純額） 4,156 3,170

車両運搬具 34,253 34,223

減価償却累計額 △26,797 △28,003

車両運搬具（純額） 7,456 6,220

工具、器具及び備品 123,028 115,999

減価償却累計額 △99,385 △103,130

工具、器具及び備品（純額） 23,643 12,869

土地 ※1.2  1,366,797 ※1.2  1,366,797

リース資産 － 12,949

減価償却累計額 － △898

リース資産（純額） － 12,050

有形固定資産合計 2,618,849 2,546,654

無形固定資産   

電話加入権 9,701 502

無形固定資産合計 9,701 502

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  1,152,634 ※1  742,013

関係会社株式 0 0

出資金 220 220

従業員に対する長期貸付金 7,255 7,007

関係会社長期貸付金 270,000 321,000

-1-



（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) 

破産更生債権等 1,105,325 455,452

長期前払費用 11,427 8,940

投資不動産 ※1.2  985,044 ※1.2  985,044

減価償却累計額 △480,421 △492,539

投資不動産（純額） 504,623 492,505

会員権 123,450 123,450

保険積立金 127,825 132,264

その他 181,761 108,579

貸倒引当金 △1,363,396 △743,590

投資その他の資産合計 2,121,125 1,647,841

固定資産合計 4,749,676 4,194,998

資産合計 14,354,773 13,362,817

負債の部   

流動負債   

支払手形 2,372,138 1,948,259

買掛金 556,517 460,217

短期借入金 ※1  3,110,000 ※1  3,110,000

1年内返済予定の長期借入金 ※1  200,670 ※1  161,920

リース債務 － 2,757

未払金 181,165 147,138

未払費用 33,445 21,830

未払法人税等 12,007 12,446

未払消費税等 7,214 9,728

繰延税金負債 111 －

預り金 28,345 21,993

賞与引当金 190,000 90,000

売上割戻引当金 10,954 10,243

その他 2,796 5,123

流動負債合計 6,705,366 6,001,661

固定負債   

長期借入金 ※1  1,751,320 ※1  1,589,400

リース債務 － 9,293

繰延税金負債 347,307 190,099

役員退職慰労引当金 245,116 242,979

退職給付引当金 － 6,678

その他 29,747 25,981

固定負債合計 2,373,490 2,064,430

負債合計 9,078,856 8,066,092
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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 1,857,196 1,857,196

資本剰余金   

資本準備金 1,577,320 1,577,320

資本剰余金合計 1,577,320 1,577,320

利益剰余金   

利益準備金 220,000 220,000

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 180,080 171,976

別途積立金 4,530,000 3,380,000

繰越利益剰余金 △1,092,143 291,356

利益剰余金合計 3,837,936 4,063,333

自己株式 △4,958 △5,277

株主資本合計 7,267,494 7,492,572

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 319,791 115,688

繰延ヘッジ損益 166 －

土地再評価差額金 ※2  △2,311,535 ※2  △2,311,535

評価・換算差額等合計 △1,991,577 △2,195,846

純資産合計 5,275,917 5,296,725

負債純資産合計 14,354,773 13,362,817
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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 13,641,771 11,928,446

売上原価   

商品期首たな卸高 3,806,090 3,438,303

当期商品仕入高 8,907,804 7,821,845

合計 12,713,894 11,260,148

商品期末たな卸高 3,438,303 3,229,228

商品売上原価 9,275,591 8,030,920

売上総利益 4,366,180 3,897,525

販売費及び一般管理費   

運賃及び荷造費 204,432 175,161

販売促進費 766,262 666,901

広告宣伝費 108,180 103,688

貸倒引当金繰入額 80,852 138,292

役員報酬 154,350 124,110

給料・手当及び賞与 1,555,201 1,300,192

賞与引当金繰入額 190,000 90,000

退職給付費用 163,101 165,726

役員退職慰労引当金繰入額 15,060 13,247

福利厚生費 253,905 219,521

旅費及び交通費 671,349 597,330

減価償却費 80,705 74,999

その他 550,066 529,515

販売費及び一般管理費合計 4,793,469 4,198,688

営業損失（△） △427,289 △301,162

営業外収益   

受取利息 7,604 8,300

受取配当金 27,907 18,503

不動産賃貸料 76,043 74,652

その他 27,764 25,734

営業外収益合計 139,320 127,190

営業外費用   

支払利息 95,728 90,451

不動産賃貸費用 48,451 43,445

その他 2,246 19,340

営業外費用合計 146,426 153,237

経常損失（△） △434,395 △327,209

特別利益   

貸倒引当金戻入額 4,118 798,799

その他 － 6,243

特別利益合計 4,118 805,042
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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) 

特別損失   

固定資産売却損 ※1  1,098 ※1  67

固定資産除却損 ※2  1,004 ※2  1,092

貸倒引当金繰入額 61,000 54,994

投資有価証券評価損 104,656 81,259

関係会社株式評価損 29,999 －

減損損失 － 26,731

特別退職金 － 101,559

その他 － 6,241

特別損失合計 197,759 271,946

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △628,035 205,886

法人税、住民税及び事業税 4,580 4,580

法人税等調整額 566,684 △24,090

法人税等合計 571,264 △19,510

当期純利益又は当期純損失（△） △1,199,299 225,396

-2-



（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 1,857,196 1,857,196

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,857,196 1,857,196

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,577,320 1,577,320

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,577,320 1,577,320

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 220,000 220,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 220,000 220,000

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 188,566 180,080

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △8,486 △8,103

当期変動額合計 △8,486 △8,103

当期末残高 180,080 171,976

別途積立金   

前期末残高 5,480,000 4,530,000

当期変動額   

別途積立金の取崩 △950,000 △1,150,000

当期変動額合計 △950,000 △1,150,000

当期末残高 4,530,000 3,380,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 △851,330 △1,092,143

当期変動額   

別途積立金の取崩 950,000 1,150,000

固定資産圧縮積立金の取崩 8,486 8,103

当期純利益又は当期純損失（△） △1,199,299 225,396

当期変動額合計 △240,812 1,383,500

当期末残高 △1,092,143 291,356
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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) 

利益剰余金合計   

前期末残高 5,037,235 3,837,936

当期変動額   

別途積立金の取崩 － －

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

当期純利益又は当期純損失（△） △1,199,299 225,396

当期変動額合計 △1,199,299 225,396

当期末残高 3,837,936 4,063,333

自己株式   

前期末残高 △4,327 △4,958

当期変動額   

自己株式の取得 △630 △318

当期変動額合計 △630 △318

当期末残高 △4,958 △5,277

株主資本合計   

前期末残高 8,467,423 7,267,494

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △1,199,299 225,396

自己株式の取得 △630 △318

当期変動額合計 △1,199,929 225,078

当期末残高 7,267,494 7,492,572

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 478,682 319,791

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △158,890 △204,103

当期変動額合計 △158,890 △204,103

当期末残高 319,791 115,688

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 － 166

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 166 △166

当期変動額合計 166 △166

当期末残高 166 －

土地再評価差額金   

前期末残高 △2,311,535 △2,311,535

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 △2,311,535 △2,311,535
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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) 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △1,832,852 △1,991,577

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △158,724 △204,269

当期変動額合計 △158,724 △204,269

当期末残高 △1,991,577 △2,195,846

純資産合計   

前期末残高 6,634,571 5,275,917

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △1,199,299 225,396

自己株式の取得 △630 △318

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △158,724 △204,269

当期変動額合計 △1,358,654 20,808

当期末残高 5,275,917 5,296,725
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