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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 9,428 0.8 434 24.2 477 12.2 266 35.4
20年3月期 9,350 △2.8 349 △51.8 425 △44.5 196 △50.1

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 34.38 ― 3.9 4.1 4.6
20年3月期 25.14 ― 2.8 3.6 3.7

（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 11,612 6,948 58.6 883.89
20年3月期 11,621 7,052 59.4 886.69

（参考） 自己資本   21年3月期  6,799百万円 20年3月期  6,905百万円

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 △932 △78 △210 679
20年3月期 195 △221 △217 1,900

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 ― ― ― 20.00 20.00 155 79.6 2.2
21年3月期 ― ― ― 25.00 25.00 192 72.7 2.8

22年3月期 
（予想）

― ― ― 20.00 20.00 81.8

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

3,850 △0.9 30 △56.0 53 △48.8 26 ― 3.40

通期 9,070 △3.8 295 △31.9 343 △28.0 188 △29.4 24.44



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、22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、32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 8,320,320株 20年3月期 8,320,320株

② 期末自己株式数 21年3月期  627,511株 20年3月期  532,581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 9,026 4.9 348 48.6 410 36.6 245 55.3
20年3月期 8,608 △5.7 234 △65.3 300 △57.6 157 △60.6

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
円 銭 円 銭

21年3月期 31.64 ―

20年3月期 20.18 ―

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 11,005 6,682 60.7 868.64
20年3月期 10,896 6,765 62.1 868.71

（参考） 自己資本 21年3月期  6,682百万円 20年3月期  6,765百万円

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 

上記の業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものです。実際の業績は、様々な要素により、これらの業績予想とは大きく異なる
結果となり得ることをご承知おき下さい。 

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

3,700 △0.8 24 △43.6 54 △33.5 28 ― 3.72

通期 8,650 △4.2 260 △25.3 320 △22.1 169 △30.8 22.05

















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 2,084,527 963,794

受取手形及び売掛金 3,526,265 4,475,288

有価証券 290,941 306,248

たな卸資産 948,333 －

商品及び製品 － 69,575

仕掛品 － 1,324,846

原材料 － 56,214

前渡金 584,654 395,856

繰延税金資産 136,802 144,037

その他 85,082 178,939

貸倒引当金 △652 △1,300

流動資産合計 7,655,955 7,913,499

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 606,301 617,160

減価償却累計額 △342,328 △343,030

建物及び構築物（純額） 263,972 274,130

機械装置及び運搬具 373,273 331,395

減価償却累計額 △309,547 △291,762

機械装置及び運搬具（純額） 63,726 39,632

土地 335,780 380,723

建設仮勘定 － 49,540

その他 105,196 87,569

減価償却累計額 △90,891 △73,692

その他（純額） 14,305 13,876

有形固定資産合計 677,784 757,902

無形固定資産 20,009 19,188

投資その他の資産   

投資有価証券 1,943,149 1,519,901

長期貸付金 53,551 51,058

繰延税金資産 281,282 362,664

長期預金 ※  701,500 ※  601,500

その他 290,077 387,912

貸倒引当金 △1,993 △919

投資その他の資産合計 3,267,567 2,922,115

固定資産合計 3,965,362 3,699,207

資産合計 11,621,317 11,612,707



（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 2,636,936 2,924,131

短期借入金 ※  105,000 ※  95,000

未払法人税等 50,581 161,338

前受金 513,771 210,643

賞与引当金 100,517 96,398

役員賞与引当金 15,400 －

その他 204,041 199,059

流動負債合計 3,626,247 3,686,571

固定負債   

退職給付引当金 320,290 359,297

役員退職慰労引当金 51,375 56,149

長期未払金 536,567 536,567

負ののれん 34,302 25,727

固定負債合計 942,536 977,742

負債合計 4,568,784 4,664,314

純資産の部   

株主資本   

資本金 669,700 669,700

資本剰余金 695,975 695,975

利益剰余金 5,762,720 5,873,388

自己株式 △350,060 △391,137

株主資本合計 6,778,334 6,847,926

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 130,702 △54,062

繰延ヘッジ損益 △3,725 5,726

評価・換算差額等合計 126,976 △48,336

少数株主持分 147,220 148,802

純資産合計 7,052,532 6,948,393

負債純資産合計 11,621,317 11,612,707



（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 9,350,905 9,428,025

売上原価 ※2  7,519,455 ※2  7,544,835

売上総利益 1,831,450 1,883,190

販売費及び一般管理費 ※1, ※2  1,481,890 ※1, ※2  1,449,173

営業利益 349,560 434,016

営業外収益   

受取利息 42,441 42,859

受取配当金 16,172 20,556

投資有価証券売却益 14,628 －

負ののれん償却益 8,575 8,575

為替差益 4,685 4,608

その他 2,489 6,136

営業外収益合計 88,994 82,736

営業外費用   

支払利息 1,405 1,530

コミットメントフィー 2,490 649

投資有価証券評価損 8,095 35,499

その他 1,491 2,067

営業外費用合計 13,483 39,746

経常利益 425,071 477,007

特別利益   

貸倒引当金戻入額 212 －

受取補償金 － 71,811

役員賞与引当金取崩額 － 12,000

固定資産売却益 ※3  77 －

保険解約返戻金 － 28,530

特別利益合計 290 112,341

特別損失   

固定資産除却損 ※4  58 ※3  323

退職給付制度改定損 － 68,522

特別損失合計 58 68,846

税金等調整前当期純利益 425,303 520,502

法人税、住民税及び事業税 199,207 239,790

法人税等調整額 △1,907 1,550

法人税等合計 197,299 241,340

少数株主利益 31,261 12,738

当期純利益 196,741 266,423



（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 669,700 669,700

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 669,700 669,700

資本剰余金   

前期末残高 695,975 695,975

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 695,975 695,975

利益剰余金   

前期末残高 5,722,914 5,762,720

当期変動額   

剰余金の配当 △156,935 △155,754

当期純利益 196,741 266,423

当期変動額合計 39,805 110,668

当期末残高 5,762,720 5,873,388

自己株式   

前期末残高 △316,320 △350,060

当期変動額   

自己株式の取得 △33,739 △41,076

当期変動額合計 △33,739 △41,076

当期末残高 △350,060 △391,137

株主資本合計   

前期末残高 6,772,268 6,778,334

当期変動額   

剰余金の配当 △156,935 △155,754

当期純利益 196,741 266,423

自己株式の取得 △33,739 △41,076

当期変動額合計 6,065 69,591

当期末残高 6,778,334 6,847,926



（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 340,150 130,702

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △209,448 △184,765

当期変動額合計 △209,448 △184,765

当期末残高 130,702 △54,062

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △1,517 △3,725

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,207 9,451

当期変動額合計 △2,207 9,451

当期末残高 △3,725 5,726

評価・換算差額等合計   

前期末残高 338,633 126,976

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △211,656 △175,313

当期変動額合計 △211,656 △175,313

当期末残高 126,976 △48,336

少数株主持分   

前期末残高 121,141 147,220

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 26,079 1,581

当期変動額合計 26,079 1,581

当期末残高 147,220 148,802

純資産合計   

前期末残高 7,232,044 7,052,532

当期変動額   

剰余金の配当 △156,935 △155,754

当期純利益 196,741 266,423

自己株式の取得 △33,739 △41,076

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △185,577 △173,731

当期変動額合計 △179,511 △104,139

当期末残高 7,052,532 6,948,393



（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 425,303 520,502

減価償却費 51,048 45,678

投資有価証券評価損益（△は益） 8,095 35,499

投資有価証券売却損益（△は益） △14,628 －

有形固定資産売却損益（△は益） △77 －

固定資産除却損 58 323

貸倒引当金の増減額（△は減少） △210 △425

賞与引当金の増減額（△は減少） 4,271 △4,119

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 100 △15,400

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,023 39,007

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,050 4,774

受取利息及び受取配当金 △58,614 △63,415

支払利息 1,405 1,530

負ののれん償却益 △8,575 △8,575

売上債権の増減額（△は増加） △68,209 △949,022

前受金の増減額（△は減少） 3,502 △303,128

たな卸資産の増減額（△は増加） 582,015 △502,302

仕入債務の増減額（△は減少） 40,333 287,195

前渡金の増減額（△は増加） △386,531 188,798

その他 43,126 △167,584

小計 631,485 △890,665

利息及び配当金の受取額 53,761 62,762

利息の支払額 △1,405 △1,932

法人税等の支払額 △487,936 △102,249

営業活動によるキャッシュ・フロー 195,905 △932,085

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 △289,900 △189,900

定期預金の払戻による収入 89,900 189,900

有価証券の取得による支出 △609,512 △759

有価証券の売却による収入 59,269 －

有価証券の償還による収入 700,000 161,842

有形固定資産の取得による支出 △12,600 △96,283

有形固定資産の売却による収入 2,486 17,116

投資有価証券の取得による支出 △194,756 △276,109

投資有価証券の売却による収入 27,000 －

投資有価証券の償還による収入 － 200,000

貸付けによる支出 － △4,300

貸付金の回収による収入 18,879 6,793

保険積立金の積立による支出 △25,801 △59,942



（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) 

保険積立金の解約による収入 13,832 14,995

差入保証金の差入による支出 － △41,485

その他 △417 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △221,621 △78,133

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） △25,000 △10,000

配当金の支払額 △156,224 △153,639

少数株主への配当金の支払額 △2,850 △5,350

自己株式の取得による支出 △33,739 △41,525

財務活動によるキャッシュ・フロー △217,814 △210,514

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △243,530 △1,220,733

現金及び現金同等物の期首残高 2,144,158 1,900,627

現金及び現金同等物の期末残高 1,900,627 679,894



































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 1,778,605 818,146

受取手形 1,383,939 1,271,457

売掛金 2,095,017 3,034,726

有価証券 128,978 187,927

商品 69,140 66,719

仕掛品 703,051 1,147,503

原材料 62,159 45,785

前渡金 584,654 ※2  438,856

繰延税金資産 121,974 140,195

その他 79,548 159,491

貸倒引当金 △347 △438

流動資産合計 7,006,723 7,310,371

固定資産   

有形固定資産   

建物 497,749 508,238

減価償却累計額 △251,012 △250,009

建物（純額） 246,736 258,228

構築物 3,953 3,953

減価償却累計額 △3,689 △3,763

構築物（純額） 263 190

機械及び装置 255,973 210,345

減価償却累計額 △201,012 △178,576

機械及び装置（純額） 54,961 31,768

車両運搬具 11,622 11,622

減価償却累計額 △9,669 △10,319

車両運搬具（純額） 1,952 1,303

工具、器具及び備品 89,310 71,683

減価償却累計額 △75,909 △58,453

工具、器具及び備品（純額） 13,400 13,230

土地 248,253 248,253

有形固定資産合計 565,567 552,974

無形固定資産   

借地権 7,968 7,968

ソフトウエア 1,545 724

その他 2,295 2,295

無形固定資産合計 11,809 10,988

投資その他の資産   

投資有価証券 1,745,474 1,388,113



（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) 

関係会社株式 377,848 377,848

出資金 13,400 13,400

従業員長期貸付金 31,487 29,576

破産更生債権等 1,670 841

長期前払費用 1,450 1,690

繰延税金資産 276,651 357,254

保険積立金 214,834 286,845

長期預金 ※1  601,500 ※1  601,500

その他 50,255 74,866

貸倒引当金 △1,675 △845

投資その他の資産合計 3,312,896 3,131,091

固定資産合計 3,890,272 3,695,053

資産合計 10,896,995 11,005,425

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,508,559 1,837,295

買掛金 ※2  1,021,203 ※2  1,048,929

未払金 87,093 56,481

未払費用 44,886 75,619

未払法人税等 － 150,828

前受金 506,984 181,143

預り金 13,999 8,714

賞与引当金 88,000 84,000

役員賞与引当金 12,000 －

その他 6,665 －

流動負債合計 3,289,392 3,443,012

固定負債   

退職給付引当金 305,755 343,559

長期未払金 536,567 536,567

固定負債合計 842,322 880,127

負債合計 4,131,715 4,323,139



（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 669,700 669,700

資本剰余金   

資本準備金 695,975 695,975

資本剰余金合計 695,975 695,975

利益剰余金   

利益準備金 39,500 39,500

その他利益剰余金   

別途積立金 5,020,000 5,020,000

繰越利益剰余金 559,418 648,846

利益剰余金合計 5,618,918 5,708,346

自己株式 △350,060 △391,137

株主資本合計 6,634,533 6,682,884

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 134,472 △6,325

繰延ヘッジ損益 △3,725 5,726

評価・換算差額等合計 130,746 △599

純資産合計 6,765,280 6,682,285

負債純資産合計 10,896,995 11,005,425



（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 ※1  8,608,196 ※1  9,026,583

売上原価   

商品期首たな卸高 53,025 69,140

当期製品製造原価 ※2  6,636,496 ※2  7,081,681

当期商品仕入高 428,746 296,234

合計 7,118,269 7,447,056

商品期末たな卸高 69,140 66,719

商品及び製品売上原価 ※1  7,049,129 ※1  7,380,337

売上総利益 1,559,067 1,646,246

販売費及び一般管理費   

役員報酬 89,907 144,747

給料及び手当 372,629 380,690

賞与 47,713 42,657

退職給付費用 12,209 22,807

役員退職慰労引当金繰入額 5,216 －

賞与引当金繰入額 49,440 45,980

役員賞与引当金繰入額 12,000 －

法定福利費 70,803 76,194

福利厚生費 26,275 26,411

旅費及び交通費 83,533 93,175

通信費 20,552 19,816

接待交際費 29,521 31,224

保険料 19,078 18,444

賃借料 55,093 52,495

減価償却費 24,896 19,287

研究開発費 ※2  6,769 ※2  3,499

広告宣伝費 51,375 30,123

支払手数料 56,156 64,784

サービス費 154,532 116,736

その他 137,004 108,908

販売費及び一般管理費合計 1,324,712 1,297,988

営業利益 234,354 348,258

営業外収益   

受取利息 4,901 4,508

有価証券利息 22,433 23,236

受取配当金 19,738 26,880

為替差益 4,685 4,608

投資有価証券売却益 14,628 －

その他 3,907 5,596

営業外収益合計 70,296 64,830



（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 51 54

コミットメントフィー 2,490 649

自己株式取得費用 350 448

有価証券売却損 511 －

投資有価証券評価損 － 840

保険解約損 629 －

その他 － 334

営業外費用合計 4,034 2,328

経常利益 300,616 410,761

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1 －

固定資産売却益 ※3  77 －

受取補償金 － 71,811

役員賞与引当金取崩額 － 12,000

保険解約返戻金 － 28,530

特別利益合計 79 112,341

特別損失   

退職給付制度改定損 － 68,522

固定資産除却損 － ※3  298

特別損失合計 － 68,821

税引前当期純利益 300,695 454,281

法人税、住民税及び事業税 136,237 218,000

法人税等調整額 6,592 △8,900

法人税等合計 142,829 209,099

当期純利益 157,866 245,182



（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 669,700 669,700

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 669,700 669,700

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 695,975 695,975

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 695,975 695,975

資本剰余金合計   

前期末残高 695,975 695,975

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 695,975 695,975

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 39,500 39,500

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 39,500 39,500

その他利益剰余金   

特別償却準備金   

前期末残高 145 －

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 △145 －

当期変動額合計 △145 －

当期末残高 － －

別途積立金   

前期末残高 5,020,000 5,020,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,020,000 5,020,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 558,342 559,418

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 145 －

剰余金の配当 △156,935 △155,754



（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) 

当期純利益 157,866 245,182

当期変動額合計 1,076 89,427

当期末残高 559,418 648,846

利益剰余金合計   

前期末残高 5,617,988 5,618,918

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 － －

剰余金の配当 △156,935 △155,754

当期純利益 157,866 245,182

当期変動額合計 930 89,427

当期末残高 5,618,918 5,708,346

自己株式   

前期末残高 △316,320 △350,060

当期変動額   

自己株式の取得 △33,739 △41,076

当期変動額合計 △33,739 △41,076

当期末残高 △350,060 △391,137

株主資本合計   

前期末残高 6,667,342 6,634,533

当期変動額   

剰余金の配当 △156,935 △155,754

当期純利益 157,866 245,182

自己株式の取得 △33,739 △41,076

当期変動額合計 △32,809 48,351

当期末残高 6,634,533 6,682,884

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 326,258 134,472

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △191,786 △140,797

当期変動額合計 △191,786 △140,797

当期末残高 134,472 △6,325

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △1,517 △3,725

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,207 9,451

当期変動額合計 △2,207 9,451

当期末残高 △3,725 5,726

評価・換算差額等合計   

前期末残高 324,741 130,746



（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   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △193,994 △131,345

当期変動額合計 △193,994 △131,345

当期末残高 130,746 △599

純資産合計   

前期末残高 6,992,083 6,765,280

当期変動額   

剰余金の配当 △156,935 △155,754

当期純利益 157,866 245,182

自己株式の取得 △33,739 △41,076

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △193,994 △131,345

当期変動額合計 △226,803 △82,994

当期末残高 6,765,280 6,682,285
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