
  
（訂正・数値データ訂正）「平成23年12月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 

  
 平成24年２月17日に発表しました「平成23年12月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」について訂正がありましたので
お知らせ致します。 

記 
 １．訂正の経緯 
 訂正の経緯につきましては、平成24年９月28日付「当社連結子会社の不適切な会計処理について」、平成24年10月
31日付「当社連結子会社の不適切な会計処理について（第２報）」、平成24年11月16日付「当社連結子会社の不適切
な会計処理に関する調査結果等について」にて開示しておりますので、ご参照下さい。 
  

 ２．訂正内容 
 訂正個所には＿線を付して表示しております。 

  
【訂正前】  

１．平成23年12月期の連結業績（平成23年１月１日～平成23年12月31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 

各  位     平成24年11月21日
会 社 名 株 式 会 社  ニ チ リ ン

  代 表 者 名 代表取締役社長 清水良雄
  コード番号 ５ １ ８ ４  大 証 第 ２ 部
  問 合 せ 先 経 理 部 長     森本幾雄
  電 話 番 号 ０７９（２５２）４１５１

  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 
23年12月期  33,463  △7.8  754  △55.3  682  △59.6  64  △92.6
22年12月期  36,298  29.7  1,686  －  1,690  －  880  －

（注）包括利益 23年12月期 △162百万円 （ ％）－ 22年12月期 408百万円 （ ％）－

  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 ％ ％ ％ 
23年12月期  7.20  －  0.7  2.3  2.3
22年12月期  97.98  －  9.3  5.8  4.6

（参考）持分法投資損益 23年12月期 14百万円 22年12月期 182百万円 

  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 
23年12月期  29,764  10,158  30.9  1,021.71
22年12月期  30,430  10,326  31.6  1,069.51

（参考）自己資本 23年12月期 9,183百万円 22年12月期 9,613百万円 

  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 
23年12月期  △157  △660  △348  3,212
22年12月期  1,499  △1,151  564  4,481

  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 ％ ％ 
22年12月期  －  0.00  －  9.00  9.00  80  9.2  0.9
23年12月期  －  6.00  －  6.00  12.00  107  166.7  1.1
24年12月期（予想）  －  6.00  －  6.00  12.00    －   

－1－

（訂正部分のみ表示）



【訂正後】 

１．平成23年12月期の連結業績（平成23年１月１日～平成23年12月31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 

  

  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 
23年12月期  33,463  △7.8  649  △61.5  577  △65.8  △10  △101.2
22年12月期  36,298  29.7  1,686  －  1,690  －  880  －

（注）包括利益 23年12月期 △235百万円 （ ％）－ 22年12月期 408百万円 （ ％）－

  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 ％ ％ ％ 
23年12月期  △1.13  －  △0.1  1.9  1.9
22年12月期  97.98  －  9.3  5.8  4.6

（参考）持分法投資損益 23年12月期 14百万円 22年12月期 182百万円 

  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 
23年12月期  29,741  10,085  30.6  1,013.60
22年12月期  30,430  10,326  31.6  1,069.51

（参考）自己資本 23年12月期 9,110百万円 22年12月期 9,613百万円 

  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 
23年12月期  △157  △660  △348  3,212
22年12月期  1,499  △1,151  564  4,481

  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 ％ ％ 
22年12月期  －  0.00  －  9.00  9.00  80  9.2  0.9
23年12月期  －  6.00  －  6.00  12.00  107  －  1.2
24年12月期（予想）  －  6.00  －  6.00  12.00    －   

－2－



【訂正前】（２ページ） 
(1）経営成績に関する分析 

① 当期の経営成績 
～（略）～  
 このような厳しい環境のなか、当連結会計年度の売上高は、33,463百万円（前連結会計年度36,298百万円）と前

連結会計年度2,835百万円減少した結果、営業利益は754百万円（前連結会計年度1,686百万円）、経常利益は682百
万円（前連結会計年度1,690百万円）、当期純利益は日本の税率の変更による繰延税金資産の取崩等の影響もあり

64百万円（前連結会計年度880百万円）となりました。 
～（略）～  
（北米） 
 震災、タイ洪水による部品供給の停滞や為替換算時の円高による影響により、売上高は6,628百万円（前連結会

計年度7,923百万円）となり、営業損失は18百万円（前連結会計年度 営業利益157百万円）となりました。 
～（略）～  

(2）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 
 当連結会計年度末における総資産は、現金及び預金の減少1,431百万円、たな卸資産(商品及び製品、仕掛品、原

材料及び貯蔵品)の増加1,174百万円、有形固定資産の増加77百万円、投資有価証券の減少505百万円などにより、

前連結会計年度末と比べ665百万円減少し、29,764百万円となりました。 
 負債は、支払手形及び買掛金の増加369百万円および有利子負債の純減少354百万円、日本の法人税率変更等によ

る再評価に係る繰延税金負債の減少134百万円、退職給付引当金の減少149百万円などにより、前連結会計年度末と

比べ497百万円減少し、19,606百万円となりました。  
 また、純資産は、当連結会計年度における利益剰余金の減少59百万円、その他有価証券評価差額金の減少159百
万円、土地再評価差額金の増加134百万円、円高にともなう為替換算調整勘定の減少345百万円(純資産の減少)、少

数株主持分の増加262百万円(純資産の増加)などにより、前連結会計年度末と比べ167百万円減少し、10,158百万円

となりました。その結果、当連結会計年度末の自己資本比率は、30.9％(前連結会計年度末31.6％)となりました。

 一方、当連結会計年度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1,269
百万円減少し、当連結会計年度末は3,212百万円となりました。 

② キャッシュ・フローの状況 
 当連結会計年度における各キャッシユ・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） 
営業活動による資金は157百万円の減少(前連結会計年度は1,499百万円の増加)となりました。これは主に、税

金等調整前当期純利益791百万円（資金の増加）および減価償却費927百万円（資金の増加）、退職給付引当金の

減少149百万円(資金の減少)、売上債権の増加79百万円(資金の減少)、たな卸資産の増加1,319百万円(資金の減

少)、仕入債務の増加410百万円(資金の増加)、確定拠出年金移行に伴う未払金の減少139百万円(資金の減少)、
法人税等の支払い351百万円(資金の減少)等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) 
投資活動による資金は660百万円の減少(前連結会計年度は1,151百万円の減少)となりました。これは主に、定

期預金の純減少159百万円、有形固定資産の取得1,121百万円、有形固定資産の売却による収入371百万円等によ

るものであります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 
財務活動による資金は348百万円の減少(前連結会計年度は564百万円の増加)となりました。これは主に、借入

金の純減少323百万円、配当金の支払い134百万円、少数株主への配当金の支払い124百万円、少数株主からの払

込みによる収入234百万円等によるものであります。 

なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。  

～（略）～   

１．経営成績

  平成22年12月期 平成23年12月期 

自己資本比率（％）  31.6  30.9

時価ベースの自己資本比率（％）  12.6  10.4

債務償還年数（年）  3.8  △34.3
インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  13.6  △1.5

－3－



【訂正後】（２ページ） 
(1）経営成績に関する分析 

① 当期の経営成績 
～（略）～  
 このような厳しい環境のなか、当連結会計年度の売上高は、33,463百万円（前連結会計年度36,298百万円）と前

連結会計年度比2,835百万円減少した結果、営業利益は649百万円（前連結会計年度1,686百万円）、経常利益は577
百万円（前連結会計年度1,690百万円）となり、日本の税率の変更による繰延税金資産の取崩等の影響もあり、当

期純損失は10百万円（前連結会計年度 当期純利益880百万円）となりました。 
～（略）～  
（北米） 
 震災、タイ洪水による部品供給の停滞や為替換算時の円高による影響により、売上高は6,628百万円（前連結会

計年度7,923百万円）となり、営業損失は122百万円（前連結会計年度 営業利益157百万円）となりました。 
～（略）～  

(2）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 
 当連結会計年度末における総資産は、現金及び預金の減少1,431百万円、たな卸資産(商品及び製品、仕掛品、原

材料及び貯蔵品)の増加1,121百万円、有形固定資産の増加77百万円、投資有価証券の減少505百万円などにより、

前連結会計年度末と比べ688百万円減少し、29,741百万円となりました。 
 負債は、支払手形及び買掛金の増加418百万円および有利子負債の純減少354百万円、日本の法人税率変更等によ

る再評価に係る繰延税金負債の減少134百万円、退職給付引当金の減少149百万円などにより、前連結会計年度末と

比べ448百万円減少し、19,656百万円となりました。  
 また、純資産は、当連結会計年度における利益剰余金の減少134百万円、その他有価証券評価差額金の減少159百
万円、土地再評価差額金の増加134百万円、円高にともなう為替換算調整勘定の減少343百万円(純資産の減少)、少

数株主持分の増加262百万円(純資産の増加)などにより、前連結会計年度末と比べ240百万円減少し、10,085百万円

となりました。その結果、当連結会計年度末の自己資本比率は、30.6％(前連結会計年度末31.6％)となりました。

 一方、当連結会計年度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1,269
百万円減少し、当連結会計年度末は3,212百万円となりました。 

② キャッシュ・フローの状況 
 当連結会計年度における各キャッシユ・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） 
営業活動による資金は157百万円の減少(前連結会計年度は1,499百万円の増加)となりました。これは主に、税

金等調整前当期純利益687百万円（資金の増加）および減価償却費927百万円（資金の増加）、退職給付引当金の

減少149百万円(資金の減少)、売上債権の増加79百万円(資金の減少)、たな卸資産の増加1,265百万円(資金の減

少)、仕入債務の増加460百万円(資金の増加)、確定拠出年金移行に伴う未払金の減少139百万円(資金の減少)、
法人税等の支払い351百万円(資金の減少)等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) 
投資活動による資金は660百万円の減少(前連結会計年度は1,151百万円の減少)となりました。これは主に、定

期預金の純減少159百万円、有形固定資産の取得1,121百万円、有形固定資産の売却による収入371百万円等によ

るものであります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 
財務活動による資金は348百万円の減少(前連結会計年度は564百万円の増加)となりました。これは主に、借入

金の純減少323百万円、配当金の支払い134百万円、少数株主への配当金の支払い124百万円、少数株主からの払

込みによる収入234百万円等によるものであります。 

なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。  

～（略）～  

  平成22年12月期 平成23年12月期 

自己資本比率（％）  31.6  30.6

時価ベースの自己資本比率（％）  12.6  10.4

債務償還年数（年）  3.8  △34.3
インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  13.6  △1.5

－4－



【訂正前】（８ページ） 

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22年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

資産の部     

  流動資産     

    現金及び預金  4,644,369  3,212,841

    受取手形及び売掛金 ※2  6,972,215 ※2  6,984,733 

    商品及び製品  1,282,782  1,597,502

    仕掛品  1,642,705  2,118,288

    原材料及び貯蔵品  657,581  1,041,713

    繰延税金資産  189,708  150,922

    その他  1,063,701  1,176,048

    貸倒引当金  △47,149  △47,118

    流動資産合計  16,405,912  16,234,931

  固定資産     

    有形固定資産     

      建物及び構築物 ※3  6,885,829 ※3  6,469,933 

        減価償却累計額  △4,321,088  △4,178,825

        建物及び構築物（純額） ※3  2,564,740 ※3  2,291,107 

      機械装置及び運搬具 ※3  12,644,964 ※3  12,884,849 

        減価償却累計額  △10,344,027  △10,001,810

        機械装置及び運搬具（純額） ※3  2,300,937 ※3  2,883,039 

      土地 ※3, ※4  3,523,732 ※3, ※4  3,587,862 

      建設仮勘定  567,499  295,887

      その他  2,234,355  2,308,304

        減価償却累計額  △2,042,186  △2,139,462

        その他（純額）  192,169  168,842

      有形固定資産合計  9,149,079  9,226,739

    無形固定資産     

      のれん  28,080  3,123

      その他  191,007  177,567

      無形固定資産合計  219,088  180,690

    投資その他の資産     

      投資有価証券 ※1  3,144,807 ※1  2,639,569 

      繰延税金資産  920,345  827,891

      その他  610,648 ※1  662,442 

      貸倒引当金  △19,472  △7,450

      投資その他の資産合計  4,656,328  4,122,452

    固定資産合計  14,024,495  13,529,882

  資産合計  30,430,408  29,764,813
              

－5－



（単位：千円）

  

      
前連結会計年度 
(平成22年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

負債の部     

  流動負債     

    支払手形及び買掛金 ※2  7,284,108 ※2  7,653,609 

    短期借入金  324,522  583,190

    1年内返済予定の長期借入金 ※3  1,550,303 ※3  1,550,189 

    未払法人税等  123,956  89,129

    繰延税金負債  3,841  10,476

    賞与引当金  75,718  73,887

    その他  1,456,023  1,295,885

    流動負債合計  10,818,474  11,256,368

  固定負債     

    長期借入金 ※3  3,906,771 ※3  3,293,598 

    再評価に係る繰延税金負債 ※4  1,094,202 ※4  959,448 

    繰延税金負債  26,313  28,400

    退職給付引当金  3,564,241  3,414,410

    役員退職慰労引当金  166,740  162,050

    負ののれん  7,374  3,613

    その他  520,235  488,693

    固定負債合計  9,285,879  8,350,214

  負債合計  20,104,353  19,606,582

純資産の部     

  株主資本     

    資本金  1,729,000  1,729,000

    資本剰余金  1,655,608  1,655,608

    利益剰余金  5,824,269  5,765,112

    自己株式  △6,062  △6,509

    株主資本合計  9,202,815  9,143,211

  その他の包括利益累計額     

    その他有価証券評価差額金  694,108  534,191

    土地再評価差額金 ※4  1,600,878 ※4  1,735,632 

    為替換算調整勘定  △1,883,894  △2,229,768

    その他の包括利益累計額合計  411,092  40,054

  少数株主持分  712,145  974,965

  純資産合計  10,326,054  10,158,230

負債純資産合計  30,430,408  29,764,813
          

－6－



【訂正後】（８ページ） 
（単位：千円）

   

          
前連結会計年度 
(平成22年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

資産の部     

  流動資産     

    現金及び預金  4,644,369  3,212,841

    受取手形及び売掛金 ※2  6,972,215 ※2  6,984,733 

    商品及び製品  1,282,782  1,581,059

    仕掛品  1,642,705  2,076,932

    原材料及び貯蔵品  657,581  1,046,801

    繰延税金資産  189,708  158,345

    その他  1,063,701  1,205,542

    貸倒引当金  △47,149  △56,054

    流動資産合計  16,405,912  16,210,201

  固定資産     

    有形固定資産     

      建物及び構築物 ※3  6,885,829 ※3  6,469,933 

        減価償却累計額  △4,321,088  △4,178,825

        建物及び構築物（純額） ※3  2,564,740 ※3  2,291,107 

      機械装置及び運搬具 ※3  12,644,964 ※3  12,884,849 

        減価償却累計額  △10,344,027  △10,001,810

        機械装置及び運搬具（純額） ※3  2,300,937 ※3  2,883,039 

      土地 ※3, ※4  3,523,732 ※3, ※4  3,587,862 

      建設仮勘定  567,499  295,887

      その他  2,234,355  2,308,304

        減価償却累計額  △2,042,186  △2,139,462

        その他（純額）  192,169  168,842

      有形固定資産合計  9,149,079  9,226,739

    無形固定資産     

      のれん  28,080  3,123

      その他  191,007  177,567

      無形固定資産合計  219,088  180,690

    投資その他の資産     

      投資有価証券 ※1  3,144,807 ※1  2,639,569 

      繰延税金資産  920,345  829,279

      その他  610,648 ※1  662,442 

      貸倒引当金  △19,472  △7,450

      投資その他の資産合計  4,656,328  4,123,840

    固定資産合計  14,024,495  13,531,270

  資産合計  30,430,408  29,741,472
              

－7－



（単位：千円）

  

      
前連結会計年度 
(平成22年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

負債の部     

  流動負債     

    支払手形及び買掛金 ※2  7,284,108 ※2  7,702,351 

    短期借入金  324,522  583,190

    1年内返済予定の長期借入金 ※3  1,550,303 ※3  1,550,189 

    未払法人税等  123,956  89,129

    繰延税金負債  3,841  10,476

    賞与引当金  75,718  73,887

    その他  1,456,023  1,287,089

    流動負債合計  10,818,474  11,296,314

  固定負債     

    長期借入金 ※3  3,906,771 ※3  3,293,598 

    再評価に係る繰延税金負債 ※4  1,094,202 ※4  959,448 

    繰延税金負債  26,313  38,155

    退職給付引当金  3,564,241  3,414,410

    役員退職慰労引当金  166,740  162,050

    負ののれん  7,374  3,613

    その他  520,235  488,693

    固定負債合計  9,285,879  8,359,969

  負債合計  20,104,353  19,656,284

純資産の部     

  株主資本     

    資本金  1,729,000  1,729,000

    資本剰余金  1,655,608  1,655,608

    利益剰余金  5,824,269  5,690,108

    自己株式  △6,062  △6,509

    株主資本合計  9,202,815  9,068,206

  その他の包括利益累計額     

    その他有価証券評価差額金  694,108  534,191

    土地再評価差額金 ※4  1,600,878 ※4  1,735,632 

    為替換算調整勘定  △1,883,894  △2,227,681

    その他の包括利益累計額合計  411,092  42,141

  少数株主持分  712,145  974,839

  純資産合計  10,326,054  10,085,188

負債純資産合計  30,430,408  29,741,472
          

－8－



【訂正前】（１０ページ） 

(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）

（単位：千円）

   

    

前連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高  36,298,651  33,463,104

売上原価 ※4  30,430,639 ※4  28,565,172 

売上総利益  5,868,012  4,897,931

販売費及び一般管理費     

  運賃及び荷造費  1,241,576  1,195,688

  貸倒引当金繰入額  10,651  4,401

  役員報酬  188,679  195,371

  役員退職慰労引当金繰入額  24,880  24,713

  給料及び手当  1,125,572  1,181,126

  賞与引当金繰入額  17,418  17,936

  退職給付費用  58,858  60,495

  法定福利費  166,734  174,287

  旅費及び交通費  154,807  150,732

  租税公課  75,424  76,298

  賃借料  126,447  120,233

  減価償却費  95,369  88,864

  のれん償却額  24,957  24,957

  その他  869,958  828,666

  販売費及び一般管理費合計 ※4  4,181,335 ※4  4,143,774 

営業利益  1,686,676  754,157

営業外収益     

  受取利息  14,914  13,320

  受取配当金  31,344  39,854

  負ののれん償却額  4,473  3,760

  持分法による投資利益  182,004  14,151

  助成金収入  －  52,365

  その他  130,758  74,045

  営業外収益合計  363,495  197,499

営業外費用     

  支払利息  108,199  109,566

  為替差損  213,641  84,507

  その他  38,005  75,311

  営業外費用合計  359,846  269,386

経常利益  1,690,325  682,270
        

－9－



（単位：千円）

  

  

    

前連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年12月31日) 

特別利益     

  固定資産売却益 ※1  3,405 ※1  130,372 

  貸倒引当金戻入額  －  9,038

  投資有価証券売却益  －  7,660

  負ののれん発生益  3,630  －

  特別利益合計  7,035  147,071

特別損失     

  固定資産売却損  － ※2  3,233 

  固定資産除却損 ※3  20,073 ※3  21,453 

  投資有価証券評価損  49,887  －

  投資有価証券売却損  －  0

  資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額  －  5,130

  事業再編損 ※5  76,803  －

  持分変動損失  －  8,032

  特別損失合計  146,764  37,849

税金等調整前当期純利益  1,550,596  791,492

法人税、住民税及び事業税  370,676  259,303

法人税等調整額  132,072  305,108

法人税等合計  502,748  564,411

少数株主損益調整前当期純利益  －  227,080

少数株主利益  166,964  162,282

当期純利益  880,883  64,798
        

－10－



【訂正後】（１０ページ） 
（単位：千円）

   

    

前連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高  36,298,651  33,463,104

売上原価 ※4  30,430,639 ※4  28,669,435 

売上総利益  5,868,012  4,793,668

販売費及び一般管理費     

  運賃及び荷造費  1,241,576  1,195,688

  貸倒引当金繰入額  10,651  13,576

  役員報酬  188,679  195,371

  役員退職慰労引当金繰入額  24,880  24,713

  給料及び手当  1,125,572  1,181,126

  賞与引当金繰入額  17,418  17,936

  退職給付費用  58,858  60,495

  法定福利費  166,734  174,287

  旅費及び交通費  154,807  150,732

  租税公課  75,424  67,188

  賃借料  126,447  120,233

  減価償却費  95,369  88,864

  のれん償却額  24,957  24,957

  その他  869,958  828,666

  販売費及び一般管理費合計 ※4  4,181,335 ※4  4,143,838 

営業利益  1,686,676  649,830

営業外収益     

  受取利息  14,914  13,320

  受取配当金  31,344  39,854

  負ののれん償却額  4,473  3,760

  持分法による投資利益  182,004  14,151

  助成金収入  －  52,365

  その他  130,758  74,045

  営業外収益合計  363,495  197,499

営業外費用     

  支払利息  108,199  109,566

  為替差損  213,641  84,507

  その他  38,005  75,311

  営業外費用合計  359,846  269,386

経常利益  1,690,325  577,943
        

－11－



  

（単位：千円）

  

  

    

前連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年12月31日) 

特別利益     

  固定資産売却益 ※1  3,405 ※1  130,372 

  貸倒引当金戻入額  －  9,038

  投資有価証券売却益  －  7,660

  負ののれん発生益  3,630  －

  特別利益合計  7,035  147,071

特別損失     

  固定資産売却損  － ※2  3,233 

  固定資産除却損 ※3  20,073 ※3  21,453 

  投資有価証券評価損  49,887  －

  投資有価証券売却損  －  0

  資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額  －  5,130

  事業再編損 ※5  76,803  －

  持分変動損失  －  8,032

  特別損失合計  146,764  37,849

税金等調整前当期純利益  1,550,596  687,164

法人税、住民税及び事業税  370,676  229,099

法人税等調整額  132,072  306,114

法人税等合計  502,748  535,214

少数株主損益調整前当期純利益  －  151,950

少数株主利益  166,964  162,156

当期純利益又は当期純損失（△）  880,883  △10,206
        

－12－



【訂正前】（１２ページ） 

【訂正後】（１２ページ） 

（連結包括利益計算書）

（単位：千円）

  

    

前連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益  －  227,080

その他の包括利益     

  その他有価証券評価差額金  －  △159,917

  土地再評価差額金  －  134,754

  為替換算調整勘定  －  △270,856

  持分法適用会社に対する持分相当額  －  △93,359

  その他の包括利益合計  － ※2  △389,379 

包括利益  － ※1  △162,298 

（内訳）     

  親会社株主に係る包括利益  －  △315,587

  少数株主に係る包括利益  －  153,288
        

（単位：千円）

  

    

前連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益  －  151,950

その他の包括利益     

  その他有価証券評価差額金  －  △159,917

  土地再評価差額金  －  134,754

  為替換算調整勘定  －  △268,768

  持分法適用会社に対する持分相当額  －  △93,359

  その他の包括利益合計  － ※2  △387,291 

包括利益  － ※1  △235,341 

（内訳）     

  親会社株主に係る包括利益  －  △388,504

  少数株主に係る包括利益  －  153,163
        

－13－



【訂正前】（１３ページ）  
(3）連結株主資本等変動計算書等

(単位：千円)

  

        

前連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年12月31日) 

株主資本     
  資本金     

    前期末残高  1,729,000  1,729,000

    当期変動額     

      当期変動額合計  －  －

    当期末残高  1,729,000  1,729,000

  資本剰余金     
    前期末残高  1,655,608  1,655,608

    当期変動額     

      当期変動額合計  －  －

    当期末残高  1,655,608  1,655,608

  利益剰余金     
    前期末残高  4,997,330  5,824,269

    在外関連会社の会計処理の変更に伴う増減  －  △866

    当期変動額     

      剰余金の配当  △53,945  △134,829

      当期純利益  880,883  64,798

      持分法の適用範囲の変動  －  11,740

      当期変動額合計  826,938  △58,290

    当期末残高  5,824,269  5,765,112

  自己株式     
    前期末残高  △5,421  △6,062

    当期変動額     

      自己株式の取得  △640  △447

      当期変動額合計  △640  △447

    当期末残高  △6,062  △6,509

  株主資本合計     
    前期末残高  8,376,517  9,202,815

    在外関連会社の会計処理の変更に伴う増減  －  △866

    当期変動額     

      剰余金の配当  △53,945  △134,829

      当期純利益  880,883  64,798

      持分法の適用範囲の変動  －  11,740

      自己株式の取得  △640  △447

      当期変動額合計  826,297  △58,738

    当期末残高  9,202,815  9,143,211

その他の包括利益累計額     
  その他有価証券評価差額金     

    前期末残高  713,428  694,108

    当期変動額     

      
株主資本以外の項目の当期変動額（純

額） 
 △19,319  △159,917

      当期変動額合計  △19,319  △159,917

    当期末残高  694,108  534,191
            

－14－



(単位：千円)

  

        

前連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年12月31日) 

  土地再評価差額金     
    前期末残高  1,600,878  1,600,878

    当期変動額     

      
株主資本以外の項目の当期変動額（純

額） 
 －  134,754

      当期変動額合計  －  134,754

    当期末残高  1,600,878  1,735,632

  為替換算調整勘定     
    前期末残高  △1,334,521  △1,883,894

    当期変動額     

      
株主資本以外の項目の当期変動額（純

額） 
 △549,372  △345,874

      当期変動額合計  △549,372  △345,874

    当期末残高  △1,883,894  △2,229,768

  その他の包括利益累計額合計     
    前期末残高  979,784  411,092

    当期変動額     

      
株主資本以外の項目の当期変動額（純

額） 
 △568,691  △371,038

      当期変動額合計  △568,691  △371,038

    当期末残高  411,092 40,054 

少数株主持分     
  前期末残高  749,758  712,145

  当期変動額     

    株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  △37,612  262,819

    当期変動額合計  △37,612  262,819

  当期末残高  712,145  974,965

純資産合計     
  前期末残高  10,106,060  10,326,054

  在外関連会社の会計処理の変更に伴う増減  －  △866

  当期変動額     

    剰余金の配当  △53,945  △134,829

    当期純利益  880,883  64,798

    持分法の適用範囲の変動  －  11,740

    自己株式の取得  △640  △447

    株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  △606,303  △108,219

    当期変動額合計  219,993  △166,957

  当期末残高  10,326,054  10,158,230
            

－15－



【訂正後】（１３ページ）  
(単位：千円)

  

        

前連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年12月31日) 

株主資本     
  資本金     

    前期末残高  1,729,000  1,729,000

    当期変動額     

      当期変動額合計  －  －

    当期末残高  1,729,000  1,729,000

  資本剰余金     
    前期末残高  1,655,608  1,655,608

    当期変動額     

      当期変動額合計  －  －

    当期末残高  1,655,608  1,655,608

  利益剰余金     
    前期末残高  4,997,330  5,824,269

    在外関連会社の会計処理の変更に伴う増減  －  △866

    当期変動額     

      剰余金の配当  △53,945  △134,829

      当期純利益又は当期純損失（△）  880,883  △10,206

      持分法の適用範囲の変動  －  11,740

      当期変動額合計  826,938  △133,294

    当期末残高  5,824,269  5,690,108

  自己株式     
    前期末残高  △5,421  △6,062

    当期変動額     

      自己株式の取得  △640  △447

      当期変動額合計  △640  △447

    当期末残高  △6,062  △6,509

  株主資本合計     
    前期末残高  8,376,517  9,202,815

    在外関連会社の会計処理の変更に伴う増減  －  △866

    当期変動額     

      剰余金の配当  △53,945  △134,829

      当期純利益又は当期純損失（△）  880,883  △10,206

      持分法の適用範囲の変動  －  11,740

      自己株式の取得  △640  △447

      当期変動額合計  826,297  △133,742

    当期末残高  9,202,815  9,068,206

その他の包括利益累計額     
  その他有価証券評価差額金     

    前期末残高  713,428  694,108

    当期変動額     

      
株主資本以外の項目の当期変動額（純

額） 
 △19,319  △159,917

      当期変動額合計  △19,319  △159,917

    当期末残高  694,108  534,191
            

－16－



(単位：千円)

  

        

前連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年12月31日) 

  土地再評価差額金     
    前期末残高  1,600,878  1,600,878

    当期変動額     

      
株主資本以外の項目の当期変動額（純

額） 
 －  134,754

      当期変動額合計  －  134,754

    当期末残高  1,600,878  1,735,632

  為替換算調整勘定     
    前期末残高  △1,334,521  △1,883,894

    当期変動額     

      
株主資本以外の項目の当期変動額（純

額） 
 △549,372  △343,787

      当期変動額合計  △549,372  △343,787

    当期末残高  △1,883,894  △2,227,681

  その他の包括利益累計額合計     
    前期末残高  979,784  411,092

    当期変動額     

      
株主資本以外の項目の当期変動額（純

額） 
 △568,691  △368,950

      当期変動額合計  △568,691  △368,950

    当期末残高  411,092 42,141 

少数株主持分     
  前期末残高  749,758  712,145

  当期変動額     

    株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  △37,612  262,693

    当期変動額合計  △37,612  262,693

  当期末残高  712,145  974,839

純資産合計     
  前期末残高  10,106,060  10,326,054

  在外関連会社の会計処理の変更に伴う増減  －  △866

  当期変動額     

    剰余金の配当  △53,945  △134,829

    当期純利益又は当期純損失（△）  880,883  △10,206

    持分法の適用範囲の変動  －  11,740

    自己株式の取得  △640  △447

    株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  △606,303  △106,257

    当期変動額合計  219,993  △239,999

  当期末残高  10,326,054  10,085,188
            

－17－



【訂正前】（１５ページ）  
(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22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年12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  1,550,596  791,492

  減価償却費  999,522  927,540

  賞与引当金の増減額（△は減少）  16,452  △1,830

  退職給付引当金の増減額（△は減少）  △966,408  △149,577

  役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）  8,140  △4,690

  受取利息及び受取配当金  △46,258  △53,175

  支払利息  108,199  109,566

  固定資産除売却損益（△は益）  16,668  △105,685

  投資有価証券売却損益（△は益）  －  △7,660

  持分変動損益（△は益）  －  8,032

  のれん償却額  24,957  24,957

  負ののれん償却額  △4,473  △3,760

  負ののれん発生益  △3,630  －

  持分法による投資損益（△は益）  △182,004  △14,151

  売上債権の増減額（△は増加）  △1,375,273  △79,862

  たな卸資産の増減額（△は増加）  △615,892  △1,319,490

  仕入債務の増減額（△は減少）  1,445,342  410,653

  
確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は

減少） 
 608,633  △139,640

  その他  158,409  △275,766

  小計  1,742,980  116,951

  利息及び配当金の受取額  173,963  169,323

  利息の支払額  △109,911  △108,642

  法人税等の還付額  9,182  15,728

  法人税等の支払額  △317,014  △351,154

  営業活動によるキャッシュ・フロー  1,499,200  △157,792

投資活動によるキャッシュ・フロー     

  定期預金の純増減額（△は増加）  △178,339  159,212

  有形固定資産の取得による支出  △966,597  △1,121,921

  有形固定資産の売却による収入  543  371,291

  投資有価証券の取得による支出  △19,904  △21,887

  投資有価証券の売却による収入  133  17,155

  長期貸付けによる支出  △6,485  △6,500

  長期貸付金の回収による収入  18,099  3,445

  子会社株式の取得による支出  △2,520  －

  関係会社出資金の払込による支出  －  △20,590

  その他  3,457  △41,002

  投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,151,614  △660,798
        

－18－



(単位：千円)

  

    

前連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年12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）  △160,534  267,617

  長期借入れによる収入  2,418,186  1,050,000

  長期借入金の返済による支出  △1,528,015  △1,640,798

  配当金の支払額  △53,945  △134,829

  少数株主への配当金の支払額  △110,880  △124,754

  少数株主からの払込みによる収入  －  234,284

  その他  △640  △447

  財務活動によるキャッシュ・フロー  564,170  △348,928

現金及び現金同等物に係る換算差額  △190,976  △101,487

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  720,780  △1,269,006

現金及び現金同等物の期首残高  3,760,773  4,481,554

現金及び現金同等物の期末残高  4,481,554  3,212,547
        

－19－



【訂正後】（１５ページ）  
(単位：千円)

  

    

前連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年12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  1,550,596  687,164

  減価償却費  999,522  927,540

  賞与引当金の増減額（△は減少）  16,452  △1,830

  退職給付引当金の増減額（△は減少）  △966,408  △149,577

  役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）  8,140  △4,690

  受取利息及び受取配当金  △46,258  △53,175

  支払利息  108,199  109,566

  固定資産除売却損益（△は益）  16,668  △105,685

  投資有価証券売却損益（△は益）  －  △7,660

  持分変動損益（△は益）  －  8,032

  のれん償却額  24,957  24,957

  負ののれん償却額  △4,473  △3,760

  負ののれん発生益  △3,630  －

  持分法による投資損益（△は益）  △182,004  △14,151

  売上債権の増減額（△は増加）  △1,375,273  △79,862

  たな卸資産の増減額（△は増加）  △615,892  △1,265,330

  仕入債務の増減額（△は減少）  1,445,342  460,573

  
確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は

減少） 
 608,633  △139,640

  その他  158,409  △275,519

  小計  1,742,980  116,951

  利息及び配当金の受取額  173,963  169,323

  利息の支払額  △109,911  △108,642

  法人税等の還付額  9,182  15,728

  法人税等の支払額  △317,014  △351,154

  営業活動によるキャッシュ・フロー  1,499,200  △157,792

投資活動によるキャッシュ・フロー     

  定期預金の純増減額（△は増加）  △178,339  159,212

  有形固定資産の取得による支出  △966,597  △1,121,921

  有形固定資産の売却による収入  543  371,291

  投資有価証券の取得による支出  △19,904  △21,887

  投資有価証券の売却による収入  133  17,155

  長期貸付けによる支出  △6,485  △6,500

  長期貸付金の回収による収入  18,099  3,445

  子会社株式の取得による支出  △2,520  －

  関係会社出資金の払込による支出  －  △20,590

  その他  3,457  △41,002

  投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,151,614  △660,798
        

－20－



(単位：千円)

  

    

前連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年12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）  △160,534  267,617

  長期借入れによる収入  2,418,186  1,050,000

  長期借入金の返済による支出  △1,528,015  △1,640,798

  配当金の支払額  △53,945  △134,829

  少数株主への配当金の支払額  △110,880  △124,754

  少数株主からの払込みによる収入  －  234,284

  その他  △640  △447

  財務活動によるキャッシュ・フロー  564,170  △348,928

現金及び現金同等物に係る換算差額  △190,976  △101,487

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  720,780  △1,269,006

現金及び現金同等物の期首残高  3,760,773  4,481,554

現金及び現金同等物の期末残高  4,481,554  3,212,547
        

－21－



【訂正前】（２８ページ）  
  

当連結会計期間（自平成23年１月１日 至平成23年12月31日）  
（単位：千円）

（注）１．調整額は次のとおりであります。 

(1）セグメント利益又は損失（△）の調整額△23,232千円には、セグメント間の未実現損益△23,597千円等

が含まれております。  

(2）セグメント資産の調整額△186,126千円には、報告セグメント間の相殺消去△2,876,560千円、各報告セ

グメントに配分していない全社資産2,690,433千円が含まれています。 

全社資産は、主に親会社での余剰運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）に係る資

産等であります。 

(3）減価償却費の調整額は、セグメント間の未実現損益であります。 

(4）持分法適用会社への投資額の調整額は、セグメント間の未実現損益であります。 

２．セグメント利益又は損失（△）は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。  

  

(10）連結財務諸表に関する注記事項

（セグメント情報等）

ｄ．セグメント情報

  

報告セグメント 

合計 調整額 
（注）１ 

連結財務諸
表計上額
（注）２ 日本 北米 中国 アジア 欧州 

売上高                 

外部顧客への

売上高 
 19,801,122  6,624,270  4,553,394  1,470,371  1,013,944  33,463,104  －  33,463,104

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 
 6,336,875  4,574  1,584,858  363,077  －  8,289,384  △8,289,384  －

計  26,137,997  6,628,844  6,138,252  1,833,449  1,013,944  41,752,488  △8,289,384  33,463,104

セグメント利益

又は損失（△） 
 △45,638  △18,803  630,464  199,287  12,079  777,390  △23,232  754,157

セグメント資産  16,961,353  4,314,380  3,810,545  4,015,372  849,287  29,950,940  △186,126  29,764,813

その他の項目                 

減価償却費  614,317  131,127  86,972  49,172  14,741  896,331  △3,050  893,281

のれんの償却  －  －  23,991  966  －  24,957  －  24,957

持分法適用会

社への投資額 
 －  －  －  1,075,927  －  1,075,927  △13,541  1,062,386

  
有形固定資産

及び無形固定

資産の増加額 

 540,849  105,417  160,791  328,400  10,534  1,145,994  －  1,145,994

－22－



【訂正後】（２８ページ） 
  

当連結会計期間（自平成23年１月１日 至平成23年12月31日）  
（単位：千円）

（注）１．調整額は次のとおりであります。 

(1）セグメント利益又は損失（△）の調整額△24,173千円には、セグメント間の未実現損益△24,539千円等

が含まれております。  

(2）セグメント資産の調整額△187,068千円には、報告セグメント間の相殺消去△2,877,501千円、各報告セ

グメントに配分していない全社資産2,690,433千円が含まれています。 

全社資産は、主に親会社での余剰運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）に係る資

産等であります。 

(3）減価償却費の調整額は、セグメント間の未実現損益であります。 

(4）持分法適用会社への投資額の調整額は、セグメント間の未実現損益であります。 

２．セグメント利益又は損失（△）は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。  

  

報告セグメント 

合計 調整額 
（注）１ 

連結財務諸
表計上額
（注）２ 日本 北米 中国 アジア 欧州 

売上高                 

外部顧客への

売上高 
 19,801,122  6,624,270  4,553,394  1,470,371  1,013,944  33,463,104  －  33,463,104

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 
 6,336,875  4,574  1,584,858  363,077  －  8,289,384  △8,289,384  －

計  26,137,997  6,628,844  6,138,252  1,833,449  1,013,944  41,752,488  △8,289,384  33,463,104

セグメント利益

又は損失（△） 
 △45,638  △122,189  630,464  199,287  12,079  674,004  △24,173  649,830

セグメント資産  16,962,742  4,290,591  3,810,545  4,015,372  849,287  29,928,540  △187,068  29,741,472

その他の項目                 

減価償却費  614,317  131,127  86,972  49,172  14,741  896,331  △3,050  893,281

のれんの償却  －  －  23,991  966  －  24,957  －  24,957

持分法適用会

社への投資額 
 －  －  －  1,075,927  －  1,075,927  △13,541  1,062,386

  
有形固定資産

及び無形固定

資産の増加額 

 540,849  105,417  160,791  328,400  10,534  1,145,994  －  1,145,994

－23－



【訂正前】（３１ページ）  

 （注）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。 

【訂正後】（３１ページ）  

 （注）１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成22年１月１日 
至 平成22年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年１月１日 
至 平成23年12月31日） 

１株当たり純資産額 円 1,069.51
１株当たり当期純利益金額 円 97.98

１株当たり純資産額 円 1,021.71
１株当たり当期純利益金額 円 7.20

 なお、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。 
 なお、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。 

  
前連結会計年度 

(自 平成22年１月１日 
至 平成22年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年１月１日 
至 平成23年12月31日) 

当期純利益（千円）  880,883  64,798

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（千円）  880,883  64,798

普通株式の期中平均株式数（株）  8,989,972  8,988,267

前連結会計年度 
（自 平成22年１月１日 
至 平成22年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年１月１日 
至 平成23年12月31日） 

１株当たり純資産額 円 1,069.51

１株当たり当期純利益金額 円 97.98

１株当たり純資産額 円 1,013.60

１株当たり当期純損失金額（△） 円 △1.13

 なお、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。 
 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、１株当たり当期純損失金額であり、また、潜在株式

が存在しないため記載しておりません。 

  
前連結会計年度 

(自 平成22年１月１日 
至 平成22年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年１月１日 
至 平成23年12月31日) 

当期純利益金額又は当期純損失金額（△）

（千円） 
 880,883  △10,206

普通株主に帰属しない金額   （千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益金額又は当期純

損失金額（△）        （千円） 
 880,883  △10,206

普通株式の期中平均株式数（株）  8,989,972  8,988,267

－24－
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① '(���� 

 'AB/J������������4�)�y�)�v�y���4�2�e�������������2

���� ¡7¢£¤�5�¥¦�§�e¨�¡�7¢£�©����ª«���31�¬�®��¯�¤��

°±²¢³´��£��µ¶���)·¸¹º�»[Z¼�½7£¾����¿ÀÁ�%Â�§�e¨§e�¬Ã

Ä¯Åe4� �����Æ�¤�yYÇÈÉ�ef�·¸�=ÊfQ�Ë{���5Ì�ÍÎ�������Ï

Ð=ÑÒÓ²¢ªÔ2³§{§�e¨ 

 ª#��Õ����Ö×"ØÙÚ7£&�Û}iÜ�ÀÁ�Ë{*+�ÝÞßS¢Ø=´àá��§�e¨��

|�âãä�åæ[y�çè¢é(�ê½ëì�íç!Ã�¯{§�e¨�¡�7¢£�µ©���îï �ðñ

òó�Ë�ôõö÷�¿Î�Ë&øùúû�îï7ü�ýþ2����Æ�.¢^Æ��{§�¨ 

 '0w�[ã�Phi+��Ä¯�×"�S�+������.�	�2�{Ä¯{§�¨ 

 Ö×"ØÙÚ�ÀÁ����âãä�åæ[y��	�Ë{�S�+��ÝÞßS�Ø=´É
��§�e¨�

�|�âãä�åæ[y�çè¢é(�ê½�ÝÞ��ò��íç�§�e¢�Û}iÜ�2¤7�Ø�7��

h� ��67ðñ�Ë{ôõ�K¢¿Î���£��10�4�������Ë���ÝÞ°� ���2¤7�

«�Ñ�7ü�ÀÁ�Ë{�ýþ2����Æ�ö÷¢^Æ��{§�¨ 

 ��B �'AB/J�������Õ!"�#$%&��_�'15.1()�421*%�!"�ôõ%&�_�

'7.8()�446*%��Õ!"�ÝÞ%&��_�'12.8()�839*%27{§�e¨ª#��Õ+,�x[-

[m0�./ÝÞ%&��ÙÚ�|�âãä�åæ[y�çè�Ë&k��0�ÝÞ1í�2�e3Þ�Ë{�í

ç!Ã�¯{§�e¢������ÀÁ�Ë{456��_�'0.3()�1,291*%27{§�e¨7���Õ6

"�x[-[�7Æ��ÙÚ�ÀÁ¢8�¡Åe�2�§e������9����ÕÄ�ÝÞ:;¤¯{��Õ

ÝÞ%&�63*%2_�'3.8()�2ü§{�#$%&��ÙÚ|�<h3�Ë{_�'6.7(3�40*%27{

§�e¨ 

 ��Ë�7��Æö÷�7¡�'AB/J���$ñ��33,463=*ð�_AB/J��36,298=*ð�2_

AB/J��2,835=*ð)>�eB �+���754=*ð�_AB/J��1,686=*ð���?���682=

*ð�_AB/J��1,690=*ð��'(@���×"�AÌ�Rl�Ë�BCA·�Þ�DEQ�ÀÁ¤¯{

64=*ð�_AB/J��880=*ð�27{§�e¨ 
  
 7����F�+���	�2�{Ä¯{§�¨ 
  
�×"� 

 Ö×"ØÙÚ�ÀÁÄ�Õ!"�x[-[¡£��a¢@�G\�ÄH)�e�2 �10�4�������

Ë��a)�Ë{�$ñ�26,137=*ð�_AB/J��27,797=*ð�27{§�e¨��I��JKzL

)�Mf§�e¢�$ñ�Ø�)>�rN�ðñ�òó�Ë{+IO�45=*ð�_AB/J�� +�

�659=*ð�27{§�e¨ 

�P©� 

 ÙÚ������Ë�«�QR�°± STUKV�ðñ�Ë�ÀÁ�Ë{�$ñ�6,628=*ð�_AB/

J��7,923=*ð�27{�+IO�18=*ð�_AB/J�� +��157=*ð�27{§�e¨ 

�4�� 

 ÙÚ�Ë�×Wx[-[¡£�«�QR�°±�ÀÁQ�Ë{�$ñ�6,138=*ð�_AB/J��6,450

=*ð��+��630=*ð�_AB/J��793=*ð�27{§�e¨ 

��X�� 
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dy �y�eW�¢10�¡£"f6�gh)#$�ij�e�2�Ë{�$ñ�1,833=*ð�_AB/J�

�1,014=*ð�27{§�e¨��I��cådy kzlm -ync[ doaV�Ä�pÇ[Tq[K�

r�ÝÞ�"fstu� cådy v[zn[w �yxb� ãä�k[z doaV�������Ë�

#$)�ÀÁ�¯{§�e¢�+���199=*ð�_AB/J��115=*ð�27{§�e¨ 

�µ¶� 

 ÙÚ�ÀÁ µ¶���yNz½�Ë{�$ñ�1,013=*ð�_AB/J��1,060=*ð�27{�+

���12=*ð�_AB/J��25=*ð�27{§�e¨ 
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ã�§¨��Û�î)ßS�D©½�AB'(@���m�ð�J����{§�¨ 

  AB$ñ  ���40,000=*ð�_(AB$ñ  ���33,463=*ð� 

�AB+�� ����1,700=*ð�_(AB+�� ������754=*ð� 

�AB�?��  ��1,600=*ð�_(AB�?��������� 682=*ð� 

�AB'(@��  ��800=*ð�_(AB'(@���������64=*ð� 

��a���STÇ[z��
US$=80ð2���{§�¨ 
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_AB/J��¬2'<665=*ð)>��29,764=*ð27{§�e¨ 

 ª«��:¼½·%&¾²·�3r369=*ð�Ë&¶�¿ª«�@)>354=*ð�×"�oùAÌRlQ�Ë

��À��u�BCA·ª«�)>134=*ð�ÁÂR��'·�)>149=*ð7ü�Ë{�_AB/J��¬2

'<497=*ð)>��19,606=*ð27{§�e¨  

 §e�@�Þ��'AB/J��������ÃÄ·�)>59=*ð����¶�º»À�Å�·�)>159=

*ð�Æ��À�Å�·�3r134=*ð�ðñ�2¤7�STUKÃÇÈò�)>345=*ð(@�Þ�)>)�>
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�É�"'Ì�(�  31.6  30.9

V�k[K��É�"'Ì�(�  12.6  10.4

«CÐÙ�&���  3.8  △34.3

�y�ÇKz)-�ÇVX)ÇWv���  13.6  △1.5

êú��×  '·�� 
(�ð� 


O'e{ '�
�ð� 

��23���29× 

òVOP/ 
 80,901  9.0

��23�m�m× 

DÊ�/ 
 53,928  6.0
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 '0w�[ã��OØ/0cådy('0)�¿/0130(AB¿/0130)��A/0\0(¦�o�,/0\0)�Ë

&�����u/0
0�Ë{������{§�¨ 

 '0w�[ã�i+���S�,q[K}�P2���mg��gh#$Ä¯{�i+�u��	ë��	�2�{

Ä¯{§�¨  

 �a�
�cådy -ãä aV
 xTWJ �K)�[��cådy�YÇV
K »[)�K)�[ �y

�AB¿/0Ä¯{§�¨ 

��`[ab[. cådy �y�eW�����23�@��^_�Ê�c��'02PT.MITRAMETAL 
PERKASA�~��ÊB�2¤7�Ê0��"�r����Ê�10�Ë{~/02���+�ijÆe
�§�e¨ 

��âyådy �y�Kzd[���äy����âyådy �y�Kzd[ð��Ç[W���AB¿
/0Ä¯{§�¨ 

@�����0�¦�o�,�A/0���âyådy �y�Kzd[ð��Ç[W���AB¿/0
0
�Ë&cådy kzlm -ync[ doaV��¦�o�,�A/0
0Ä¯{§�¨ 

\����ô��+�����23�\��'0¢�¶��OØ�ª«����e�2�Ë{�úêÒ�¶�~
¢23.24(¡£14.08(�îÌ�eef�¦�o�,�A/0¡£Ü/���{§�¨  

��*+,-��.

vwxyz��� P7i+�Õ� /0� 

×" 

�S�,q[K}�gh)#$ 

'0 � 

� �+� (AB¿/0) 

cådy)â[!K� (AB¿/0) 

�S�,q[K«���gh)

#$ 
×"º�� (AB¿/0) 

"#·$%³�&dpxy)�

lX'mQ��gh)#$ 
()*�� (�����u/0) 

P© 

�S�,q[K}�#$ cådy �y
 (AB¿/0) 

� 

�S�,q[K}�gh)#$ 

� 

cådy aeW[ �y
 (AB¿/0) 

cådy�YÇV
K »[)�K)

�[ �y
 
(AB¿/0) 

cådy -ãä aV
 xTWJ 

�K)�[�a
� 
(AB¿/0) 

4� 

�S�,q[K}�gh)#$ .×"+� ,¶
-. (AB¿/0) 

�m)/0q[KQ r«��

gh)#$ 
×"12�+�.�¶
-. (AB¿/0) 

�X� 

�S�,q[K}�#$ 
cådy v[zn[w �yxb� 

ãä�k[z doaV� 
(AB¿/0) 

�S�,q[K}�gh)#$ 

cådy kzlm -ync[ 

doaV� 
(AB¿/0) 

`[ab[. cådy �y�eW�

�a�� 
(AB¿/0) 

cådy���äy�� (¦�o�,�A/0) 

�S�,q[K«���gh)

#$ 

âyådy �y�Kzd[ð��Ç

[W�� 
(¦�o�,�A/0) 

âyådy �y�Kzd[���ä

y���a�� 
(¦�o�,�A/0) 

����0�a@� (¦�o�,�A/0) 

µ¶ �S�,q[K}�gh)#$ cådy »[)3[)doaV� (AB¿/0) 
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4i+W5÷6 

 '0w�[ã�7Æ�÷n��2	�2�{Ä¯{§�¨ 
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(1�/0���!"#$ 

 '0w�[ã��°�i})ÝÞôõ����7�ôõ�Ó_�Ë{�Í����8ï¡£(9���h:�ó

N£���S�,q[K�;<x[-[Î2���}���Æ´�2�i+ßS�!"2���{§�¨cådy

w�[ã�~=�B,������8ï�>?��°�h{�@��A8)OP)0/¡£BC���ÍwZ[

��7*+,-Î�§e�Í�S�,q[K�d[xbyw-ync[Î2���l7�}���3���{§

�¨ 

   

(2��12���31 

 4(�J��2010�G2014�DNichirin Progressive Globalization Plan�Ä��4E���é�Yæ[ð

ⅠD2010�G2011���Í*+!F�íçÎ�^´��é�Yæ[ðⅡD2012�G2014���ÍGH7w�[ã�

ÉÌÄ�IJ�(éÎ2�	ë��K+100��LN�2014����AB$ñ600�ð��?��30�ð�ST�

ü�
US$M100ð2^ò���3���{§�¨ 

7��Yæ[ðⅠ�45��Ä¯�2011���ÕN¶��þÚá�Ö×"ØÙÚ�������ÀÁ���§�e

¢�óç��>?�\ê��d[�yWOV
�Ë�Ø=7�x[X¡£�*+!Fíç�÷Å��{§�¨ 

AB���1 

�a�
.2012�J��2010��^òV¡£�ST�ü7ü��ö÷�RÎ�P§Ne¤�Ä¯{§�¨ 

�.2012�J��ST�ü�
US$M80ð2^ò���{§�¨ 

  

(3�45(67/0��892/0�:;�<=>? 

 '0w�[ãÄ��2010�Ë{4(�J��NPGP)�D©QÄ�{§�¨ 

 4E���é�Yæ[ðⅠD2010�G2011���7Æ���d[�yWOV
�Ë�Ø=7�x[X¡£�*+

!Fíç�RÆ�kzlm£¤Ä�q[Kghij�4�£¤Ä�ä�y3^�Ë�ÝÞS=�Ø�P©i+�ö

�Ë���TU��y�#$£¤�^_��y�eW�£¤�^_�rN�4�)�y�)�v�y���{£¤

�³½�V~����WlX[ø �4Ø
�ß,7ü�g�F)��F�ÓÓ7wZ[��89�¤2�w�[

ã����É³Î�÷Å�§Æ{§�e¨ 

 ��10��������Æ���'0�A/0Ä¯�cådy���äy��¤W�Xá����ÝÞ°��Ä

Y7´���7üØ=7ÀÁ���§�e¢����Z�òÄ�ÝÞ�i�¦[��@��\]�òÄ��+�i

�4^Ï>?2��D©QÄ�{§�¨ 

 "�¡£j§�Yæ[ðⅡ�2012�G2014��Ä��ÍGH7w�[ã�ÉÌÄ�IJÎ��3���Ì�Pe

�!"#$�_Æ�<h�Ø�`�Æ����4�2��./ñòÄ���4�89°�¹¡�Ë���!Xe

K��y�eW�£¤���ò]�kzlm£¤Ä��°�aÞ�4�����³�Ãb2�f��òÎ�wZ

[����Ä�&ch{�øÌÎ���4�ÝÞ�ùd�ew�[ãef�l7�¥¦�É�Ó_7ü�>?�

gÐ��K+100h��2014���2��Í���A8¡£BC���wZ[��,-Î2���i+��Ø2l

7�}��Mf�§Æ{§�¨ 

1.w�[ãi+ 

îïÎ��A8�c[ð�ói���F)g�F)A8F�wZ[��89�ÓÓ��ei+�i�ÐÆ�\]

£¤�jk=³Î��e7��×�£¤�i�w�[ãef�¥¦�É�Ó_Q�>?�gÐ��wZ[��*

+2���£7��5��3�§�¨ 

2.ÝÞ)�l 

Ïmôõ�no6 ¡�Ë�ÝÞ¢2�&ch{�1üÎQ�ßS��i��ò=³Î)ôõ=³Î�÷�2

2¤��=âpì�lßS�]^�Ë��w�[ã����l2�Ë&A8q���2��3�§�¨ 

3.ôõ)i} 

wZ[��#$89�!ë´°�i}���g����g¤�	Æe�r)i}�êf�ñò�Ø�÷�22¤

��i}ãZvK�Ts�D©½�i}(é�tu2øÌÎ�D©QÄ§Æ{§�¨ 

4.0/6vw 

Õ«5ÉWKam�]^6³Î%&w�[ã/0×��Ø�i��i��w�[ã���rx�É�³Î�÷{

§�¨§e�Í¦^yS70/�ç�Î�2��w�[ã2���JZX[ßS�D©QÄ§Æ{§�¨ 

���#$

�=*ð� 2010�ç� 2011�ç� 2012�J� �ùD2009�ç� 

$ñ  36,298  33,463  40,000  27,990

�?��  1,690  682  1,600  △550
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@�AB�CDE 
�
�ABFG:HE 

�z�D�ð�

_AB/J�� 
(��22�12�31×) 

'AB/J�� 
(��23�12�31×) 

�Þ�«   
{S�Þ   
�·%&®· 4,644,369 3,212,841 
�D½·%&$²· ※2  6,972,215 ※2  6,984,733 

°�%&g� 1,282,782 1,597,502 
±²� 1,642,705 2,118,288 
Û³�%&´µ� 657,581 1,041,713 
BCA·�Þ 189,708 150,922 
��� 1,063,701 1,176,048 
F|�'· △47,149 △47,118 

{S�Þ~J 16,405,912 16,234,931 

¸ò�Þ   
¶·¸ò�Þ   
}Ë%&�~Ë ※3  6,885,829 ※3  6,469,933 

)�ÐÑ�J� △4,321,088 △4,178,825 

}Ë%&�~Ë�@�� ※3  2,564,740 ※3  2,291,107 

º��	%&��� ※3  12,644,964 ※3  12,884,849 

)�ÐÑ�J� △10,344,027 △10,001,810 

º��	%&����@�� ※3  2,300,937 ※3  2,883,039 

Æ� ※3, ※4  3,523,732 ※3, ※4  3,587,862 

}^ZÈò 567,499 295,887 
��� 2,234,355 2,308,304 
)�ÐÑ�J� △2,042,186 △2,139,462 

����@�� 192,169 168,842 

¶·¸ò�Þ~J 9,149,079 9,226,739 

�·¸ò�Þ   
��Q 28,080 3,123 
��� 191,007 177,567 

�·¸ò�Þ~J 219,088 180,690 

¹������Þ   
¹�¶�º» ※1  3,144,807 ※1  2,639,569 

BCA·�Þ 920,345 827,891 
��� 610,648 ※1  662,442 

F|�'· △19,472 △7,450 

¹������Þ~J 4,656,328 4,122,452 

¸ò�Þ~J 14,024,495 13,529,882 

�Þ~J 30,430,408 29,764,813 
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�z�D�ð�

_AB/J�� 
(��22�12�31×) 

'AB/J�� 
(��23�12�31×) 

ª«�«   
{Sª«   
:¼½·%&¾²· ※2  7,284,108 ※2  7,653,609 

t(G¡· 324,522 583,190 
1�Õ���ò�5(G¡· ※3  1,550,303 ※3  1,550,189 

Õ¼oùAQ 123,956 89,129 
BCA·ª« 3,841 10,476 
���'· 75,718 73,887 
��� 1,456,023 1,295,885 

{Sª«~J 10,818,474 11,256,368 

¸òª«   
5(G¡· ※3  3,906,771 ※3  3,293,598 

�À��u�BCA·ª« ※4  1,094,202 ※4  959,448 

BCA·ª« 26,313 28,400 
ÁÂR��'· 3,564,241 3,414,410 
��ÁÂ���'· 166,740 162,050 
ª���Q 7,374 3,613 
��� 520,235 488,693 

¸òª«~J 9,285,879 8,350,214 

ª«~J 20,104,353 19,606,582 

@�Þ�«   
OP�"   
�"· 1,729,000 1,729,000 
�"ÃÄ· 1,655,608 1,655,608 
��ÃÄ· 5,824,269 5,765,112 
�ÉOØ △6,062 △6,509 

OP�"~J 9,202,815 9,143,211 

����MN���J�   
���¶�º»À�Å�· 694,108 534,191 
Æ��À�Å�· ※4  1,600,878 ※4  1,735,632 

STUKÃÇÈò △1,883,894 △2,229,768 

����MN���J�~J 411,092 40,054 

>&OP¦� 712,145 974,965 

@�Þ~J 10,326,054 10,158,230 

ª«@�Þ~J 30,430,408 29,764,813 
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���ABI�JKL%&ABMN��JKL 
�ABI�JKL� 

�z�D�ð�

_AB/J�� 
(� ��22�
�
× 
 � ��22�12�31×) 

'AB/J�� 
(� ��23�
�
× 
 � ��23�12�31×) 

$ñ 36,298,651 33,463,104 
$Û� ※4  30,430,639 ※4  28,565,172 

$�� 5,868,012 4,897,931 

#$û%&ª�rxû   
��%&�hû 1,241,576 1,195,688 
F|�'·B¡� 10,651 4,401 
��t� 188,679 195,371 
��ÁÂ���'·B¡� 24,880 24,713 
R�%&½' 1,125,572 1,181,126 
���'·B¡� 17,418 17,936 
ÁÂR�û, 58,858 60,495 
oò��û 166,734 174,287 
�û%&��û 154,807 150,732 
�A-> 75,424 76,298 
�G� 126,447 120,233 
)�ÐÑû 95,369 88,864 
��QÐÑ� 24,957 24,957 
��� 869,958 828,666 

#$û%&ª�rxû~J ※4  4,181,335 ※4  4,143,774 

+�� 1,686,676 754,157 

+/��   
�D�Ý 14,914 13,320 
�D '· 31,344 39,854 
ª���QÐÑ� 4,473 3,760 
¦�o�Ë�¹��� 182,004 14,151 
��·�¡ � 52,365 
��� 130,758 74,045 

+/��~J 363,495 197,499 

+/û,   
:¼�Ý 108,199 109,566 
STÅI 213,641 84,507 
��� 38,005 75,311 

+/û,~J 359,846 269,386 

�?�� 1,690,325 682,270 
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�z�D�ð�

_AB/J�� 
(� ��22�
�
× 
 � ��22�12�31×) 

'AB/J�� 
(� ��23�
�
× 
 � ��23�12�31×) 

�F��   
¸ò�Þ$Ñ� ※1  3,405 ※1  130,372 

F|�'·�¡� � 9,038 
¹�¶�º»$Ñ� � 7,660 
ª���Q}Ý� 3,630 � 

�F��~J 7,035 147,071 

�FIO   
¸ò�Þ$ÑI � ※2  3,233 

¸ò�ÞÜÑI ※3  20,073 ※3  21,453 

¹�¶�º»À�I 49,887 � 
¹�¶�º»$ÑI � 0 
�ÞÜ�«C/J!ü��,�Ô�ÀÁ� � 5,130 
i+�öI ※5  76,803 � 
¦�RSIO � 8,032 

�FIO~J 146,764 37,849 

A·QÃÇ_'(@�� 1,550,596 791,492 

oùA���A%&i+A 370,676 259,303 
oùAQÃÇ� 132,072 305,108 

oùAQ~J 502,748 564,411 

>&OPI�ÃÇ_'(@�� � 227,080 

>&OP�� 166,964 162,282 

'(@�� 880,883 64,798 
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�ABMN��JKL� 
�z�D�ð�

_AB/J�� 
(� ��22�
�
× 
 � ��22�12�31×) 

'AB/J�� 
(� ��23�
�
× 
 � ��23�12�31×) 

>&OPI�ÃÇ_'(@�� � 227,080 
����MN��   
���¶�º»À�Å�· � △159,917 
Æ��À�Å�· � 134,754 
STUKÃÇÈò � △270,856 
¦�o�,/0�:��¦�e'� � △93,359 

����MN��~J � ※2  △389,379 

MN�� � ※1  △162,298 

�Õ��   
�/0OP�u�MN�� � △315,587 
>&OP�u�MN�� � 153,288 
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���ABOP�"QRSJKL 
�z�D�ð�

_AB/J�� 
(� ��22�
�
× 
 � ��22�12�31×) 

'AB/J�� 
(� ��23�
�
× 
 � ��23�12�31×) 

OP�"   
�"·   
_(¬ßñ 1,729,000 1,729,000 
'(RS�   
'(RS�~J � � 

'(¬ßñ 1,729,000 1,729,000 

�"ÃÄ·   
_(¬ßñ 1,655,608 1,655,608 
'(RS�   
'(RS�~J � � 

'(¬ßñ 1,655,608 1,655,608 

��ÃÄ·   
_(¬ßñ 4,997,330 5,824,269 
�/�A/0�/J;x�Rl�Ô�3) � △866 
'(RS�   
ÃÄ·� ' △53,945 △134,829 
'(@�� 880,883 64,798 
¦�o��,���RS � 11,740 

'(RS�~J 826,938 △58,290 

'(¬ßñ 5,824,269 5,765,112 

�ÉOØ   
_(¬ßñ △5,421 △6,062 
'(RS�   
�ÉOØ�DÖ △640 △447 

'(RS�~J △640 △447 

'(¬ßñ △6,062 △6,509 

OP�"~J   
_(¬ßñ 8,376,517 9,202,815 
�/�A/0�/J;x�Rl�Ô�3) � △866 
'(RS�   
ÃÄ·� ' △53,945 △134,829 
'(@�� 880,883 64,798 
¦�o��,���RS � 11,740 
�ÉOØ�DÖ △640 △447 

'(RS�~J 826,297 △58,738 

'(¬ßñ 9,202,815 9,143,211 

����MN���J�   
���¶�º»À�Å�·   
_(¬ßñ 713,428 694,108 
'(RS�   
OP�"�/�j��'(RS��@�� △19,319 △159,917 

'(RS�~J △19,319 △159,917 

'(¬ßñ 694,108 534,191 
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�z�D�ð�

_AB/J�� 
(� ��22�
�
× 
 � ��22�12�31×) 

'AB/J�� 
(� ��23�
�
× 
 � ��23�12�31×) 

Æ��À�Å�·   
_(¬ßñ 1,600,878 1,600,878 
'(RS�   
OP�"�/�j��'(RS��@�� � 134,754 

'(RS�~J � 134,754 

'(¬ßñ 1,600,878 1,735,632 

STUKÃÇÈò   
_(¬ßñ △1,334,521 △1,883,894 
'(RS�   
OP�"�/�j��'(RS��@�� △549,372 △345,874 

'(RS�~J △549,372 △345,874 

'(¬ßñ △1,883,894 △2,229,768 

����MN���J�~J   
_(¬ßñ 979,784 411,092 
'(RS�   
OP�"�/�j��'(RS��@�� △568,691 △371,038 

'(RS�~J △568,691 △371,038 

'(¬ßñ 411,092 40,054 

>&OP¦�   
_(¬ßñ 749,758 712,145 
'(RS�   
OP�"�/�j��'(RS��@�� △37,612 262,819 

'(RS�~J △37,612 262,819 

'(¬ßñ 712,145 974,965 

@�Þ~J   
_(¬ßñ 10,106,060 10,326,054 
�/�A/0�/J;x�Rl�Ô�3) � △866 
'(RS�   
ÃÄ·� ' △53,945 △134,829 
'(@�� 880,883 64,798 
¦�o��,���RS � 11,740 
�ÉOØ�DÖ △640 △447 
OP�"�/�j��'(RS��@�� △606,303 △108,219 

'(RS�~J 219,993 △166,957 

'(¬ßñ 10,326,054 10,158,230 
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�@�ABTUVWX)YZ[JKL 
�z�D�ð�

_AB/J�� 
(� ��22�
�
× 
 � ��22�12�31×) 

'AB/J�� 
(� ��23�
�
× 
 � ��23�12�31×) 

+ßS�Ë�TUVWX)YZ[   
A·QÃÇ_'(@�� 1,550,596 791,492 
)�ÐÑû 999,522 927,540 
���'·�3)��△�)>� 16,452 △1,830 
ÁÂR��'·�3)��△�)>� △966,408 △149,577 
��ÁÂ���'·�3)��△�)>� 8,140 △4,690 
�D�Ý%&�D '· △46,258 △53,175 
:¼�Ý 108,199 109,566 
¸ò�ÞÜ$ÑI��△��� 16,668 △105,685 
¹�¶�º»$ÑI��△��� � △7,660 
¦�RSI��△��� � 8,032 
��QÐÑ� 24,957 24,957 
ª���QÐÑ� △4,473 △3,760 
ª���Q}Ý� △3,630 � 
¦�o�Ë�¹�I��△��� △182,004 △14,151 
$«Ò�3)��△�3r� △1,375,273 △79,862 
e7¯�Þ�3)��△�3r� △615,892 △1,319,490 
±¡«C�3)��△�)>� 1,445,342 410,653 
Óò£õ�·]Ð�Ô�Õ¼·�3)��△�)
>�

608,633 △139,640 

��� 158,409 △275,766 

8J 1,742,980 116,951 

�Ý%& '·��D� 173,963 169,323 
�Ý�:¼� △109,911 △108,642 
oùAQ�Ù�� 9,182 15,728 
oùAQ�:¼� △317,014 △351,154 

+ßS�Ë�TUVWX)YZ[ 1,499,200 △157,792 

¹�ßS�Ë�TUVWX)YZ[   
ò(®·�@3)��△�3r� △178,339 159,212 
¶·¸ò�Þ�DÖ�Ë�:õ △966,597 △1,121,921 
¶·¸ò�Þ�$Ñ�Ë��¡ 543 371,291 
¹�¶�º»�DÖ�Ë�:õ △19,904 △21,887 
¹�¶�º»�$Ñ�Ë��¡ 133 17,155 
5(F���Ë�:õ △6,485 △6,500 
5(F�·�í��Ë��¡ 18,099 3,445 
¿/0OØ�DÖ�Ë�:õ △2,520 � 
�u/0õ�·�¼z�Ë�:õ � △20,590 
��� 3,457 △41,002 

¹�ßS�Ë�TUVWX)YZ[ △1,151,614 △660,798 

�CßS�Ë�TUVWX)YZ[   
t(G¡·�@3)��△�)>� △160,534 267,617 
5(G¡��Ë��¡ 2,418,186 1,050,000 
5(G¡·����Ë�:õ △1,528,015 △1,640,798 
 '·�:¼� △53,945 △134,829 
>&OP×� '·�:¼� △110,880 △124,754 
>&OP¡£�¼z½�Ë��¡ � 234,284 
��� △640 △447 

�CßS�Ë�TUVWX)YZ[ 564,170 △348,928 

�·%&�·ÊQË�u�UKÅ� △190,976 △101,487 

�·%&�·ÊQË�3)��△�)>� 720,780 △1,269,006 

�·%&�·ÊQË�(�ßñ 3,760,773 4,481,554 

�·%&�·ÊQË�(¬ßñ 4,481,554 3,212,547 
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 �'ij�¯{§�Q¨  

 � 

(5�]^*+�_`����ab

(6�AB�CDEd��ef�!"27�gh7ij

j� 
_AB/J�� 

�� ��22�
�
× 
� ��22�12�31×� 

'AB/J�� 
�� ��23�
�
× 
� ��23�12�31×� 


�AB�������

ij 
(1�AB¿/0�&       120 
 �<��¿/0�AB����¡f��
{§�¨ 
 AB¿/0��Í� *+,-��.Î
�b���Æ�ef�9���{§�¨ 
 7��'AB/J����Æ��¿/0
cådy v[zn[w �yxb� ã
ä�k[z doaV���y���^_
��AB����¡f��{§�¨§e�

¿/0×"¢r�+�.�¶
-.�¿

/0×"12�+�.�¶
-.2~£

�eef�AB���¡£ÜÆ��{§

�¨  

(1�AB¿/0�&       130 
 �<��¿/0�AB����¡f��
{§�¨ 
 AB¿/0��Í� *+,-��.Î
�b���Æ�ef�9���{§�¨ 
 7��'AB/J����Æ��¿/0
`[ab[�cådy �y�eW���
y�eW���^_��AB����¡f

��{§�¨ 

��¦�o��,���

�ij 
(1�¦�o�,��A/0&   @0 
Ph7/0� 
���ô��+� 
cådy���äy�� 
âyådy �y�Kzd[ð 
��Ç[W�� 
âyådy �y�Kzd[ 
���äy�� 

(1�¦�o�,��A/0&   \0 
Ph7/0� 
cådy���äy�� 
âyådy �y�Kzd[ð 
��Ç[W�� 
âyådy �y�Kzd[ 
���äy��  

 7��'AB/J����Æ��'0�
���ô��+OØ/0�OØ�ª«��

��eef�¦�o��,��¡£Ü/�

��{§�¨ 
� (2�¦�o�,�"AB¿/0& 

 �'ij�¯{§�Q¨ 
(2�¦�o�,�"AB¿/0& 

Ê¤ 

��AB¿/0�i+�

�Q����ij 
 AB¿/0��ì�cådy�YÇV
K 
»[)�K)�[ �y
2cådy »
[)3[)doaV��êK×�11�30×Ä
¯{§�¨ 
 AB�CDEd��¯eÅ���Ê×��
��CDE�Þ,��ABêK×2�é�Ý

iegh7D��7Æ��ABäh7ÃÇ

�ÐÅ��{§�¨ 
 ����AB¿/0100�êK×¢ABê
K×2ª¥���{§�¨ 

 AB¿/0��ì�cådy�YÇV
K 
»[)�K)�[ �y
2cådy »
[)3[)doaV��êK×�11�30×Ä
¯{§�¨ 
 AB�CDEd��¯eÅ���Ê×��
��CDE�Þ,��ABêK×2�é�Ý

iegh7D��7Æ��ABäh7ÃÇ

�ÐÅ��{§�¨ 
 ����AB¿/0110�êK×¢ABê
K×2ª¥���{§�¨ 
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j� 
_AB/J�� 

�� ��22�
�
× 
� ��22�12�31×� 

'AB/J�� 
�� ��23�
�
× 
� ��23�12�31×� 

@�/J;x!ü���

�ij 
� � 

(1�gh7�Þ�À�
!ü%&À�#o 

� ¶�º» 
���¶�º» 
(�)V��¯�¤� 
 (¬êK×�ñò�fQ�!ë´V�
o�À�Å���«@�Þ¦¡o�Ë{

;x��$ÑÛ��]S�§o�Ë{K

ò���,���{§�¨ 

� ¶�º» 
���¶�º» 
(�)V��¯�¤� 

Ê¤ 

� (Z)V��7Æ¤� 
 ]S�§o�Ë�Û�o��,���
{§�¨ 

(Z)V��7Æ¤� 
Ê¤ 

� Z e7¯�Þ 
g�)±²�)Û³� 
 '0�Ë&�ÕAB¿/0�P2��
�§o�Ë�Û�o�FG:HE��

�7Æ����¢�îÌ�!ë´¨�©

Ì¨�#o���§e��/AB¿/0

�Ï¡Ïõo�Ë�î�o��,���

{§�¨ 

Z e7¯�Þ 
Ê¤ 

(2�gh7)�ÐÑ�
Þ�)�ÐÑ�#

o 

� ¶·¸ò�Þ�d[K�Þ�Ü´� 
 '0�Ë&�ÕAB¿/0�òÌo��
�10�@�
×�0�DÖ�e}Ë�}Ë
ª$^«�Ü´��7Æ��ò�o���

§e��/AB¿/0�P2��ò�o�

�,���{§�¨ 
 7��P7¬,�&�	�2�{Ä¯{
§�¨ 
 }Ë        22�G38� 
 º��	         p� 

� ¶·¸ò�Þ�d[K�Þ�Ü´� 
 '0�Ë&�ÕAB¿/0�òÌo��
�10�@�
×�0�DÖ�e}Ë�}Ë
ª$^«�Ü´��7Æ��ò�o���

§e��/AB¿/0�P2��ò�o�

�,���{§�¨ 
 7��P7¬,�&�	�2�{Ä¯{
§�¨ 
 }Ë        22�G38� 
 º��	      p�G10� 

� Z �·¸ò�Þ�d[K�Þ�Ü´� 
 ò�o��,���{§�¨ 
 7���0�,�Yz'���7Æ�
��0Õ�����,yS(é�\���

!ëÆ��{§�¨ 

Z �·¸ò�Þ�d[K�Þ�Ü´� 
Ê¤ 

� ® d[K�Þ 
 d[K(é�¬,�&2��ß]���
¯2��ò�o��,���{§�¨ 
 7���¶Ò]/Y°�lyK)d[
KD���ì�d[KD�ij×¢��20
�12�31×�_�d[KD��7Æ���
�?��FGD��u�#o�üie/J

;x�ËÅ��{§�¨  

® d[K�Þ 
Ê¤ 

(3�gh7�'·�J
!ü 

� F|�'· 
 «Ò�F|IO�«N�ef�ª�«Ò
�7Æ��F|ç�Ì�Ë{�F|��«

ÒQ�ò�«Ò�7Æ��øF�í�yS

¢�±²��í�ÑS�z��J���

{§�¨ 

� F|�'· 
Ê¤ 

� Z ���'· 
 ³+��:��:R�����´��e
f�'AB/J���ªµ�<=:R�z

��J���{§�¨ 

Z ���'· 
Ê¤ 
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j� 
_AB/J�� 

�� ��22�
�
× 
� ��22�12�31×� 

'AB/J�� 
�� ��23�
�
× 
� ��23�12�31×� 

� ® ÁÂR��'· 
 ³+��ÁÂR��«N�ef�'AB
/J��¬����ÁÂR�«C��z�

�!ë=J���{§�¨ 
 &xJK�Å���{AB/J���
}ÝV����³+���§ß]¶C(é

�Õ�ªò��&�\���Ë�ò�o�

Ë{·��e����¸�}Ý�¹AB/

J��¡£û,;x���22���{§

�¨ 

® ÁÂR��'· 
Ê¤ 

� c ��ÁÂ���'· 
 ���ÁÂ��·�:R�«N�ef�
Õ��!ë´(¬h:R��J���{

§�¨ 

c ��ÁÂ���'· 
Ê¤ 

(4�gh7ºVX/J
�#o 

� ºVX/J�#o 
 ST��D��7Æ����<�»';
x�h,�qe��Æ�ef�»';x�

ÐÅ��{§�¨ 
 §e�·�K¼Vã�7Æ����½;
x�h,�qe��Æ�ef��½;x�

ËÅ��{§�¨ 

� ºVX/J�#o 
Ê¤ 

� Z ºVX½Ô2ºVX:~ 
 +D�¡£}Ý��«Ò�:~2��
STeò�RSdK
�ºVX���6Ä

ST����,���{§�¨ 
 §e�G¡·�:~2��·�RSdK

�ºVX���6Ä·�K¼Vã��,

���{§�¨ 

Z ºVX½Ô2ºVX:~ 
Ê¤ 

� ® ºVX#$ 
 '�D��çÐ�Ë&rx���/ú
��Æ�¾¿��e�x�cX���!ë

=�x«¢ÐÅ��{§�¨ 

® ºVX#$ 
Ê¤ 

(5���Q%&ª��
�Q�ÐÑ#o%

&ÐÑ(é 

──────  ��Q�Ë&��22���31×�_�}Ý
�eª���Q�7Æ���\�é�ò�o

�Ë{ÐÑ�ÐÅ��{§�¨ 
 ��22�@�
×�|�}Ý�eª���
Q�7Æ���'�ª���Q¢ÝieAB

/J�����2��;x���{§�¨ 
(6�ABTUVWX)
YZ[JKL��

���·��� 

──────  ½À�·�ÁV�=õ�yS7�·�Ë&
�Â�U·ySÄ¯{�¡7��Ú�RS�

7Æ�Ã>7dK
�¡ªâ7ÆDÖ×¡£

�Ä��Õ�ÐÙ(
�Åá��t(¹�¡

£7Å��{§�¨  
(7����AB�CD
Ed��ef�g

h7ij 

 úûAQ�/J;x 
 úûAQ�/J;x�AÆ#Ø�ËÅ�
�{§�¨ 

 úûAQ�/J;x 
Ê¤ 
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j� 
_AB/J�� 

�� ��22�
�
× 
� ��22�12�31×� 

'AB/J�� 
�� ��23�
�
× 
� ��23�12�31×� 

\�AB¿/0��Þ%

&ª«�À����

�ij 

 �IV�À�o��,���{§�¨ ────── 

c���Q%&ª���

Q�ÐÑ����i

j 

 ��Q�Ë&��22���31×�_�}Ý
�eª���Q�7Æ���\�é�ò�o

�Ë{ÐÑ�ÐÅ��{§�¨ 
 ��22�@�
×�|�}Ý�eª���
Q�7Æ���'�ª���Q¢ÝieAB

/J�����2��;x���{§�¨  

────── 

k�ABTUVWX)Y

Z[JKL����

�·��� 

 ½À�·�ÁV�=õ�yS7�·�Ë&
�Â�U·ySÄ¯{�¡7��Ú�RS�

7Æ�Ã>7dK
�¡ªâ7ÆDÖ×¡£

�Ä��Õ�ÐÙ(
�Åá��t(¹�¡

£7Å��{§�¨ 

────── 
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(7�AB�CDEd��ef�!"27�gh7ij�Rl

_AB/J�� 
�� ��22�
�
× 
� ��22�12�31×� 

'AB/J�� 
�� ��23�
�
× 
� ��23�12�31×� 

(1) ÍÁÂR��u�/J!üÎ�ª«TÇ������

�, 

'AB/J��Ë{�ÍÍÁÂR��u�/J!üÎ

�ª«TÇ�����Î�*+/J!üÈ19É ��20

�k�31×���,���{§�¨ 

7�����Ë�+����?���Ë&A·QÃ

Ç_'(@����N�ÀÁ�¯{§�Q¨ 

  

(2)�*+B~����/J!üQ��, 

ÍAB�CDE����/J!üÎ�*+/J!üÈ

22É ��20�12�26×��Í*+B~����/J!

üÎ�*+/J!üÈ21É ��20�12�26×��Í*

+B~/J!ü%&i+�ÊQ/J!ü�����,3

$Î�*+/J!ü�,3$È10É ��20�12�26

×��Ë&Í¦�o����/J!üÎ�*+/J!ü

È16É ��20�12�26×-E��¢���22�@�


×�|çè���*+B~�Ë&i+�ÊQ¡£�,�

���2�ÔÆ���22�@�
×�|çè���*+

B~�Ë&i+�ÊQ�7Æ����£�/J!üQ�

�,���{§�¨  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

�1��ÞÜ�«C����/J!ü��, 

 'AB/J��Ë{�Í�ÞÜ�«C����/J!

üÎ�*+/J!üÈ18É ��20���31×��Ë&

Í�ÞÜ�«C����/J!ü��,3$Î�*+/

J!ü�,3$È21É ��20���31×���,��

�{§�¨ 

 7�����Ë�I���N�ÀÁ�ËÌÄ¯{§

�¨ 

  

�2�Í¦�o����/J!üÎ%&Í¦�o�,�A

/0�/J;x����'I�DÍÆÎ��, 

 'AB/J��Ë{�Í¦�o����/J!üÎ

�*+/J!üÈ16É ��20���10×-E���Ë

&Í¦�o�,�A/0�/J;x����'I�DÍ

ÆÎ�çC:ótÎÈ24É ��20���10×���,

��ABêKäh7ÏÇ�ÐÅ��{§�¨ 

 7�����Ë�I���N�ÀÁ�ËÌÄ¯{§

�¨ 

(8�En#o�Rl

_AB/J�� 
�� ��22�
�
× 
� ��22�12�31×� 

'AB/J�� 
�� ��23�
�
× 
� ��23�12�31×� 

────── �ABI�JKL� 

��'AB/J��Ë{�ÍAB�CDE����/J!

üÎ�*+/J!üÈ22É����20�12�26×��!ë

=�Í�CDEQ�,Ð�ïØ%&d�#o�����Ñ

Q�ª«�TÇ��ÕÒÓÔÎ���21���24×��ÕÒ

ÓÔÈ\É���,��Í>&OPI�ÃÇ_'(@�

�Î�Õ�ÄEn���{§�¨  
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(9�qrst

_AB/J�� 
�� ��22�
�
× 
� ��22�12�31×� 

'AB/J�� 
�� ��23�
�
× 
� ��23�12�31×� 

────── �MN���En����/J!ü� 

 'AB/J��Ë{�ÍMN���En����/J!

üÎ�*+/J!üÈ25É����22�c�30×���,�

��{§�¨ep��Í����MN���J�Î�Ë&

Í����MN���J�~JÎ�_AB/J���·�

��ÍÀ�)UKÅ�QÎ�Ë&ÍÀ�)UKÅ�Q~

JÎ�·��b����{§�¨ 

────── �oùAÌ�RlQ�Ë�ÀÁ�  

 Í��0/��h�RÎ�:ó�eAÉ��~�÷�e

f��ÖAoQ�ª«�TÇ��oÖÎ���23�oÖÈ

114É��Ë&ÍÖ×"ØÙÚ¡£�ç��ef�è×�

çè��ef�äh7�Ø�Óã�����FÙ	oÎ

���23�oÖÈ117É�¢��23�12��×�-Ú�

����24�@�
×�0�ij��AB/J��¡£o

ùAÌ��Ì¨�Ë&ç��FoùA�>A¢Ðâ���

227{§�e¨���2¤7Æ�BCA·�Þ�Ë&B

CA·ª«�JK�Þ,��oòçøAÌ�³á�40.6(

¡£���25�
�
×�ij��AB/J��¡£��

27�
�
×�ij��AB/J���Ûú¢�z§��

ªVÅ��7Æ��38.0(����28�
�
×�ij�

�AB/J���0�Ûú¢�z§��ªVÅ��7Æ�

�35.6(27{§�¨��AÌRl�Ë{�BCA·�Þ

�·��BCA·ª«�·��ÛÜ�e·���75,153�

ð)>��oùAQÃÇ�¢116,628�ð����¶�º

»À�Å�·¢41,474�ð���¸�3r���{§�¨

§e��À��u�BCA·ª«¢134,754�ð)>��

Æ��À�Å�·¢Ê�3r���{§�¨ 
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(10�AB�CDE����abij

�ABFG:HE�u�

_AB/J�� 
���22�12�31×� 

'AB/J�� 
���23�12�31×� 

※
 �A/0�:��¤��	�2�{Ä¯{§�¨ ※
 �A/0�:��¤��	�2�{Ä¯{§�¨ 

¹�¶�º» �ð1,248,062 ¹�¶�º» �ð1,036,847
����õ�·�   25,538

※� AB/J��¬×q(½·�/J;x�7Æ���
'AB/J��¬×�·¸º��Ü×Ä�e¢�q(

×�ê�¢Ðâ�e¤�2��;x���{§�¨ 
 'AB/J��¬×q(½·�	�2�{Ä¯{§
�¨ 

※� AB/J��¬×q(½·�/J;x�7Æ���
'AB/J��¬×�·¸º��Ü×Ä�e¢�q(

×�ê�¢Ðâ�e¤�2��;x���{§�¨ 
 'AB/J��¬×q(½·�	�2�{Ä¯{§
�¨ 

�D½· �ð41,851
:¼½·  35,710

�D½· �ð39,466
:¼½·  26,910

※� µã�Q��Æ��ÞÝ&�µã�«C�	�2�
{Ä¯{§�¨ 

※� µã�Q��Æ��ÞÝ&�µã�«C�	�2�
{Ä¯{§�¨ 

µã�Þ � � � � 

}Ë%&�~Ë �ð958,821 ( 802,852�ð) 

º��	%&�

�� 
 780,738 ( 780,738 ) 

Æ�  2,838,292 (1,977,329 ) 

~J  4,577,852 (3,560,921 ) 

µã�Þ � � � � 

}Ë%&�~Ë �ð949,841 ( 800,665�ð) 

º��	%&�

�� 
 713,455 ( 713,455 ) 

Æ�  2,838,292 (1,977,329 ) 

~J  4,501,588 (3,491,450 ) 

�
�Õ���ò�5(G¡·�¡Þ� 

 b��ì� �ÕL��ò�-ß'Ý&�'�«
C�n���{§�¨ 

µã�«C � � � � 

5(G¡· �ð3,735,718 (3,682,000�ð) 
�
�Õ���ò�5(G¡·�¡Þ� 

 b��ì� �ÕL��ò�-ß'Ý&�'�«
C�n���{§�¨ 

µã�«C � � � � 

5(G¡· �ð3,379,534 (3,346,900�ð) 

※@ ÍÆ���À�����oÖÎ���10���31×
-ÚoÖÈ34É��Ë&ÍÆ���À�����oÖ
�ª«�TÇ��oÖÎ���11���31×-ÚoÖ
È24É��!ë=�'0�i+,Æ���À��Ð
Æ�'�À�Å��u�A·e'��Í�À��u�

BCA·ª«Î2��ª«�«�J�����ÛÜ

�e·��ÍÆ��À�Å�·Î2��@�Þ�«�

J���{§�¨ 

※@ ÍÆ���À�����oÖÎ���10���31×
-ÚoÖÈ34É��Ë&ÍÆ���À�����oÖ
�ª«�TÇ��oÖÎ���11���31×-ÚoÖ
È24É��!ë=�'0�i+,Æ���À��Ð
Æ�'�À�Å��u�A·e'��Í�À��u�

BCA·ª«Î2��ª«�«�J�����ÛÜ

�e·��ÍÆ��À�Å�·Î2��@�Þ�«�

J���{§�¨ 
�À��#o 
Æ���À�����oÖèÐÔ���10���
31×-Ú�ÔÈ119É�È�àÈ@É�òf��
�Ao�����oÖÈ69É�È16à��ò��
��A�>A�f�JK�!á27�Æ����

�Kõ��ef��Aâ5ã¢òf�-E�e#

o�Ë{Kõ�e���!ëÆ��äÐ�f¥Ç

Q~x67ÃÇ�ÐÅ�Kõ��#o��,��

�{§�¨ 

�À��#o 
Æ���À�����oÖèÐÔ���10���
31×-Ú�ÔÈ119É�È�àÈ@É�òf��
�Ao�����oÖÈ69É�È16à��ò��
��A�>A�f�JK�!á27�Æ����

�Kõ��ef��Aâ5ã¢òf�-E�e#

o�Ë{Kõ�e���!ëÆ��äÐ�f¥Ç

Q~x67ÃÇ�ÐÅ�Kõ��#o��,��

�{§�¨ 
�À��ÐÅe��× ��12�12�31×

�À��ÐÅeÆ��(¬�

���V�2�À�|�å¨

��2�Å� 
�ð1,340,978

�À��ÐÅe��× ��12�12�31×

�À��ÐÅeÆ��(¬�

���V�2�À�|�å¨

��2�Å� 
�ð1,381,969
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_AB/J�� 
���22�12�31×� 

'AB/J�� 
���23�12�31×� 

 \ �CÉ
àj 
 5(G¡·�
�Õ���ò�5(G¡·�¡Þ�

��ì �ð����CÉ
àj¢7Æ��{�

Ìb�àj�ßæ�eò~�G¡Ï��:�Ë{�G

¡·��'��G¡Ï�:�ªN�����2�7Å

��{§�¨ 

(1�5(G¡·�
�Õ���ò�5(G¡·�¡

Þ���ì �ð�FG:HE�ABk[K

�Ë&z�k[K���"�«�·�¢���14

�12�êK(¬×�Ë&¦_�êK(¬×���

�FG:HE�ABk[K�Ë&z�k[K��

�"�«�·��Æ¾�¡ñÆ#� (Õq�·

��7Åeò~¨ 

(2�5(G¡·�
�Õ���ò�5(G¡·�¡

Þ���ì �ð�FG:HE�ABk[K

�Ë&z�k[K���"�«�·�¢���16

�12�êK(¬×�Ë&¦_�êK(¬×���

�FG:HE�ABk[K�Ë&z�k[K��

�"�«�·��Æ¾�¡ñÆ#� (Õq�·

��7Åeò~¨ 

81,900

19,400

75

62,500

75

 \ �CÉ
àj 
 5(G¡·�
�Õ���ò�5(G¡·�¡Þ�

��ì �ð����CÉ
àj¢7Æ��{�

FG:HE�ABk[K�Ë&z�k[K���"�

«�·�¢���16�12�êK(¬×�Ë&¦_�ê

K(¬×����FG:HE�ABk[K�Ë&z�

k[K���"�«�·��Æ¾�¡ñÆ#� (Õ

q�·��7Åeò~��G¡Ï��:�Ë{�G¡

·��'��G¡Ï�:�ªN�����2�7Å�

�{§�¨ 

12,500

75

 c 'çFè��%&FõJoVzxyz�� 
 '0w�[ã���·é�Óã���·Ãb�º

S¢2�ò¢�ñf�ef�D�·¸º�2�éÄ'

çFè���Ë&FõJoVzxyz���ÊB��

�{§�¨ 

 'AB/J��¬�'çFè���Ë&FõJoV

zxyz����Ì�2�{Ä¯{§�¨ 

 7��b��ì�FõJoVzxyz��(��

� �ð)���CÉ
àj¢7Æ��{�

Ìb�àj�ßæ�eò~����Ï�h:�Ë{�

���Û����yS¢¢¯{§�¨ 

(1�FõJoVzxyz����ì �ð�

FG:HE�ABk[K�Ë&z�k[K��@

�Þ�«�·�¢��21�12�êK(¬×���

�FG:HE�ABk[K�Ë&z�k[K��

@�Þ�«�·�� (Õq�·��7Åeò

~¨� 

'çFèo��%&FõJo

Vzxyz�� 
�ð2,930,000

G¡çÐßñ  �

Å��  2,930,000

1,700,000

1,100,000

70

 c 'çFè��%&FõJoVzxyz�� 
 '0w�[ã���·é�Óã���·Ãb�º

S¢2�ò¢�ñf�ef�D�·¸º�2�éÄ'

çFè���Ë&FõJoVzxyz���ÊB��

�{§�¨ 

 'AB/J��¬�'çFè���Ë&FõJoV

zxyz����Ì�2�{Ä¯{§�¨ 

 7��b��ì�FõJoVzxyz��(��

� �ð)���CÉ
àj¢7Æ��{�F

G:HE�ABk[K�Ë&z�k[K��@�Þ�

«�·�¢��22�12�êK(¬×����FG:H

E�ABk[K�Ë&z�k[K��@�Þ�«�·

�� (Õq�·��7Åeò~����Ï�h:�

Ë{����Û����yS¢¢¯{§�¨ 

'çFèo��%&FõJo

Vzxyz�� 
�ð3,080,000

G¡çÐßñ  350,000

Å��  2,730,000

500,000

70

(2�FõJoVzxyz����ì �ð�F

G:HE�ABk[K�Ë&z�k[K���É

�"�~J·��@�Þ�«�~J·�¡£�O

��Ò�Ë&BCºVXI��~J·��ÛÜ�

e·��¢���21�12�êK(¬×����F

G:HE�ABk[K�Ë&z�k[K���É

�"�~J·�� (Õq�·��7Åeò~¨ 

600,000

80
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'AB/J���� ��23�
�
× � ��23�12�31×� 

※
 'AB/J���¦_AB/J������MN�� 

  

※� 'AB/J���¦_AB/J����������MN�� 

  

�ABI�JKL�u�

_AB/J�� 
�� ��22�
�
× 
� ��22�12�31×� 

'AB/J�� 
�� ��23�
�
× 
� ��23�12�31×� 

※
 ¸ò�Þ$Ñ��Õ��	�2�{Ä¯{§�¨ 

º��	%&��� �ð3,405

※
 ¸ò�Þ$Ñ��Õ��	�2�{Ä¯{§�¨ 

}Ë%&�~Ë �ð118,770

º��	%&���  11,602

 J  130,372

 �        ────── ※� ¸ò�Þ$ÑI�Õ��	�2�{Ä¯{§�¨ 

}Ë%&�~Ë �ð806

º��	%&���  2,426

 J  3,233

※� ¸ò�ÞÜÑI�Õ��	�2�{Ä¯{§�¨ ※� ¸ò�ÞÜÑI�Õ��	�2�{Ä¯{§�¨ 

}Ë%&�~Ë �ð367

º��	%&���  18,210

}^ZÈò  797

���  698

J  20,073

}Ë%&�~Ë �ð6,270

º��	%&���  15,047

���  135

J  21,453

※@ ª�rxû%&'(ghû,�¡§���ri}û

� �ðÄ¯{§�¨ 844,714

※@ ª�rxû%&'(ghû,�¡§���ri}û

� �ðÄ¯{§�¨ 794,979

※\ i+�öI��P©¿/0�ÝÞ£¤�ö�Ô�I

OÄ¯{§�¨ 

P©¿/0�i+��~û, �ð76,803

 \        ────── 

�ABMN��JKL�u�

�/0OP�u�MN�� �ð312,191

>&OP�u�MN��  96,372

J  408,564

���¶�º»À�Å�· �ð△19,319

STUKÃÇÈò  △602,046

¦�o�,/0�:��¦�e'�  △17,918

J  △639,283
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_AB/J������22�
�
× ���22�12�31×� 


�}Ð�OØ�|}%&&Ý&��ÉOØ�|}%&OØ&����ij 

�a�ê�OØ��ÉOØ�OØ&�3r1,841O��zëÕqOØ�¾D{�Ë�3rÄ¯{§�¨ 

� 

�� '����ij 

�1� '·:¼� 

�2�!ü×¢'AB/J���$�� '��ì� '�ø=}Ý×¢¹AB/J��27�¤� 

�ABOP�"QRSJKL�u�

� _AB/J��¬
OØ&�O� 

'AB/J��3
rOØ&�O� 

'AB/J��)
>OØ&�O� 

'AB/J��¬
OØ&�O� 

}Ð�OØ � � � � 

ê�OØ  9,000,000  �  �  9,000,000

~J  9,000,000  �  �  9,000,000

�ÉOØ � � � � 

ê�OØ�a�  9,138  1,841  �  10,979

~J  9,138  1,841  �  10,979

êú OØ�|}  '·�� 
��ð� 


O'e{ '
��ð� !ü× ø=}Ý× 

��22���30× 

òVOP/ 
ê�OØ  53,945  6.0 ��21�12�31× ��22���31× 

êú OØ�|}  '·�� 
��ð�  '�Û� 
O'e{ 

'��ð� !ü× ø=}Ý× 

��23���29× 

òVOP/ 
ê�OØ  80,901 ��ÃÄ·  9.0 ��22�12�31× ��23���30× 
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'AB/J������23�
�
× ���23�12�31×� 


�}Ð�OØ�|}%&&Ý&��ÉOØ�|}%&OØ&����ij 

�a�ê�OØ��ÉOØ�OØ&�3r967O��zëÕqOØ�¾D{�Ë�3rÄ¯{§�¨ 

� 

�� '����ij 

�1� '·:¼� 

�2�!ü×¢'AB/J���$�� '��ì� '�ø=}Ý×¢¹AB/J��27�¤� 

� _AB/J��¬
OØ&�O� 

'AB/J��3
rOØ&�O� 

'AB/J��)
>OØ&�O� 

'AB/J��¬
OØ&�O� 

}Ð�OØ � � � � 

ê�OØ  9,000,000  �  �  9,000,000

~J  9,000,000  �  �  9,000,000

�ÉOØ � � � � 

ê�OØ�a�  10,979  967  �  11,946

~J  10,979  967  �  11,946

êú OØ�|}  '·�� 
��ð� 


O'e{ '
��ð� !ü× ø=}Ý× 

��23���29× 

òVOP/ 
ê�OØ  80,901  9.0 ��22�12�31× ��23���30× 

��23�m�m× 

DÊ�/ 
ê�OØ  53,928  6.0 ��23�c�30× ��23�p�p× 

êú OØ�|}  '·�� 
��ð�  '�Û� 
O'e{ 

'��ð� !ü× ø=}Ý× 

��24���27× 

òVOP/ 
ê�OØ  53,928 ��ÃÄ·  6.0 ��23�12�31× ��24���28× 

�ABTUVWX)YZ[JKL�u�

_AB/J�� 
�� ��22�
�
× 
� ��22�12�31×� 

'AB/J�� 
�� ��23�
�
× 
� ��23�12�31×� 

 �·%&�·ÊQË�(¬ßñ2ABFG:HE�ìb

���Æ�Õ��·�2��u 

 �·%&�·ÊQË�(¬ßñ2ABFG:HE�ìb

���Æ�Õ��·�2��u 

  

���22�12�31×���

�·%&®·Èò �ð4,644,369

®¡(é¢�¡���N�ò(®·  △162,815

�·%&�·ÊQË  4,481,554
  

���23�12�31×���

�·%&®·Èò �ð3,212,841

®¡(é¢�¡���N�ò(®·  △294

�·%&�·ÊQË  3,212,547
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_AB/J������22�
�
× ���22�12�31×� 

 '0w�[ã���í,)ÉS,)îÃ,7ü�S�,{|q[K}�gh�Ë&#$�P2��x[-[

Ä¯{��vwxyz�$ñ�~J�+���Ë&�vwxyz��Þ�·��~J���f�'�vw

xyz��~¢Æ¾�¤90(��N�Æ�ef�i+�|}Fvwxyzst�b���9���{§�¨ 

_AB/J������22�
�
× ���22�12�31×� 

 �a�
��ï������x6ðñ��Ë{ò����{§�¨ 

��"ó�/�ò��$���ï����Õ��	�2�{Ä¯{§�¨ 

(1�P©�©��-l��Ë&xTWJÄ¯{§�¨ 

(2��X��4��kzlm��y�Ä¯{§�¨ 

(3�����µ¶Ä¯{§�¨� 

��+û,��ì�ú�ï��0�j��¡fe ôÑS+û,�¯{§�Q¨ 

@��Þ��ì�ú�ï��0�j��¡fe�0�Þ�·��3,603,259�ðÄ¯{���P7¤��'0Ä

�Ä��,�·��·%&®·��5(¹��·�¹�¶�º»��Ë&rx«<�u��ÞQÄ¯{§

�¨ 

  

_AB/J������22�
�
× ���22�12�31×� 

�a�
��ï������x6ðñ��Ë{ò����{§�¨ 

��{ò��$���ï����Õ��	�2�{Ä¯{§�¨ 

(1�P©�©��-l��Ë&xTWJÄ¯{§�¨ 

(2��X��P�4������y�eW��kzlm�õ�Ä¯{§�¨ 

(3�����P�µ¶Ä¯{§�¨ 

��./$ñ��'0�Ë&AB¿/0�"ó�/��ï�������$ñÄ¯{§�¨ 

�     ep��AB/0é�Õ«$ñ�ÜÆ��{§�¨ 

�vwxyzstQ�

ö�i+�|}Fvwxyzst

÷����Fvwxyzst

� ×" 
��ð� 

P© 
��ð� 

�X� 
��ð� 

��� 
��ð� 

J 
��ð� 

ú�ï��0 
��ð� 

AB 
��ð� 

Ⅰ $ñ%&+I� � � � � � � � 

$ñ    ����  ����  ����  ����  ����

(1�/«A8�:�� 

$ñ 
 21,751,373  7,915,523  5,571,245 1,060,508  36,298,651  �  36,298,651

(2�vwxyzé�Õ« 

$ñ 
 6,046,227  8,410  1,894,375  29  7,949,043  △7,949,043  �

J  27,797,601  7,923,934  7,465,620 1,060,538  44,247,695  △7,949,043  36,298,651

+û,  27,138,102  7,766,010  6,555,960 1,034,698  42,494,771  △7,882,796  34,611,974

+��  659,498  157,924  909,660  25,840  1,752,923  △66,247  1,686,676

Ⅱ �Þ  18,074,026  4,933,296  5,353,375  799,372  29,160,071  1,270,337  30,430,408

ø�./$ñ

� P© �X� ��� J  

Ⅰ ./$ñ��ð�  7,959,244  8,637,118  1,384,711  17,981,074

Ⅱ AB$ñ��ð� �  ����  ����  36,298,651

Ⅲ ./$ñ�AB$ñ��

f��~�(� 
 21.9  23.8  3.8  49.5
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'AB/J������23�
�
× ���23�12�31×� 


�tÎvwxyz�Yh 

'0w�[ã�tÎvwxyz��'0w�[ã���z���ì�Ê��e�Cst¢¡½ySÄ¯

{�'0�DÊ�/¢��Ø� ��êò�Ë&+��À���ef��ò(6�±²�Ð�:~27Å

�Æ�¤�Ä¯{§�¨'0w�[ã���í,)ÉS,)îÃ,7ü�S�,{|q[K}�gh�Ë&

#$�P2��x[-[Ä¯{�{�����où�Ë&��N¢89�_æ��i+ßS��i���

{§�¨ 

�e¢Å��Í×"Î�ÍP©Î�Í4�Î�Í�X�Î�Íµ¶Î�\7�tÎvwxyz2���{

§�¨  
  

��tÎvwxyzù2�$ñ���ï�IO��Þ�ª«����j��·��Kò#o 

tÎ���Æ�i+vwxyz�/J;x�#o��ÍAB�CDEd��ef�!"27�gh7i

jÎ����b�2YZÊªÄ¯{§�¨ 

tÎvwxyz�����+��k[K�&ÚÄ¯{§�¨ 

vwxyzé�$ñ��ÈúûéD��f�!ëÆ��{§�¨  
  
��tÎvwxyzù2�$ñ���ï�IO��Þ�ª«����j��·�����st 
  
_AB/J������22�
�
× ���22�12�31×�  

�a�
�ÃÇ��	�2�{Ä¯{§�¨ 

(1�vwxyz���ÃÇ�△66,247�ð���vwxyzé�Õç�I�△71,308�ðQ¢¡§���{

§�¨  

(2�vwxyz�Þ�ÃÇ�1,196,957�ð���tÎvwxyzé�eüú�△2,332,941�ð�{tÎv

wxyz� ���Æ7Æ�0�Þ3,529,899�ð¢¡§��Æ§�¨ 

�0�Þ��P��/0Ä�ÄÃ�,�·��·%&®·��5(¹��·�¹�¶�º»��u��

ÞQÄ¯{§�¨ 

(3�)�ÐÑû�ÃÇ���vwxyzé�Õç�I�Ä¯{§�¨ 

(4�¦�o�,/0×�¹���ÃÇ���vwxyzé�Õç�I�Ä¯{§�¨ 

��vwxyz����ABI�JKL�+��2ÃÇ�ÐÅ��{§�¨ 

ý�vwxyzst

�z�D�ð�

� 

tÎvwxyz 

~J ÃÇ� 
�a�
 

AB�CD
EJ�
�a�� ×" P© 4� �X� µ¶ 

$ñ � � � � � � � � 

/«A8×�

$ñ 
 21,751,373  7,915,523  4,974,258  596,986  1,060,508  36,298,651  �  36,298,651

vwxyzé

�Õ«$ñ

ï�»Tñ 

 6,046,227  8,410  1,476,564  417,811  29  7,949,043  △7,949,043  �

J  27,797,601  7,923,934  6,450,822  1,014,797  1,060,538  44,247,695  △7,949,043  36,298,651

vwxyz��  659,498  157,924  793,918  115,742  25,840  1,752,923  △66,247  1,686,676

vwxyz�Þ  16,910,438  4,933,296  3,666,963  2,923,381  799,372  29,233,451  1,196,957  30,430,408

����j� � � � � � � � � 

)�ÐÑû  674,956  156,010  96,840  27,121  28,691  983,621  △1,045  982,575

��Q�ÐÑ  �  �  23,991  966  �  24,957  �  24,957

¦�o�,/

0×�¹�� 
 26,794  �  �  1,237,409  �  1,264,203  △16,141  1,248,062

  
¶·¸ò�Þ

%&�·¸ò

�Þ�3r� 

 389,835  140,650  184,537  374,269  2,478  1,091,772  �  1,091,772
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'AB/J(é����23�
�
× ���23�12�31×�  

�z�D�ð�

�a�
�ÃÇ��	�2�{Ä¯{§�¨ 

(1�vwxyz��ï�IO�△��ÃÇ�△23,232�ð���vwxyzé�Õç�I�△23,597�ðQ

¢¡§���{§�¨  

(2�vwxyz�Þ�ÃÇ�△186,126�ð���tÎvwxyzé�eüú�△2,876,560�ð�{tÎv

wxyz� ���Æ7Æ�0�Þ2,690,433�ð¢¡§��Æ§�¨ 

�0�Þ��P��/0Ä�ÄÃ�,�·��·%&®·��5(¹��·�¹�¶�º»��u��

ÞQÄ¯{§�¨ 

(3�)�ÐÑû�ÃÇ���vwxyzé�Õç�I�Ä¯{§�¨ 

(4�¦�o�,/0×�¹���ÃÇ���vwxyzé�Õç�I�Ä¯{§�¨ 

��vwxyz��ï�IO�△���ABI�JKL�+��2ÃÇ�ÐÅ��{§�¨   

� 

tÎvwxyz 

~J ÃÇ� 
�a�
 

AB�CD
EJ�
�a�� ×" P© 4� �X� µ¶ 

$ñ � � � � � � � � 

/«A8×�

$ñ 
 19,801,122  6,624,270  4,553,394  1,470,371  1,013,944  33,463,104  �  33,463,104

vwxyzé

�Õ«$ñ

ï�»Tñ 

 6,336,875  4,574  1,584,858  363,077  �  8,289,384  △8,289,384  �

J  26,137,997  6,628,844  6,138,252  1,833,449  1,013,944  41,752,488  △8,289,384  33,463,104

vwxyz��

ï�IO�△� 
 △45,638  △18,803  630,464  199,287  12,079  777,390  △23,232  754,157

vwxyz�Þ  16,961,353  4,314,380  3,810,545  4,015,372  849,287  29,950,940  △186,126  29,764,813

����j� � � � � � � � � 

)�ÐÑû  614,317  131,127  86,972  49,172  14,741  896,331  △3,050  893,281

��Q�ÐÑ  �  �  23,991  966  �  24,957  �  24,957

¦�o�,/

0×�¹�� 
 �  �  �  1,075,927  �  1,075,927  △13,541  1,062,386

  
¶·¸ò�Þ

%&�·¸ò

�Þ�3r� 

 540,849  105,417  160,791  328,400  10,534  1,145,994  �  1,145,994
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'AB/J������23�
�
× ���23�12�31×� 


�g�%&â[!Kù2�st 

 �S�,{|q[K}�gh�Ë&#$�P2��x[-[Ä¯{��vwxyz�$ñ�~J�

+���Ë&�vwxyz��Þ�·��~J���f�'�vwxyz��~¢Æ¾�¤90(��N�

Æ�ef�i+�|}Fvwxyzst�b���9���{§�¨ 

   

����ù2�st 

(1�$ñ 

�z�D�ð�

�a�$ñ��A8�����!á2���ï�����}���{§�¨   

  

(2�¶·¸ò�Þ 

�z�D�ð�

�a�Í�0)ú�Î�·���vwxyzé�¸ò�Þ�Õç�I��ú��Ë�¤�Ä¯{§�¨ 

   

��Ph7A8ù2�st 

�z�D�ð�

   

'AB/J������23�
�
× ���23�12�31×� 

�'ij�¯{§�Q¨  

  

'AB/J������23�
�
× ���23�12�31×� 

�z�D�ð�

  

 7����22�@�
×_�Ðâ�e*+B~Q�Ë{}Ý�eª���Q�ÐÑ�%&ÕÐÑßñ���

Ì�2�{Ä¯{§�¨ 

�z�D�ð�

þ��Ast

×" P© 4� �X� µ¶ ��� J 

 16,934,119  6,635,590  4,524,582  3,871,125  1,337,049  160,635  33,463,104

×" P© 4� �X� µ¶ �0)ú� J 

 6,269,392  978,895  648,528  1,191,960  147,568  △9,605  9,226,739

A8���ï��� $ñ �A��vwxyz 

"�ô��+�  2,817,829 ×" 

��tÎvwxyzù2�¸ò�Þ�)IIO����st

��tÎvwxyzù2���Q�ÐÑ�%&ÕÐÑßñ����st

  ×" P© 4� �X� µ¶ ��� �0)ú� ~J 

'(ÐÑ�  �  �  23,991  966  �  �  �  24,957

'(¬ßñ  �  �  224  2,898  �  �  �  3,123

  ×" P© 4� �X� µ¶ ��� �0)ú� ~J 

'(ÐÑ�  3,760  �  �  �  �  �  �  3,760

'(¬ßñ  3,613  �  �  �  �  �  �  3,613
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'AB/J������23�
�
× ���23�12�31×� 

gh¢¢��Æef�b���9���{§�¨  

  

�qrst� 

'AB/J������23�
�
× ���23�12�31×� 

 'AB/J��Ë{ÍvwxyzstQ�in����/J!üÎ�*+/J!üÈ17É ��21���27

×�%&ÍvwxyzstQ�in����/J!ü��,3$Î�*+/J!ü�,3$È20É ��20�

��21×���,���{§�¨  

   

 �a�
O'e{'(@��·��Kò�!á���Ì�2�{Ä¯{§�¨ 

  

※abij��ì�d[KD��u��A'iûst�Aø /J�u�·¸°��u�¶�º»�u�xd�ab

pD��u�ÁÂR��u�*+B~Q�u��ÞÜ�«C�u��Ë&�FQÑSÞ�u�7Æ���b���

9���{§�¨ 

��tÎvwxyzù2�ª���Q}Ý�����st

�
O'e{st�

_AB/J�� 
�� ��22�
�
× 
� ��22�12�31×� 

'AB/J�� 
�� ��23�
�
× 
� ��23�12�31×� 


O'e{@�Þ� ð 1,069.51


O'e{'(@��·� ð 97.98


O'e{@�Þ� ð 1,021.71


O'e{'(@��·� ð 7.20

 7����OØÃÇ|
O'e{'(@��·��7Æ

�����OØ¢]��7Æefb����{§�Q¨ 

 7����OØÃÇ|
O'e{'(@��·��7Æ

�����OØ¢]��7Æefb����{§�Q¨ 

� 
_AB/J�� 

(� ��22�
�
× 
� ��22�12�31×) 

'AB/J�� 
(� ��23�
�
× 
� ��23�12�31×) 

'(@����ð�  880,883  64,798

ê�OP�	$�7Æ·���ð�  �  �

ê�OØ�u�'(@����ð�  880,883  64,798

ê�OØ�(4�§OØ&�O�  8,989,972  8,988,267

�gh7|}i~�

_AB/J�� 
�� ��22�
�
× 
� ��22�12�31×� 

'AB/J�� 
�� ��23�
�
× 
� ��23�12�31×� 

 '0����23���17×i
�DÊ�/��Æ���

y�eW��¿/0�^_���2�êúÆe�§�e¨ 

Õ��7=§����Ê×in�Í�y�eW�����

¿/0^_������£�Î�ù�´p�Æ¨ 

────── 
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(1�����S 
  
① EDÊ���S 
  ��'ij�¯{§�Q¨ 
  
② ��������S���24���27×�ò� 
(1��w����¥û�0/����¥� 

8� ����D()*�OØ/0 EDÊ�?C� 
  

(2�Áw�ò��� 
�� �� ��D'0 0/���� 
  

\����
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