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（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
親会社株主に帰属する

当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年11月期 7,032 4.8 392 147.0 453 116.9 313 114.0
2020年11月期 6,711 △0.3 158 16.9 209 12.1 146 13.4

（注）包括利益 2021年11月期 316百万円（154.8％） 2020年11月期 124百万円 （△17.5％）

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 ％ ％ ％
2021年11月期 327.25 － 11.4 6.2 5.6

2020年11月期 152.90 － 5.8 3.0 2.4

（参考）持分法投資損益 2021年11月期 40百万円 2020年11月期 28百万円

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
2021年11月期 7,640 2,995 37.7 3,009.60
2020年11月期 7,113 2,698 36.5 2,709.29

（参考）自己資本 2021年11月期 2,884百万円 2020年11月期 2,597百万円

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
2021年11月期 599 △73 △64 2,161
2020年11月期 330 △92 △65 1,699

年間配当金 配当金総額
(合計)

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

2020年11月期 － － － 19.00 19.00 18 12.4 0.7

2021年11月期 － － － 25.00 25.00 23 7.6 0.9

2022年11月期（予想） － － － 25.00 25.00 11.7

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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） 3,730 △2.7 212 △38.9 247 △35.3 172 △35.5 179.45

通期 6,930 △1.5 230 △41.4 291 △35.9 204 △35.0 212.84

１．2021年11月期の連結業績（2020年12月１日～2021年11月30日）

（２）連結財政状態

（３）連結キャッシュ・フローの状況

２．配当の状況

３．2022年11月期の連結業績予想（2021年12月１日～2022年11月30日）



①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2021年11月期 1,019,700株 2020年11月期 1,019,700株
②  期末自己株式数 2021年11月期 61,381株 2020年11月期 61,148株
③  期中平均株式数 2021年11月期 958,439株 2020年11月期 958,594株

（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 ％
2021年11月期 6,302 4.4 349 179.8 374 147.5 257 144.2
2020年11月期 6,039 △0.8 124 28.6 151 22.9 105 21.7

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
2021年11月期 268.74 －
2020年11月期 110.01 －

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
2021年11月期 6,575 2,229 33.9 2,326.54
2020年11月期 6,155 2,001 32.5 2,088.52

（参考）自己資本 2021年11月期 2,229百万円 2020年11月期 2,001百万円

※  注記事項
（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

新規  －社  （社名）          、除外  －社  （社名）

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更：無
②  ①以外の会計方針の変更              ：無
③  会計上の見積りの変更                ：無
④  修正再表示                          ：無

（３）発行済株式数（普通株式）

（参考）個別業績の概要
2021年11月期の個別業績（2020年12月１日～2021年11月30日）

（２）個別財政状態

※  決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です

※  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見通し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条件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、添付資料３ページ「１．経営成績等の概況(4)今後の見通し」をご覧下さい。
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１．経営成績等の概況

(1）当期の経営成績の概況

　当連結会計年度における我が国経済は、殆どの期間で新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言やまん延防

止等重点措置が発出されたために景気の回復は小幅なものに留まりました。秋口から新型コロナウイルス感染症の

新規陽性者数は激減しましたが、海外での新たな変異ウイルス株の出現や原油価格の高騰が経済下振れのリスクと

なり、先行きを見通せない状況が続いております。

　国内の農業を取り巻く環境に関しましては、農作物の延べ作付面積の減少が続いており、耕地利用率が過去最低

を記録するなど農業従事者の高齢化、後継者不足による農業経営体数の減少に歯止めが掛からない厳しい状況にあ

ります。

　このような状況のもと、当社グループでは従来からの地域密着を基本に、水稲用殺虫剤「スクミノン」、園芸用

殺虫剤「サンケイ コテツベイト」および食品由来物質を用いた「サンクリスタル乳剤」、「ハッパ乳剤」などの

食用作物用独自開発品ならびに環境と樹木への負荷を軽減した樹幹注入剤「ウッドスター」などの緑化用独自開発

品に加え、総合防除による環境保全型農業への推進、森林や公園・ゴルフ場等の緑化防除事業ならびに不快害虫防

除薬剤の開発と防除事業などに注力するとともに受託生産にも努めて工場の操業度向上を図ってまいりました。

　これらの結果、売上高は70億32百万円（前連結会計年度比3億20百万円、4.8％増）となりました。損益面では、

営業利益は3億92百万円（前連結会計年度比2億33百万円、147.0％増）、経常利益は4億53百万円（前連結会計年度

比2億44百万円、116.9％増）となりました。親会社株主に帰属する当期純利益は、3億13百万円（前連結会計年度

比1億67百万円、114.0％増）となりました。

　当社グループは事業の種類別セグメント情報は公開しておりませんが、製品の用途別売上は以下のとおりとなり

ました。

　殺虫剤は水稲用が増加し、売上高38億11百万円（前年同期比50百万円、1.4%増）、殺菌剤は水稲用が増加し、売

上高7億41百万円（前年同期比48百万円、7.0％増）、殺虫殺菌剤は園芸用が増加し、売上高4億86百万円（前年同

期比58百万円、13.8％増）、除草剤は園芸用が減少し、売上高8億31百万円（前年同期比33百万円、3.9％減）、そ

の他は園芸用が増加し、売上高5億96百万円（前年同期比1億54百万円、35.1％増）、農薬以外のその他は緑化用が

増加し、売上高5億64百万円（前年同期比40百万円、7.8％増）となりました。

(2）当期の財政状態の概況

　当連結会計年度末の総資産は、76億40百万円で、前連結会計年度末に比べ5億27百万円の増加となりました。流

動資産が4億84百万円増加し、固定資産が42百万円増加しました。流動資産の増加は主に現金及び預金並びに電子

記録債権の増加が信託受益権の減少を上回ったことによるものであります。固定資産の増加は主に建物及び構築物

並びに投資有価証券の増加がその他の減少を上回ったことによるものであります。

　負債は46億44百万円で、前連結会計年度末に比べ2億30百万円の増加となりました。流動負債が2億52百万円増加

し、固定負債が22百万円減少しました。流動負債の増加は主に支払手形及び買掛金の増加によるものであります。

固定負債の減少は主に長期借入金の減少によるものであります。

　純資産は29億95百万円で、前連結会計年度末に比べ2億96百万円の増加となりました。これは主に利益剰余金の

増加によるものであります。
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2019年11月期 2020年11月期 2021年11月期

　自己資本比率（％） 35.4 36.5 37.7

　時価ベースの自己資本比率（％） 13.4 13.5 17.7

　キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） △47.4 6.0 3.3

　インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） △3.3 24.5 44.0

(3）当期のキャッシュ・フローの概況

　当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ4億61百万

円増加し、21億61百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動によるキャッシュ・フローは5億99百万円の増加（前年同期は3億30百万円の増加）となりました。こ

れは主に税金等調整前当期純利益の4億44百万円及び仕入債務の増減額の1億61百万円の資金増加によるものであ

ります。

（投資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・フローは73百万円の減少（前年同期は92百万円の減少）となりました。これは主

に有形及び無形固定資産の取得による支出78百万円の資金減少によるものであります。

（財務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・フローは64百万円の減少（前年同期は65百万円の減少）となりました。これは主

に長期借入金の返済による支出8億42百万円及びファイナンス・リース債務の返済による支出22百万円の資金減

少が長期借入れによる収入8億20百万円の資金増加を、上回ったことによるものであります。

（参考）キャッシュ・フロー 関連指標の推移

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）：キャッシュ・フロー／利払い

※　各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

※　株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

※　キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを利用して

おります。

※　有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象として

おります。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しておりま

す。

(4）今後の見通し

　引き続き農薬業界の環境は需要の低減傾向にあり、且つ安全性確保のための対策と薬剤の消長もありますが、当

社としては独自剤の更なる拡販、更に従来の地域特性に対応する製品や環境負荷低減化の製品の開発並びに新規商

品の導入を図り、農業・森林及び緑化部門での普及販売の強化を行い、受託生産にも努めます。

　現時点での次期連結会計年度の業績見通しは売上高69億30百万円、営業利益2億30百万円、経常利益2億91百万

円、親会社株主に帰属する当期純利益2億4百万円と予想しております。

(5）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　当社は、長期的な観点から、事業収益の拡大と財務体質の強化を図り企業価値の向上に努め、将来の事業展開に

備えるための内部留保の充実等を勘案しながら、安定した配当を継続して行うことを基本方針としております。

　上記方針に基づき、当期の期末配当は１株当たり25円を予定しております。

　なお、次期の配当は１株当たり25円を予定しております。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

　当社グループの利害関係者の多くは、国内の株主、債権者、取引先等であり、海外からの資金調達の必要性が乏しい

ため、会計基準につきましては日本基準を適用しております。
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年11月30日)

当連結会計年度
(2021年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,699,598 2,161,174

受取手形及び売掛金 1,379,365 1,402,410

電子記録債権 145,026 603,533

信託受益権 577,325 －

商品及び製品 1,031,724 952,757

仕掛品 72,323 84,321

原材料及び貯蔵品 343,058 507,198

その他 44,589 66,154

貸倒引当金 △1,373 △1,417

流動資産合計 5,291,637 5,776,132

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 162,224 193,623

機械装置及び運搬具（純額） 162,837 157,728

土地 304,891 304,891

リース資産（純額） 55,916 49,893

その他（純額） 33,733 27,305

有形固定資産合計 719,603 733,442

無形固定資産

ソフトウエア 5,879 3,823

その他 165 165

無形固定資産合計 6,044 3,989

投資その他の資産

投資有価証券 924,610 951,558

繰延税金資産 83,038 90,194

その他 103,074 99,937

貸倒引当金 △14,588 △14,588

投資その他の資産合計 1,096,135 1,127,102

固定資産合計 1,821,783 1,864,533

資産合計 7,113,421 7,640,665

３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年11月30日)

当連結会計年度
(2021年11月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,036,264 1,197,552

１年内返済予定の長期借入金 716,650 730,484

リース債務 20,946 20,487

未払法人税等 49,675 96,654

賞与引当金 14,227 17,122

販売促進引当金 129,142 113,617

未払賞与 98,083 107,175

その他 402,379 436,991

流動負債合計 2,467,367 2,720,083

固定負債

長期借入金 1,270,125 1,233,843

リース債務 39,807 33,941

退職給付に係る負債 337,942 347,606

役員退職慰労引当金 68,800 73,400

長期預り保証金 230,501 235,948

固定負債合計 1,947,175 1,924,739

負債合計 4,414,543 4,644,822

純資産の部

株主資本

資本金 664,500 664,500

資本剰余金 296,712 296,712

利益剰余金 1,510,648 1,806,088

自己株式 △67,700 △67,969

株主資本合計 2,404,161 2,699,332

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 192,841 184,831

その他の包括利益累計額合計 192,841 184,831

非支配株主持分 101,874 111,679

純資産合計 2,698,877 2,995,842

負債純資産合計 7,113,421 7,640,665
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自　2019年12月１日
　至　2020年11月30日)

当連結会計年度
(自　2020年12月１日

　至　2021年11月30日)

売上高 6,711,735 7,032,273

売上原価 5,093,824 5,212,038

売上総利益 1,617,911 1,820,235

販売費及び一般管理費 1,459,084 1,427,960

営業利益 158,826 392,274

営業外収益

受取利息及び配当金 9,885 9,738

受取賃貸料 3,043 3,003

受取保険金 6,132 －

倉庫保管料 7,451 11,974

持分法による投資利益 28,483 40,472

その他 9,783 10,411

営業外収益合計 64,778 75,600

営業外費用

支払利息 13,409 13,592

移設撤去費用 810 －

その他 180 551

営業外費用合計 14,400 14,143

経常利益 209,205 453,731

特別利益

固定資産売却益 27 19

特別利益合計 27 19

特別損失

固定資産除却損 313 9,112

投資有価証券評価損 1,128 －

ゴルフ会員権評価損 245 －

特別損失合計 1,686 9,112

税金等調整前当期純利益 207,545 444,638

法人税、住民税及び事業税 60,793 122,777

法人税等調整額 △6,850 △2,302

法人税等合計 53,942 120,475

当期純利益 153,603 324,163

非支配株主に帰属する当期純利益 7,033 10,510

親会社株主に帰属する当期純利益 146,569 313,652

（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

（連結損益計算書）
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（単位：千円）

前連結会計年度
(自　2019年12月１日
　至　2020年11月30日)

当連結会計年度
(自　2020年12月１日

　至　2021年11月30日)

当期純利益 153,603 324,163

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △28,530 △11,123

持分法適用会社に対する持分相当額 △936 3,283

その他の包括利益合計 △29,466 △7,840

包括利益 124,136 316,322

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 117,233 305,642

非支配株主に係る包括利益 6,902 10,679

（連結包括利益計算書）
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(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 664,500 296,712 1,381,334 △67,642 2,274,904

当期変動額

剰余金の配当 △17,255 △17,255

親会社株主に帰属する当期
純利益

146,569 146,569

自己株式の取得 △57 △57

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

－

当期変動額合計 － － 129,314 △57 129,256

当期末残高 664,500 296,712 1,510,648 △67,700 2,404,161

その他の包括利益累
計額

非支配株主持分 純資産合計
その他有価証券評価
差額金

当期首残高 222,177 96,066 2,593,148

当期変動額

剰余金の配当 △17,255

親会社株主に帰属する当期
純利益

146,569

自己株式の取得 △57

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

△29,335 5,808 △23,527

当期変動額合計 △29,335 5,808 105,729

当期末残高 192,841 101,874 2,698,877

（３）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自　2019年12月１日　至　2020年11月30日）
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(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 664,500 296,712 1,510,648 △67,700 2,404,161

当期変動額

剰余金の配当 △18,212 △18,212

親会社株主に帰属する当期
純利益

313,652 313,652

自己株式の取得 △269 △269

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

－

当期変動額合計 － － 295,440 △269 295,171

当期末残高 664,500 296,712 1,806,088 △67,969 2,699,332

その他の包括利益累
計額

非支配株主持分 純資産合計
その他有価証券評価
差額金

当期首残高 192,841 101,874 2,698,877

当期変動額

剰余金の配当 △18,212

親会社株主に帰属する当期
純利益

313,652

自己株式の取得 △269

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

△8,010 9,804 1,794

当期変動額合計 △8,010 9,804 296,965

当期末残高 184,831 111,679 2,995,842

当連結会計年度（自　2020年12月１日　至　2021年11月30日）
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自　2019年12月１日
　至　2020年11月30日)

当連結会計年度
(自　2020年12月１日

　至　2021年11月30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 207,545 444,638

減価償却費 110,463 107,900

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,510 43

賞与引当金の増減額（△は減少） 834 2,894

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △7,870 9,663

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,500 4,600

その他の引当金の増減額（△は減少） 19,650 △15,524

投資有価証券評価損益（△は益） 1,128 －

受取利息及び受取配当金 △9,885 △9,738

支払利息 13,409 13,592

持分法による投資損益（△は益） △28,483 △40,472

固定資産除売却損益（△は益） 286 284

ゴルフ会員権評価損 245 －

売上債権の増減額（△は増加） 104,968 95,773

たな卸資産の増減額（△は増加） △24,317 △97,012

仕入債務の増減額（△は減少） △146,562 161,287

未払消費税等の増減額（△は減少） 46,591 △5,067

預り保証金の増減額（△は減少） 5,944 5,447

その他 66,544 393

小計 365,484 678,703

利息及び配当金の受取額 12,175 12,029

利息の支払額 △13,503 △13,644

法人税等の支払額 △33,593 △77,326

営業活動によるキャッシュ・フロー 330,563 599,761

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出 △91,958 △78,147

有形固定資産の売却による収入 27 19

投資有価証券の取得による支出 △1,663 △1,733

貸付金の回収による収入 1,098 6,087

投資活動によるキャッシュ・フロー △92,495 △73,773

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 800,000 820,000

長期借入金の返済による支出 △825,614 △842,448

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △21,606 △22,607

自己株式の取得による支出 △57 △269

非支配株主への配当金の支払額 △1,094 △875

配当金の支払額 △17,255 △18,212

財務活動によるキャッシュ・フロー △65,627 △64,412

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 172,439 461,575

現金及び現金同等物の期首残高 1,527,158 1,699,598

現金及び現金同等物の期末残高 1,699,598 2,161,174

（４）連結キャッシュ・フロー計算書
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（５）連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

　該当事項はありません。

（表示方法の変更）

（連結貸借対照表）

前連結会計年度において、「流動資産」の「受取手形及び売掛金」に含めておりました「電子記録債権」

は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法を反映させるた

め、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「受取手形及び売掛金」1,524,391

千円は、「受取手形及び売掛金」1,379,365千円、「電子記録債権」145,026千円として組み替えておりま

す。

　顧客の名称又は氏名 　売上高(千円） 　関連するセグメント名

　全国農業協同組合連合会 2,049,803 　農薬

　顧客の名称又は氏名 　売上高(千円） 　関連するセグメント名

　全国農業協同組合連合会 1,908,631 　農薬

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前連結会計年度(自　2019年12月１日　至　2020年11月30日）及び当連結会計年度(自　2020年12月１日　至　

2021年11月30日）

当社グループは、農薬の製造販売、ならびに農薬に関連した防除作業を事業内容としており、事業区分が

単一セグメントのため記載しておりません。

【関連情報】

前連結会計年度（自  2019年12月１日  至  2020年11月30日）

１．製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、

記載を省略しております。

２．地域ごとの情報

(1）売上高

本邦以外の外部顧客への売上がないため、該当事項はありません。

(2）有形固定資産

当社グループの有形固定資産は、全て本邦に存在しているため、記載を省略しております。

３．主要な顧客ごとの情報

当連結会計年度（自  2020年12月１日  至  2021年11月30日）

１．製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、

記載を省略しております。

２．地域ごとの情報

(1）売上高

本邦以外の外部顧客への売上がないため、該当事項はありません。

(2）有形固定資産

当社グループの有形固定資産は、全て本邦に存在しているため、記載を省略しております。

３．主要な顧客ごとの情報
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【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度（自  2019年12月１日  至  2020年11月30日）

　該当事項はありません。

当連結会計年度（自  2020年12月１日  至  2021年11月30日）

　該当事項はありません。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度（自  2019年12月１日  至  2020年11月30日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自  2020年12月１日  至  2021年11月30日）

該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度（自  2019年12月１日  至  2020年11月30日）

　該当事項はありません。

当連結会計年度（自  2020年12月１日  至  2021年11月30日）

　該当事項はありません。

前連結会計年度
(自　2019年12月１日
至　2020年11月30日)

当連結会計年度
(自　2020年12月１日
至　2021年11月30日)

１株当たり純資産額 2,709円29銭 3,009円60銭

１株当たり当期純利益金額 152円90銭 327円25銭

前連結会計年度
(自　2019年12月１日
至　2020年11月30日)

当連結会計年度
(自　2020年12月１日
至　2021年11月30日)

親会社株主に帰属する当期純利益金額（千円） 146,569 313,652

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純

利益金額（千円）
146,569 313,652

期中平均株式数（株） 958,594 958,439

前連結会計年度
(2020年11月30日)

当連結会計年度
(2021年11月30日)

純資産の部の合計（千円） 2,698,877 2,995,842

純資産の部の合計金額から控除する金額

（千円）
101,874 111,679

（うち非支配株主持分） (101,874) (111,679)

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 2,597,002 2,884,163

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末

の普通株式の数（株）
958,552 958,319

（１株当たり情報）

　（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

３．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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