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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 6,426 △10.1 △710 ― △552 ― △857 ―
20年3月期 7,148 △0.1 △426 ― △540 ― △1,071 ―

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 △93.43 ― △3.8 △2.3 △11.1
20年3月期 △116.35 ― △4.5 △2.1 △6.0

（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 23,344 21,537 92.3 2,356.36
20年3月期 25,115 23,136 92.1 2,514.95

（参考） 自己資本   21年3月期  21,537百万円 20年3月期  23,136百万円

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 779 △823 △394 2,218
20年3月期 984 347 △335 2,857

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 ― 30.00 30.00 275 △25.8 1.2
21年3月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00 137 △16.1 0.6
22年3月期 

（予想）
― 0.00 ― 15.00 15.00 0.0

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 2,600 △34.6 △240 ― △220 ― △220 ― △23.96

通期 6,200 △3.5 △70 ― 0 ― 0 ― 0.00
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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）  有  

（注）詳細は、7ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

(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、28ページ「1株当たり情報」をご覧ください。 

新規 1社 （社名 マイルストーン株式会社 ） 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 9,333,654株 20年3月期 9,333,654株
② 期末自己株式数 21年3月期  193,482株 20年3月期  134,046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 5,255 △14.5 △929 ― △593 ― △871 ―
20年3月期 6,149 △0.9 △546 ― △697 ― △1,137 ―

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 △94.96 ―
20年3月期 △123.45 ―

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 23,292 21,864 93.9 2,392.17
20年3月期 24,956 23,075 92.5 2,508.36

（参考） 自己資本 21年3月期  21,864百万円 20年3月期  23,075百万円

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 
上記に記載した業績予想数値は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。
実際の業績数値は、業況の変化等様々な要因により、上記予想数値と異なる結果となる可能性があります。 

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

2,100 △36.4 △210 ― △190 ― △190 ― △20.70

通期 4,800 △8.7 △130 ― △30 ― △30 ― △3.27
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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 13,984,423 13,796,969

受取手形及び売掛金 1,845,576 1,414,526

たな卸資産 1,294,853 －

商品及び製品 － 195,104

仕掛品 － 385,094

原材料及び貯蔵品 － 411,717

未収還付法人税等 68,395 17,790

その他 329,767 242,964

貸倒引当金 △6,005 △5,000

流動資産合計 17,517,010 16,459,167

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,458,047 4,333,845

減価償却累計額 △1,941,999 △2,092,483

建物及び構築物（純額） 2,516,048 2,241,362

機械装置及び運搬具 2,583,250 2,429,688

減価償却累計額 △1,734,279 △1,822,423

機械装置及び運搬具（純額） 848,970 607,265

土地 2,211,508 2,211,508

その他 1,866,409 2,006,206

減価償却累計額 △1,173,260 △1,379,992

その他（純額） 693,149 626,213

有形固定資産合計 6,269,677 5,686,349

無形固定資産   

のれん 162,964 89,936

その他 130,935 87,814

無形固定資産合計 293,899 177,751

投資その他の資産   

投資有価証券 23,730 13,553

投資不動産 886,100 876,999

その他 126,690 132,703

貸倒引当金 △1,597 △1,597

投資その他の資産合計 1,034,924 1,021,659

固定資産合計 7,598,501 6,885,761

資産合計 25,115,511 23,344,928
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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   

買掛金 395,398 449,504

1年内返済予定の長期借入金 － 20,880

未払法人税等 56,392 31,064

その他 920,197 694,493

流動負債合計 1,371,988 1,195,942

固定負債   

退職給付引当金 269,076 297,932

長期未払金 149,126 148,814

預り保証金 164,191 145,630

預り敷金 19,037 19,037

その他 5,504 －

固定負債合計 606,936 611,414

負債合計 1,978,924 1,807,356

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,791,682 6,791,682

資本剰余金 10,571,419 10,571,419

利益剰余金 5,986,363 4,880,104

自己株式 △370,462 △427,107

株主資本合計 22,979,003 21,816,099

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,814 △4,840

為替換算調整勘定 155,770 △285,796

評価・換算差額等合計 157,584 △290,637

少数株主持分 － 12,109

純資産合計 23,136,587 21,537,571

負債純資産合計 25,115,511 23,344,928
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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 7,148,820 6,426,466

売上原価 4,898,098 4,523,606

売上総利益 2,250,721 1,902,860

販売費及び一般管理費 2,677,408 2,613,077

営業損失（△） △426,686 △710,217

営業外収益   

受取利息 96,897 98,535

受取配当金 227 396

投資不動産賃貸料 39,434 38,400

特許権使用料 22,038 －

受取ロイヤリティー － 13,078

為替差益 － 15,467

スクラップ売却収入 26,957 －

その他 18,556 24,408

営業外収益合計 204,111 190,286

営業外費用   

支払利息 － 374

不動産賃貸原価 15,957 14,412

為替差損 140,814 －

デリバティブ評価損 － 14,873

たな卸資産除却損 147,150 －

その他 13,856 2,791

営業外費用合計 317,778 32,451

経常損失（△） △540,353 △552,381

特別利益   

固定資産売却益 7,137 102

貸倒引当金戻入額 68 74

特別利益合計 7,205 176

特別損失   

固定資産除却損 6,407 6,712

固定資産売却損 660 －

減損損失 283,915 270,240

投資有価証券評価損 4,108 2,599

特別損失合計 295,091 279,551

税金等調整前当期純損失（△） △828,239 △831,756

法人税、住民税及び事業税 48,919 61,026

法人税等調整額 194,607 48,370

法人税等合計 243,527 109,397

少数株主損失（△） － △83,437

当期純損失（△） △1,071,766 △857,716
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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 6,791,682 6,791,682

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,791,682 6,791,682

資本剰余金   

前期末残高 10,571,419 10,571,419

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 10,571,419 10,571,419

利益剰余金   

前期末残高 7,335,020 5,986,363

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － 27,445

当期変動額   

剰余金の配当 △276,890 △275,988

当期純損失（△） △1,071,766 △857,716

当期変動額合計 △1,348,657 △1,133,704

当期末残高 5,986,363 4,880,104

自己株式   

前期末残高 △309,876 △370,462

当期変動額   

自己株式の取得 △60,586 △56,645

当期変動額合計 △60,586 △56,645

当期末残高 △370,462 △427,107

株主資本合計   

前期末残高 24,388,246 22,979,003

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － 27,445

当期変動額   

剰余金の配当 △276,890 △275,988

当期純損失（△） △1,071,766 △857,716

自己株式の取得 △60,586 △56,645

当期変動額合計 △1,409,243 △1,190,349

当期末残高 22,979,003 21,816,099
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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 7,705 1,814

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,890 △6,655

当期変動額合計 △5,890 △6,655

当期末残高 1,814 △4,840

為替換算調整勘定   

前期末残高 114,912 155,770

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 40,857 △441,566

当期変動額合計 40,857 △441,566

当期末残高 155,770 △285,796

評価・換算差額等合計   

前期末残高 122,617 157,584

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 34,966 △448,221

当期変動額合計 34,966 △448,221

当期末残高 157,584 △290,637

少数株主持分   

前期末残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 12,109

当期変動額合計 － 12,109

当期末残高 － 12,109

純資産合計   

前期末残高 24,510,864 23,136,587

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － 27,445

当期変動額   

剰余金の配当 △276,890 △275,988

当期純損失（△） △1,071,766 △857,716

自己株式の取得 △60,586 △56,645

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 34,966 △436,111

当期変動額合計 △1,374,276 △1,626,461

当期末残高 23,136,587 21,537,571
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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（△） △828,239 △831,756

減価償却費 634,663 634,016

のれん償却額 165,214 72,994

減損損失 283,915 270,240

受取利息及び受取配当金 △97,125 △98,932

家賃収入 △39,434 △38,400

雑収入 △1,225 －

固定資産売却益 △7,137 △102

固定資産売却損 660 －

固定資産除却損 6,407 6,712

投資有価証券評価損益（△は益） 4,108 2,599

たな卸資産除却損 147,150 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,008 △300

長期未払金の増減額（△は減少） 556 △199

退職給付引当金の増減額（△は減少） 25,568 28,855

外貨預金評価益（△）又は評価損 37,150 △106

売上債権の増減額（△は増加） △153,060 273,216

たな卸資産の増減額（△は増加） 308,810 195,927

その他の流動資産の増減額（△は増加） 218,767 157,001

買掛金の増加額又は減少額（△） 175,309 247,766

その他の流動負債の増減額（△は減少） 81,356 △260,727

小計 961,409 658,804

利息及び配当金の受取額 62,437 101,116

法人税等の還付額 70,856 51,273

法人税等の支払額 △110,006 △31,441

営業活動によるキャッシュ・フロー 984,695 779,752

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 △11,440,880 △13,562,623

定期預金の払戻による収入 12,310,899 13,111,190

有形固定資産の取得による支出 △627,953 △426,325

有形固定資産の売却による収入 86,909 16,363

無形固定資産の取得による支出 △10,923 △8,755

投資有価証券の取得による支出 △7,640 △306

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

－ 60,411

家賃収入 39,434 38,400

その他投資活動による支出 △5,639 △3,562

その他投資活動による収入 3,127 2,095

貸付けによる支出 － △50,000

投資活動によるキャッシュ・フロー 347,333 △823,111
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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   

自己株式買取による支出 △60,586 △56,645

長期借入金の返済による支出 － △62,255

配当金の支払額 △275,217 △275,982

財務活動によるキャッシュ・フロー △335,803 △394,882

現金及び現金同等物に係る換算差額 △26,124 △200,752

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 970,101 △638,994

現金及び現金同等物の期首残高 1,887,512 2,857,613

現金及び現金同等物の期末残高 2,857,613 2,218,619
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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 12,944,976 12,784,413

受取手形 141,550 211,630

売掛金 1,726,964 924,610

商品 21 －

製品 16,771 －

商品及び製品 － 7,487

仕掛品 512,662 302,211

原材料 240,028 －

貯蔵品 15,913 －

原材料及び貯蔵品 － 201,489

前払費用 3,414 2,935

未収還付法人税等 68,395 17,790

未収入金 293,939 163,336

繰延税金資産 56,886 3,762

未収消費税等 92,565 69,295

関係会社短期貸付金 70,000 －

その他 64,008 60,107

貸倒引当金 △450 △260

流動資産合計 16,247,648 14,748,810

固定資産   

有形固定資産   

建物 3,952,266 3,897,553

減価償却累計額 △1,762,244 △1,897,800

建物（純額） 2,190,021 1,999,752

構築物 185,725 185,548

減価償却累計額 △134,677 △142,410

構築物（純額） 51,048 43,138

機械及び装置 1,575,771 1,573,209

減価償却累計額 △1,258,792 △1,337,294

機械及び装置（純額） 316,978 235,915

車両運搬具 21,757 23,363

減価償却累計額 △7,546 △13,795

車両運搬具（純額） 14,210 9,567

工具、器具及び備品 1,468,821 1,568,274

減価償却累計額 △933,042 △1,117,182

工具、器具及び備品（純額） 535,779 451,091

土地 2,211,508 2,211,508

建設仮勘定 218 －

有形固定資産合計 5,319,765 4,950,973
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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) 

無形固定資産   

のれん 117,021 62,330

ソフトウエア 59,334 31,174

施設利用権 3,427 3,081

無形固定資産合計 179,782 96,586

投資その他の資産   

投資有価証券 23,730 13,553

関係会社株式 431,322 537,402

関係会社出資金 1,748,217 1,948,217

投資不動産 886,100 876,999

繰延税金資産 6,368 3,278

保険積立金 111,009 114,180

その他 3,768 3,668

貸倒引当金 △1,597 △1,597

投資その他の資産合計 3,208,921 3,495,703

固定資産合計 8,708,469 8,543,263

資産合計 24,956,117 23,292,074

負債の部   

流動負債   

買掛金 452,631 210,576

未払金 521,656 347,557

未払費用 214,043 171,670

未払法人税等 44,170 22,758

預り金 27,945 28,774

前受収益 3,200 3,200

その他 14,441 31,483

流動負債合計 1,278,088 816,020

固定負債   

繰延税金負債 1,230 －

退職給付引当金 269,076 297,932

長期未払金 148,570 148,570

預り保証金 164,191 145,630

預り敷金 19,037 19,037

固定負債合計 602,104 611,169

負債合計 1,880,193 1,427,190
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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 6,791,682 6,791,682

資本剰余金   

資本準備金 10,571,419 10,571,419

資本剰余金合計 10,571,419 10,571,419

利益剰余金   

利益準備金 1,697,920 1,697,920

その他利益剰余金   

別途積立金 5,500,000 5,500,000

繰越利益剰余金 △1,116,451 △2,264,190

利益剰余金合計 6,081,469 4,933,729

自己株式 △370,462 △427,107

株主資本合計 23,074,109 21,869,724

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,814 △4,840

評価・換算差額等合計 1,814 △4,840

純資産合計 23,075,924 21,864,883

負債純資産合計 24,956,117 23,292,074
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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   

製品売上高 6,079,395 5,227,382

商品売上高 69,736 28,505

売上高合計 6,149,132 5,255,888

売上原価   

製品売上原価   

製品期首たな卸高 42,642 16,771

当期製品製造原価 4,699,312 4,253,769

合計 4,741,955 4,270,541

他勘定振替高 69,722 67,224

製品期末たな卸高 16,771 7,487

製品売上原価 4,655,461 4,195,828

商品売上原価   

商品期首たな卸高 314 21

当期商品仕入高 48,785 14,952

合計 49,099 14,973

商品期末たな卸高 21 －

商品売上原価 49,078 14,973

売上原価合計 4,704,539 4,210,801

売上総利益 1,444,592 1,045,087

販売費及び一般管理費 1,991,267 1,974,147

営業損失（△） △546,675 △929,060

営業外収益   

受取利息 80,990 85,277

受取配当金 227 207,840

投資不動産賃貸料 39,434 38,400

特許権使用料 33,887 －

受取ロイヤリティー － 25,471

その他 10,820 27,153

営業外収益合計 165,359 384,142

営業外費用   

不動産賃貸原価 15,957 14,412

為替差損 151,179 17,392

デリバティブ評価損 － 14,873

たな卸資産除却損 147,150 －

その他 1,586 1,909

営業外費用合計 315,872 48,586

経常損失（△） △697,188 △593,505
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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) 

特別利益   

固定資産売却益 7,098 44

貸倒引当金戻入額 160 190

特別利益合計 7,258 234

特別損失   

固定資産除却損 3,023 672

投資有価証券評価損 4,108 2,599

減損損失 283,915 209,484

支給材不良補償費用 4,229 －

特別損失合計 295,276 212,755

税引前当期純損失（△） △985,207 △806,026

法人税、住民税及び事業税 12,931 11,191

法人税等調整額 138,953 54,534

法人税等合計 151,885 65,725

当期純損失（△） △1,137,092 △871,751
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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 6,791,682 6,791,682

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,791,682 6,791,682

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 10,571,419 10,571,419

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 10,571,419 10,571,419

資本剰余金合計   

前期末残高 10,571,419 10,571,419

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 10,571,419 10,571,419

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 1,697,920 1,697,920

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,697,920 1,697,920

その他利益剰余金   

特別償却積立金   

前期末残高 201 －

当期変動額   

特別償却積立金の取崩 △201 －

当期変動額合計 △201 －

当期末残高 － －

別途積立金   

前期末残高 5,500,000 5,500,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,500,000 5,500,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 297,330 △1,116,451

当期変動額   

剰余金の配当 △276,890 △275,988

特別償却積立金の取崩 201 －
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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) 

当期純損失（△） △1,137,092 △871,751

当期変動額合計 △1,413,781 △1,147,739

当期末残高 △1,116,451 △2,264,190

利益剰余金合計   

前期末残高 7,495,452 6,081,469

当期変動額   

剰余金の配当 △276,890 △275,988

特別償却積立金の取崩 － －

当期純損失（△） △1,137,092 △871,751

当期変動額合計 △1,413,983 △1,147,739

当期末残高 6,081,469 4,933,729

自己株式   

前期末残高 △309,876 △370,462

当期変動額   

自己株式の取得 △60,586 △56,645

当期変動額合計 △60,586 △56,645

当期末残高 △370,462 △427,107

株主資本合計   

前期末残高 24,548,678 23,074,109

当期変動額   

剰余金の配当 △276,890 △275,988

当期純損失（△） △1,137,092 △871,751

自己株式の取得 △60,586 △56,645

当期変動額合計 △1,474,569 △1,204,385

当期末残高 23,074,109 21,869,724

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 7,705 1,814

当期変動額   

純資産の部に直接計上されたその他有価証
券評価差額金の増減

△5,890 △6,655

当期変動額合計 △5,890 △6,655

当期末残高 1,814 △4,840

評価・換算差額等合計   

前期末残高 7,705 1,814

当期変動額   

純資産の部に直接計上されたその他有価証
券評価差額金の増減

△5,890 △6,655

当期変動額合計 △5,890 △6,655

当期末残高 1,814 △4,840
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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 24,556,384 23,075,924

当期変動額   

剰余金の配当 △276,890 △275,988

当期純損失（△） △1,137,092 △871,751

純資産の部に直接計上されたその他有価証券
評価差額金の増減

△5,890 △6,655

自己株式の取得 △60,586 △56,645

当期変動額合計 △1,480,459 △1,211,040

当期末残高 23,075,924 21,864,883
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