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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 9,110 △20.3 △134 ― △107 ― △478 ―
20年3月期 11,435 △2.2 366 △51.8 400 △48.7 305 △20.2

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 △25.16 ― △22.5 △3.0 △1.5
20年3月期 16.02 15.94 12.9 9.2 3.2

（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 3,202 1,812 56.3 96.23
20年3月期 3,989 2,456 61.3 128.12

（参考） 自己資本   21年3月期  1,804百万円 20年3月期  2,446百万円

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 △160 22 244 1,131
20年3月期 32 △243 △249 1,036

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 ― 2.50 ― 4.50 7.00 133 43.7 5.7
21年3月期 ― 2.00 ― 0.00 2.00 38 ― 1.8
22年3月期 

（予想）
― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

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

3,328 △29.5 △348 ― △328 ― △333 ― △17.76

通期 7,350 △19.3 △150 ― △110 ― △120 ― △6.40



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、24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 19,098,576株 20年3月期 19,098,576株
② 期末自己株式数 21年3月期  350,000株 20年3月期  ―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 3,780 △30.4 △251 ― △92 ― △304 ―
20年3月期 5,429 △8.2 148 △56.2 283 △39.5 266 △9.6

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 △16.04 ―
20年3月期 13.98 13.91

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 2,349 1,585 67.5 84.54
20年3月期 2,805 2,037 72.6 106.69

（参考） 自己資本 21年3月期  1,585百万円 20年3月期  2,037百万円

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
変化により、上記予想数値と異なる場合があります。 
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

1,121 △41.6 △345 ― △263 ― △264 ― △14.08

通期 2,763 △26.9 △280 ― △141 ― △143 ― △7.63

















�







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 1,126,069 1,120,861

受取手形及び売掛金 1,202,326 718,781

有価証券 40,309 40,473

繰延税金資産 104,614 16,929

その他 111,474 127,854

貸倒引当金 △1,951 △1,260

流動資産合計 2,582,844 2,023,639

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 ※1  892,777 ※1  859,864

減価償却累計額 △455,526 △489,559

建物及び構築物（純額） 437,250 370,305

工具、器具及び備品 99,073 90,726

減価償却累計額 △66,415 △72,991

工具、器具及び備品（純額） 32,658 17,735

土地 ※1  311,354 ※1  311,354

有形固定資産合計 781,263 699,395

無形固定資産   

のれん 710 －

その他 92,458 32,448

無形固定資産合計 93,169 32,448

投資その他の資産   

投資有価証券 83,331 71,878

繰延税金資産 85,893 18,345

長期前払費用 6,242 5,384

会員権 3,000 3,000

敷金 303,065 293,308

その他 64,668 70,484

貸倒引当金 △13,583 △15,382

投資その他の資産合計 532,616 447,018

固定資産合計 1,407,049 1,178,862

資産合計 3,989,894 3,202,501



（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 598,092 280,077

短期借入金 ※1  115,095 ※1  141,400

1年内返済予定の長期借入金 － ※1  79,992

未払金 368,194 259,613

未払費用 124,709 118,081

未払法人税等 42,227 21,803

未払消費税等 44,648 12,997

賞与引当金 136,134 80,177

事業構造改善引当金 － 21,394

その他 58,764 55,115

流動負債合計 1,487,864 1,070,652

固定負債   

長期借入金 － ※1  282,678

その他 45,203 36,209

固定負債合計 45,203 318,887

負債合計 1,533,068 1,389,539

純資産の部   

株主資本   

資本金 351,317 351,317

資本剰余金 271,628 271,628

利益剰余金 1,824,264 1,221,704

自己株式 － △21,198

株主資本合計 2,447,209 1,823,451

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 36 △2,292

為替換算調整勘定 △280 △17,039

評価・換算差額等合計 △244 △19,331

少数株主持分 9,860 8,842

純資産合計 2,456,825 1,812,961

負債純資産合計 3,989,894 3,202,501



（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 11,435,489 9,110,083

売上原価 6,285,459 4,793,132

売上総利益 5,150,029 4,316,951

販売費及び一般管理費 ※1  4,783,354 ※1  4,451,540

営業利益又は営業損失（△） 366,675 △134,588

営業外収益   

受取利息 2,593 2,315

受取配当金 141 1,471

受取販売協力金 12,630 32,100

書籍販売手数料 4,345 2,470

保険解約益 12,256 －

その他 10,695 6,555

営業外収益合計 42,663 44,912

営業外費用   

支払利息 4,254 6,146

投資事業組合運用損 2,934 6,273

為替差損 989 2,461

貸倒引当金繰入額 － 500

その他 824 2,792

営業外費用合計 9,002 18,173

経常利益又は経常損失（△） 400,335 △107,849

特別利益   

債務免除益 ※2  119,530 ※2  3,880

特別利益合計 119,530 3,880

特別損失   

固定資産除却損 ※3  9,001 ※3  1,851

投資有価証券評価損 6,920 3,825

訴訟和解金 3,410 －

減損損失 － ※4  129,947

事務所移転費用 － 4,218

事業構造改善費用 － 30,850

その他 － 599

特別損失合計 19,331 171,292

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

500,534 △275,262

法人税、住民税及び事業税 124,041 47,368

法人税等調整額 69,633 155,379

法人税等合計 193,675 202,747

少数株主利益 1,082 439

当期純利益又は当期純損失（△） 305,776 △478,449



（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 350,789 351,317

当期変動額   

新株の発行 528 －

当期変動額合計 528 －

当期末残高 351,317 351,317

資本剰余金   

前期末残高 271,112 271,628

当期変動額   

新株の発行 516 －

当期変動額合計 516 －

当期末残高 271,628 271,628

利益剰余金   

前期末残高 1,721,814 1,824,264

当期変動額   

剰余金の配当 △133,606 △124,110

当期純利益又は当期純損失（△） 305,776 △478,449

自己株式の消却 △69,721 －

当期変動額合計 102,449 △602,560

当期末残高 1,824,264 1,221,704

自己株式   

前期末残高 △69,721 －

当期変動額   

自己株式の取得 － △21,198

自己株式の消却 69,721 －

当期変動額合計 69,721 △21,198

当期末残高 － △21,198

株主資本合計   

前期末残高 2,273,995 2,447,209

当期変動額   

新株の発行 1,044 －

剰余金の配当 △133,606 △124,110

当期純利益又は当期純損失（△） 305,776 △478,449

自己株式の取得 － △21,198

自己株式の消却 － －

当期変動額合計 173,214 △623,758

当期末残高 2,447,209 1,823,451



（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 3,118 36

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,082 △2,328

当期変動額合計 △3,082 △2,328

当期末残高 36 △2,292

為替換算調整勘定   

前期末残高 1,663 △280

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,943 △16,759

当期変動額合計 △1,943 △16,759

当期末残高 △280 △17,039

評価・換算差額等合計   

前期末残高 4,782 △244

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,026 △19,087

当期変動額合計 △5,026 △19,087

当期末残高 △244 △19,331

少数株主持分   

前期末残高 8,704 9,860

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,156 △1,018

当期変動額合計 1,156 △1,018

当期末残高 9,860 8,842

純資産合計   

前期末残高 2,287,482 2,456,825

当期変動額   

新株の発行 1,044 －

剰余金の配当 △133,606 △124,110

当期純利益又は当期純損失（△） 305,776 △478,449

自己株式の取得 － △21,198

自己株式の消却 － －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,870 △20,105

当期変動額合計 169,343 △643,864

当期末残高 2,456,825 1,812,961



（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又は税金等調整前当期純
損失（△）

500,534 △275,262

減価償却費 108,773 98,162

減損損失 － 129,947

のれん償却額 33,631 710

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,026 1,111

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △13,000 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △75,107 △55,957

退職給付引当金の増減額（△は減少） △71,691 －

受取利息及び受取配当金 △2,735 △3,786

支払利息 4,254 6,146

固定資産除却損 9,001 1,851

移転費用 － 4,218

事業構造改善費用 － 30,850

投資有価証券評価損益（△は益） 6,920 3,825

訴訟和解金 3,410 －

債務免除益 △119,530 △3,880

保険解約損益（△は益） △12,256 －

売上債権の増減額（△は増加） 181,176 452,811

仕入債務の増減額（△は減少） △190,007 △303,069

敷金及び保証金の増減額（△は増加） △21,006 9,037

未払消費税等の増減額（△は減少） △26,541 △31,651

その他 △5,071 △132,231

小計 307,726 △67,166

利息及び配当金の受取額 2,677 3,918

利息の支払額 △4,175 △6,283

解約保険金の受取額 38,565 －

法人税等の支払額 △312,632 △90,496

営業活動によるキャッシュ・フロー 32,162 △160,027

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 △100,000 －

定期預金の払戻による収入 － 100,000

有価証券の償還による収入 50,000 －

有形固定資産の取得による支出 △42,415 △5,460

無形固定資産の取得による支出 △85,963 △70,581

投資有価証券の取得による支出 △64,486 △1,000

出資金の払込による支出 △600 －

貸付けによる支出 － △1,118

貸付金の回収による収入 － 350

投資活動によるキャッシュ・フロー △243,464 22,189



（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） 12,545 26,305

長期借入れによる収入 － 400,000

長期借入金の返済による支出 △130,500 △37,330

株式の発行による収入 1,044 －

自己株式の取得による支出 － △21,198

配当金の支払額 △133,015 △123,511

財務活動によるキャッシュ・フロー △249,926 244,265

現金及び現金同等物に係る換算差額 △490 △11,471

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △461,719 94,955

現金及び現金同等物の期首残高 1,498,099 1,036,379

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  1,036,379 ※1  1,131,335





























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 516,722 537,469

受取手形 18,681 17,821

売掛金 548,997 203,520

有価証券 40,309 40,473

前渡金 － 4,656

前払費用 29,307 25,099

関係会社短期貸付金 20,038 29,815

未収入金 ※2  87,189 ※2  79,813

繰延税金資産 39,998 －

その他 8,241 6,502

貸倒引当金 △632 △311

流動資産合計 1,308,854 944,861

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※1  261,651 ※1  227,043

減価償却累計額 △124,826 △142,273

建物（純額） 136,824 84,769

構築物 992 3,102

減価償却累計額 △932 △1,293

構築物（純額） 60 1,809

工具、器具及び備品 43,477 39,298

減価償却累計額 △29,462 △33,248

工具、器具及び備品（純額） 14,015 6,049

土地 ※1  134,565 ※1  134,565

有形固定資産合計 285,465 227,194

無形固定資産   

ソフトウエア 70,175 7,259

電話加入権 3,942 3,942

無形固定資産合計 74,118 11,201

投資その他の資産   

投資有価証券 83,331 71,878

関係会社株式 749,785 749,785

出資金 80 80

関係会社長期貸付金 － 74,970

破産更生債権等 3,577 5,352

長期前払費用 2,657 2,625

繰延税金資産 25,875 －

長期預金 50,000 50,000

会員権 3,000 3,000

敷金 224,226 214,639

その他 100 100

貸倒引当金 △5,624 △6,307

投資その他の資産合計 1,137,007 1,166,123

固定資産合計 1,496,590 1,404,519

資産合計 2,805,444 2,349,380



（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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 420,753 154,477

短期借入金 ※1  48,000 ※1  46,000

関係会社短期借入金 － 80,000

1年内返済予定の長期借入金 － ※1  60,000

未払金 86,571 41,295

未払費用 86,089 75,003

未払法人税等 6,242 5,197

未払消費税等 9,231 －

前受金 19,917 12,962

預り金 12,165 11,361

賞与引当金 72,857 45,293

事業構造改善引当金 － 3,148

その他 164 7,181

流動負債合計 761,992 541,922

固定負債   

長期借入金 － ※1  211,000

長期未払金 5,840 2,840

その他 － 8,604

固定負債合計 5,840 222,444

負債合計 767,833 764,367

純資産の部   

株主資本   

資本金 351,317 351,317

資本剰余金   

資本準備金 271,628 271,628

資本剰余金合計 271,628 271,628

利益剰余金   

利益準備金 16,643 16,643

その他利益剰余金   

別途積立金 1,170,000 1,250,000

繰越利益剰余金 227,987 △281,085

利益剰余金合計 1,414,630 985,557

自己株式 － △21,198

株主資本合計 2,037,575 1,587,305

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 36 △2,292

評価・換算差額等合計 36 △2,292

純資産合計 2,037,611 1,585,012

負債純資産合計 2,805,444 2,349,380



（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 5,429,309 3,780,513

売上原価 2,882,492 1,817,917

売上総利益 2,546,817 1,962,595

販売費及び一般管理費   

役員報酬 133,050 102,390

給料及び手当 1,031,630 1,049,549

賞与 76,125 59,958

賞与引当金繰入額 65,990 41,893

退職給付費用 21,537 23,597

法定福利費 148,933 150,323

福利厚生費 10,886 5,890

広告宣伝費 10,063 11,679

地代家賃 245,652 245,642

旅費及び交通費 120,401 98,467

交際費 6,101 5,191

通信費 69,950 63,536

水道光熱費 24,772 22,493

修繕費 11,560 10,226

消耗品費 53,948 36,239

リース料 61,357 57,451

減価償却費 77,154 69,846

租税公課 15,289 13,627

貸倒引当金繰入額 292 1,247

貸倒損失 2,533 413

顧問料 41,753 43,764

その他 169,388 100,204

販売費及び一般管理費合計 2,398,374 2,213,634

営業利益又は営業損失（△） 148,443 △251,038

営業外収益   

受取利息 ※1  1,960 ※1  2,108

有価証券利息 326 204

受取配当金 ※1  109,491 ※1  77,711

経営指導料 ※1  5,280 ※1  55,200

受取販売協力金 10,130 32,100

その他 16,424 2,370

営業外収益合計 143,614 169,696

営業外費用   

支払利息 ※1  1,640 ※1  3,792

投資事業組合運用損 2,934 6,273

為替差損 3,224 －

リース解約損 － 1,287

その他 259 214

営業外費用合計 8,058 11,568

経常利益又は経常損失（△） 283,998 △92,911



（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   

債務免除益 ※2  119,530 －

貸倒引当金戻入額 3,386 －

特別利益合計 122,916 －

特別損失   

固定資産除却損 ※3  8,198 ※3  1,661

投資有価証券評価損 6,920 3,825

訴訟和解金 3,410 －

減損損失 － ※4  129,947

事務所移転費用 － 4,218

事業構造改善費用 － 4,500

特別損失合計 18,529 144,152

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 388,386 △237,063

法人税、住民税及び事業税 2,000 2,000

法人税等調整額 119,606 65,898

法人税等合計 121,606 67,898

当期純利益又は当期純損失（△） 266,779 △304,961



（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 350,789 351,317

当期変動額   

新株の発行 528 －

当期変動額合計 528 －

当期末残高 351,317 351,317

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 271,112 271,628

当期変動額   

新株の発行 516 －

当期変動額合計 516 －

当期末残高 271,628 271,628

資本剰余金合計   

前期末残高 271,112 271,628

当期変動額   

新株の発行 516 －

当期変動額合計 516 －

当期末残高 271,628 271,628

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 16,643 16,643

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 16,643 16,643

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 1,020,000 1,170,000

当期変動額   

別途積立金の積立 150,000 80,000

当期変動額合計 150,000 80,000

当期末残高 1,170,000 1,250,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 314,534 227,987

当期変動額   

剰余金の配当 △133,606 △124,110

別途積立金の積立 △150,000 △80,000

当期純利益又は当期純損失（△） 266,779 △304,961

自己株式の消却 △69,721 －

当期変動額合計 △86,547 △509,072

当期末残高 227,987 △281,085

利益剰余金合計   

前期末残高 1,351,177 1,414,630

当期変動額   

剰余金の配当 △133,606 △124,110

別途積立金の積立 － －

当期純利益又は当期純損失（△） 266,779 △304,961

自己株式の消却 △69,721 －

当期変動額合計 63,452 △429,072

当期末残高 1,414,630 985,557



（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) 

自己株式   

前期末残高 △69,721 －

当期変動額   

自己株式の取得 － △21,198

自己株式の消却 69,721 －

当期変動額合計 69,721 △21,198

当期末残高 － △21,198

株主資本合計   

前期末残高 1,903,358 2,037,575

当期変動額   

新株の発行 1,044 －

剰余金の配当 △133,606 △124,110

当期純利益又は当期純損失（△） 266,779 △304,961

自己株式の取得 － △21,198

自己株式の消却 － －

当期変動額合計 134,217 △450,270

当期末残高 2,037,575 1,587,305

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 3,118 36

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,082 △2,328

当期変動額合計 △3,082 △2,328

当期末残高 36 △2,292

評価・換算差額等合計   

前期末残高 3,118 36

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,082 △2,328

当期変動額合計 △3,082 △2,328

当期末残高 36 △2,292

純資産合計   

前期末残高 1,906,477 2,037,611

当期変動額   

新株の発行 1,044 －

剰余金の配当 △133,606 △124,110

当期純利益又は当期純損失（△） 266,779 △304,961

自己株式の取得 － △21,198

自己株式の消却 － －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,082 △2,328

当期変動額合計 131,134 △452,598

当期末残高 2,037,611 1,585,012
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