
 

 

連結貸借対照表 

 (  平成２３年４月３０日現在 ) 

(単位：千円) 

科    目 金    額 科    目 金    額 
(資産の部) (負債の部) 

流動資産 6,179,731 流動負債 8,465,122

 現金及び預金 1,292,919 支払手形及び買掛金 1,793,267

 受取手形及び売掛金 2,212,936 短期借入金 5,076,226

 商品及び製品 2,050,137 １年内返済予定の長期借入金 283,872

 原材料及び貯蔵品 20,452 １年内償還予定の社債 30,000

 前払費用 54,692 リース債務 317,565

 繰延税金資産 57,461 未払金 334,415

 未収入金 318,202 未払費用 173,048

 その他 228,741 未払法人税等 80,083

 貸倒引当金 △55,813 未払消費税等 13,151

固定資産 7,391,190 前受金 179,532

有形固定資産 6,170,531 賞与引当金 117,020

 建物及び構築物 1,211,373 その他 66,940

 機械装置及び運搬具 333,921 固定負債 1,559,226

 土地 3,890,088  社債  120,000

 リース資産 695,226 長期借入金 558,350

 その他 39,921 リース債務 422,041

無形固定資産 71,752 退職給付引当金 330,935

 のれん 47,022 役員退職慰労引当金 88,347

 ソフトウエア 1,907 繰延税金負債 

 その他 

16,948

22,603 その他 22,822

  負債合計 10,024,349

投資その他の資産 1,148,905 (純資産の部) 

 投資有価証券 90,315 株主資本 3,535,202

 長期貸付金 87,850 資本金 411,250

 破産更生債権等 11,278 資本剰余金 462,500

 保険積立金 164,683 利益剰余金 2,688,627

 繰延税金資産 31,256 自己株式 △27,174

 差入保証金 744,937 その他の包括利益累計額 11,369

 その他 28,074   その他有価証券評価差額金 11,369

 貸倒引当金 △9,489 純資産合計 3,546,572

資  産  合  計 13,570,921 負 債 ・ 純 資 産 合 計 13,570,921
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連結損益計算書 

 ( 自 平成22年５月１日 至 平成23年４月30日 ) 

(単位：千円) 

科    目 金    額 
売上高 31,652,145

売上原価 25,883,778

 売上総利益 5,768,367

販売費及び一般管理費 5,453,436

 営業利益 314,931

営業外収益 

 受取利息 3,610

 受取配当金 1,576

 受取手数料 39,425

25,106 その他 69,718

営業外費用 

 支払利息 90,792

 その他 13,713 104,505

 経常利益 280,144

特別利益 

 貸倒引当金戻入益 1,402 1,402

特別損失 

 固定資産除却損 11,042

 資産除去債務会計基準適用に伴う影響額 33,549

5,780 50,371 その他 

 税金等調整前当期純利益 231,174

 法人税、住民税及び事業税 94,968

 法人税等調整額 9,277 104,245

 少数株主損益調整前当期純利益 126,929

 当期純利益 126,929
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連結株主資本変動計算書 

 ( 自 平成22年５月１日 至 平成23年４月30日 ) 

(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 

平成22年４月30日残高 411,250 462,500 2,593,509 △27,143 3,440,116

連結会計年度中の変動額  

 剰余金の配当 ― ― △31,812 ― △31,812

 当期純利益 ― ― 126,929 ― 126,929

 自己株式の取得 ― ― ― △30 △30

 株主資本以外の項目の連結 
 会計年度中の変動額(純額) ― ― ― ― ―

連結会計年度中の変動額合計 ― ― 95,117 △30 95,086

平成23年４月30日残高 411,250 462,500 2,688,627 △27,174 3,535,202

 

 
その他の包括利益累計額 

 
純資産合計 その他有価証券 

評価差額金 
その他の包括利益      

累計額合計 

平成22年４月30日残高 11,083 11,083 3,451,199

連結会計年度中の変動額 

 剰余金の配当 ― ― △31,812

 当期純利益 ― ― 126,929

 自己株式の取得 ― ― △30

 株主資本以外の項目の連結 
 会計年度中の変動額(純額) 286 286 286

連結会計年度中の変動額合計 286 286 95,373

平成23年４月30日残高 11,369 11,369 3,546,572
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