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連結貸借対照表 

 (  平成２４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 6,732,681 流動負債 9,068,366

 現金及び預金 1,357,062 支払手形及び買掛金 2,197,443

 受取手形及び売掛金 2,204,206 短期借入金 5,105,872

 商品及び製品 2,155,922 １年内返済予定の長期借入金 291,020

 原材料及び貯蔵品 16,831 １年内償還予定の社債 30,000

 前払費用 88,376 リース債務 363,482

 繰延税金資産 70,570 未払金 514,831

 未収入金 670,371 未払費用 196,857

 その他 206,535 未払法人税等 72,402

 貸倒引当金 △37,196 未払消費税等 32,389

固定資産 7,442,633 前受金 88,577

有形固定資産 6,271,445 賞与引当金 106,272

 建物及び構築物 1,242,818 その他 69,216

 機械装置及び運搬具 350,997 固定負債 1,543,641

 土地 3,890,088  社債  90,000

 リース資産 719,570 長期借入金 550,666

 その他 67,970 リース債務 400,761

無形固定資産 46,291 退職給付引当金 368,821

 のれん 26,030 役員退職慰労引当金 97,258

 ソフトウエア 3,060 繰延税金負債 

 その他 

13,890

22,242 その他 17,201

  負債合計 10,612,007

投資その他の資産 1,124,896 (純資産の部) 

 投資有価証券 80,585 株主資本 3,550,328

 長期貸付金 68,050 資本金 411,250

 破産更生債権等 9,395 資本剰余金 462,500

 保険積立金 197,684 利益剰余金 2,703,752

 繰延税金資産 22,806 自己株式 △27,174

 差入保証金 727,608 その他の包括利益累計額 11,964

 その他 28,174   その他有価証券評価差額金 11,964

 貸倒引当金 △9,407 新株予約権 1,015

  純資産合計 3,563,307

資  産  合  計 14,175,315 負 債 ・ 純 資 産 合 計 14,175,315
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連結損益計算書 

 ( 自 平成23年５月１日 至 平成24年４月30日 ) 

(単位：千円) 

科    目 金    額 
売上高 34,797,570

売上原価 29,039,931

 売上総利益 5,757,639

販売費及び一般管理費 5,595,723

 営業利益 161,915

営業外収益 

 受取利息 2,989

 受取配当金 1,687

 受取手数料 56,756

45,615 その他 107,049

営業外費用 

 支払利息 86,511

 その他 4,409 90,921

 経常利益 178,043

特別利益 

   固定資産売却益 1,049 1,049

特別損失 

 固定資産除却損 28,773

16,450 45,223 その他 

 税金等調整前当期純利益 133,870

 法人税、住民税及び事業税 93,516

 法人税等調整額 △6,583 86,932

 少数株主損益調整前当期純利益 46,937

 当期純利益 46,937
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連結株主資本等変動計算書 

 ( 自 平成23年５月１日 至 平成24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 

当期首残高 411,250 462,500 2,688,627 △27,174 3,535,202

当期変動額  

 剰余金の配当 ― ― △31,811 ― △31,811

 当期純利益 ― ― 46,937 ― 46,937

 株主資本以外の項目の当期 
変動額(純額) ― ― ― ― ―

当期変動額合計 ― ― 15,125 ― 15,125

当期末残高 411,250 462,500 2,703,752 △27,174 3,550,328

 

 
その他の包括利益累計額 

新株予約権 
 

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 

当期首残高 11,369 11,369 ― 3,546,572

当期変動額  

 剰余金の配当 ― ― ― △31,811

 当期純利益 ― ― ― 46,937

 株主資本以外の項目の当期 
変動額(純額) 594 594 1,015 1,609

当期変動額合計 594 594 1,015 16,734

当期末残高 11,964 11,964 1,015 3,563,307
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