
 

 

連結貸借対照表 

 (  平成２５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 6,456,283 流動負債 8,436,563

 現金及び預金 1,652,676 支払手形及び買掛金 2,283,820

 受取手形及び売掛金 1,954,625 短期借入金 4,550,000

 商品及び製品 2,037,426 １年内返済予定の長期借入金 361,310

 原材料及び貯蔵品 10,892 １年内償還予定の社債 30,000

 前払費用 89,055 リース債務 294,036

 繰延税金資産 63,355 未払金 386,624

 未収入金 458,862 未払費用 160,632

 その他 228,043 未払法人税等 63,167

 貸倒引当金 △38,649 未払消費税等 63,008

固定資産 7,202,503 前受金 71,300

有形固定資産 6,043,204 賞与引当金 108,542

 建物及び構築物 1,220,357 その他 64,123

 機械装置及び運搬具 370,954 固定負債 1,501,967

 土地 3,890,088  社債  60,000

 リース資産 498,270 長期借入金 687,692

 その他 63,534 リース債務 235,831

無形固定資産 24,725 退職給付引当金 381,568

 のれん 5,038 役員退職慰労引当金 96,992

 ソフトウエア 2,842 繰延税金負債 

 その他 

15,497

24,386 その他 16,845

  負債合計 9,938,531

投資その他の資産 1,134,573 (純資産の部) 

 投資有価証券 94,288 株主資本 3,695,154

 長期貸付金 56,400 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 226,450 利益剰余金 2,848,579

 繰延税金資産 55,854 自己株式 △27,174

 差入保証金 688,838 その他の包括利益累計額 22,345

 その他 32,741   その他有価証券評価差額金 22,345

 貸倒引当金 △29,395 新株予約権 2,755

  純資産合計 3,720,255

資  産  合  計 13,658,786 負 債 ・ 純 資 産 合 計 13,658,786

    (注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 
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連結損益計算書 

 ( 自 平成24年５月１日 至 平成25年４月30日 ) 

(単位：千円) 

科    目 金    額 
売上高 37,335,927

売上原価 31,624,315

 売上総利益 5,711,612

販売費及び一般管理費 5,428,715

 営業利益 282,896

営業外収益 

 受取利息 2,717

 受取配当金 1,721

 受取手数料 49,043

23,880 その他 77,363

営業外費用 

 支払利息 66,121

 その他 7,319 73,440

 経常利益 286,819

特別損失 

 固定資産除却損 8,607

 貸倒引当金繰入額 20,000

 その他 1,006 29,613

税金等調整前当期純利益 257,205

 法人税、住民税及び事業税 107,108

 法人税等調整額 △26,540 80,568

 少数株主損益調整前当期純利益 176,637

 当期純利益 176,637

    (注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 
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連結株主資本等変動計算書 

 ( 自 平成24年５月１日 至 平成25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 2,703,752 △27,174 3,550,328

当期変動額  

 剰余金の配当 ― ― △31,811 ― △31,811

 当期純利益 ― ― 176,637 ― 176,637

 株主資本以外の項目の当期 
変動額(純額) ― ― ― ― ―

当期変動額合計 ― ― 144,826 ― 144,826

当期末残高 411,250 462,500 2,848,579 △27,174 3,695,154

 

 
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 11,964 11,964 1,015 3,563,307

当期変動額  

 剰余金の配当 ― ― ― △31,811

 当期純利益 ― ― ― 176,637

 株主資本以外の項目の当期 
変動額(純額) 10,381 10,381 1,740 12,121

当期変動額合計 10,381 10,381 1,740 156,948

当期末残高 22,345 22,345 2,755 3,720,255

      (注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 
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