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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(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 ％

21年3月期 7,147 △15.0 △60 ― △59 ― △199 ―

20年3月期 8,403 △5.2 457 9.2 430 △8.9 240 0.2

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 ％ ％ ％

21年3月期 △50.36 ― △4.8 △0.7 △0.8

20年3月期 60.56 ― 5.7 5.0 5.4

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―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

21年3月期 7,651 4,032 52.7 1,022.93
20年3月期 8,352 4,272 51.2 1,078.12

（参考） 自己資本   21年3月期  4,032百万円 20年3月期  4,272百万円

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

21年3月期 △154 △72 83 578
20年3月期 125 △91 △54 722

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年3月期 0.00 5.00 0.00 5.00 10.00 39 16.5 0.9
21年3月期 0.00 2.50 0.00 0.00 2.50 9 ― 0.2

22年3月期 
（予想）

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ―

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

売上高 営業利益 経常利益 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 
連結累計期間

2,884 △20.6 △164 ― △169 ― △170 ― △43.25

通期 6,067 △15.1 △240 ― △251 ― △254 ― △64.62



4.  その他 

(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  

（注） 詳細は、６ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注） 詳細は、19ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注） １株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、31ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 3,964,580株 20年3月期 3,964,580株

② 期末自己株式数 21年3月期  22,268株 20年3月期  1,550株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(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 ％

21年3月期 6,933 △15.5 △26 ― 37 △91.0 △40 ―

20年3月期 8,204 △4.5 387 16.8 417 △4.7 248 8.8

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

21年3月期 △10.19 ―

20年3月期 62.63 ―

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

21年3月期 7,163 4,096 57.2 1,039.05
20年3月期 7,740 4,176 54.0 1,053.99

（参考） 自己資本 21年3月期  4,096百万円 20年3月期  4,176百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※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。 

売上高 営業利益 経常利益 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 
累計期間

2,757 △21.6 △141 ― △107 ― △107 ― △27.20

通期 5,778 △16.7 △222 ― △156 ― △156 ― △39.71



当連結会計年度における我が国の経済は、世界金融危機に端を発した世界経済の低迷により、我が国

の景気を牽引してきた輸出が急激に落ち込み、これが生産減・企業収益の悪化・設備投資の大幅減へと

繋がり、更には雇用悪化と個人消費低迷をもたらす等、大変厳しい状況下に置かれました。こうした厳

しい情勢は当面続くと予想され、世界金融危機の深刻化と世界経済の動向次第によっては、尚一層の下

振れリスクが懸念される状況にあります。 

このような状況のもと、当社企業グループにおきましては、総合カタログ「ＣＲＥＳ（クレス）ＶＯ

Ｌ．１３」を平成20年８月に発刊し、ＰＲ活動と販売活動に積極的に取り組みました。この総合カタロ

グでは、「上質なスタンダードで製品の幅を広げる」をコンセプトに新製品を開発し、デザイン性と経

済性の両面において、お客様に十分ご満足いただける市場性の高い製品を取り揃え、拡販に尽力して参

りました。また、高級・ハイエンド市場をターゲットにした「ａｒｔｉ（アルティ）」製品について

は、新ブランド製品立ち上げの１周年を記念して、平成20年12月に専用のショールーム（東京・麻布）

で、イタリアを代表する照明ブランド「ＦＬＯＳ（フロス）」と共同で企画展を開催する等、「ａｒｔ

ｉ（アルティ）」ブランド製品のＰＲ活動と販売に取り組んで参りました。こうした諸活動を通じて、

当連結会計年度の重要戦略課題である「売れ筋製品の開発」と「エリアの拡大」を推進すると共に、社

内外における研修等を通じて「人材の育成」にも積極的に取り組みました。 

しかしながら、当社企業グループを取り巻く経済環境の悪化は、予想以上のスピードと規模とで押し

寄せ、売上高は7,147百万円（前年同期比15.0％減）と、減収となりました。利益面は大幅な売上減に

伴う減益と生産減に伴う生産効率悪化に加え、原材料価格の高騰により、営業損失は60百万円（前連結

会計年度は457百万円の営業利益）、経常損失は59百万円（前連結会計年度は430百万円の経常利益）、

当期純損失は、繰延税金資産を取り崩したこともあり199百万円（前連結会計年度は240百万円の当期純

利益）となりました。 

  

次期の見通しにつきましては、世界景気も引き続き厳しさが予想され、我が国の経済も相当の景気後

退が見込まれる等、内外共に厳しい状況が続くものと予想されます。 

こうした厳しい経営環境下、当社企業グループの業績も、当面低迷を余儀なくされる見込みのため、

当社企業グループは、徹底的に無駄を排除し、需要変動にも柔軟に対応できる体制を構築し、業績確保

と財務内容の体質強化を図って参ります。 

連結業績見通しにつきましては、売上高6,067百万円（前年同期比15.1％減）、営業損失240百万円

（前年同期に比べ180百万円の減益）、経常損失251百万円（前年同期に比べ192百万円の減益）、当期

純損失254百万円（前年同期に比べ55百万円の減益）を見込んでおります。 

  

当連結会計年度末の資産につきましては、合計7,651百万円となり、前連結会計年度末の8,352百万

円から701百万円の減少となりました。流動資産につきましては4,454百万円となり、前連結会計年度

末の5,027百万円から573百万円の減少となりました。これは主として受取手形及び売掛金が493百万

円減少したことによるものであります。固定資産につきましては、3,196百万円となり、前連結会計

年度末の3,324百万円から127百万円の減少となりました。これは主として有形固定資産が95百万円減

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

(2) 財政状態に関する分析

① 資産、負債及び純資産の状況
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少したことによるものであります。 

負債につきましては、合計3,618百万円となり、前連結会計年度末の4,080百万円から461百万円の

減少となりました。流動負債につきましては2,576百万円となり、前連結会計年度末の2,943百万円か

ら366百万円の減少となりました。これは主として支払手形及び買掛金が366百万円減少したことによ

るものであります。固定負債につきましては1,042百万円となり、前連結会計年度末の1,136百万円か

ら94百万円の減少となりました。これは主として長期借入金が122百万円減少しことによるものであ

ります。 

純資産につきましては、合計4,032百万円となり、前連結会計年度末の4,272百万円から239百万円

の減少となりました。これは主として当期純損失を199百万円計上したことによるものであります。

自己資本比率は52.7％と前連結会計年度末の51.2％から1.5％ポイントの増加となりました。 

  

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、財務活動で得られた資金が

営業活動及び投資活動による使用資金を下回りました。この結果、当連結会計年度末の資金は578百万

円となり、前連結会計年度末の722百万円から144百万円(20.0％)減少となりました。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動で使用した資金は、154百万円(前連結会計年度は125百万円の収入）となりました。その主

な内訳は、収入要因として売上債権の減少額490百万円、支出要因として税金等調整前当期純損失106百

万円が計上されたこと、仕入債務の減少額378百万円及び法人税等の支払額210百万円であります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動により使用した資金は、72百万円(前年同期比20.5％減)となりました。その主な内訳は、支

出要因として有形固定資産の取得による支出54百万円であります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動により得られた資金は、83百万円(前連結会計年度は54百万円の支出)となりました。その主

な内訳は、収入要因として短期借入金の純増加額235百万円及び長期借入れによる収入140百万円、支出

要因として長期借入金の返済による支出259百万円であります。 

  

当社は、株主に対して継続的な安定配当の実施を経営の重要課題と位置付けております。 

長期的な経営基盤の確保に努め、今後の事業展開に備えるための内部留保の充実、更には配当性向など

を総合的に勘案して配当政策を決定しております。 

当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。これらの

剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。 

このような方針に基づき平成22年３月期におきましては、世界景気も引き続き厳しさが予想され、我が

国の経済も相当の景気後退が見込まれる等、内外共に厳しい状況が続くものと予想され、当社企業グルー

プの業績も、当面低迷を余儀なくされる見込みのため、無配とさせていただく予定であります。 

内部留保資金につきましては、経営基盤の強化ならびに今後の事業展開に充当する予定であります。 

  

② キャッシュ・フローの状況

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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当社企業グループの事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼ

す可能性のある事項には、以下のようなものがあります。 

 
当社企業グループは、椅子及びテーブルを中心とした業務用家具を製造し、主に国内の販売代理店向

けに販売しております。従って、国内の景気の後退及びそれに伴う需要の減少、または消費動向に影響

を与える不測の事態等が発生した場合には、当社企業グループの業績に影響を与える可能性がありま

す。また、家具市場は、輸入品の取扱いが増加する等近年競争が激化する方向にあり、当社企業グルー

プが市場のニーズに合致する製品を提供できなくなった場合には、当社企業グループの業績に影響を与

える可能性があります。 

  

 
当社企業グループは現在、原材料の一部を海外から、米ドル建をはじめとする外貨建で仕入れており

ます。そのため、為替相場の変動に伴う原価計上額の変動、あるいは原価計上時と海外仕入先への支払

時期との為替相場の変動により為替差損益が生じる場合があります。 

従って、予期せぬ為替変動に見舞われた場合には、当社企業グループの業績に影響を与える可能性が

あります。 

  

 
当社企業グループは為替相場の変動によるリスクを軽減するために、通貨スワップ取引を行っており

ます。この取引はデリバティブ取引に該当し、時価評価の対象となっており、平成20年３月期には

6,782千円のデリバティブ評価損、平成21年３月期には3,010千円のデリバティブ評価益を計上しており

ます。この取引の契約満了は平成24年12月となっておりますので、今後、予期せぬ為替レートの変動、

日米金利差等が生じた場合には、デリバティブ評価損益の計上により、当社企業グループの業績及び財

務状況に影響を与える可能性があります。 

  

  

(4) 事業等のリスク

１ 事業環境の変化について

２ 為替相場の変動による影響について

３ デリバティブ取引について
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当社企業グループは、当社及び連結子会社５社(パブリック東員工場株式会社、福川ソーイン株式会

社、十四山ソーイン株式会社、アルティ株式会社及びクイン株式会社)で構成され、業務用家具の製造販

売を主な事業内容としております。 

当社企業グループは、各種レストラン、飲食店、喫茶店及びスナック・クラブ等の飲食店舗、ホテル、

旅館等の宿泊施設、病院、高齢者福祉施設、大学、官庁等の各種施設で使用される椅子及びテーブルの業

務用家具専門メーカーであります。 

製品の企画開発につきましては、全て自社内でデザイン設計を行い、木製・パイプ・籐椅子をはじめ、

ソファー・ロビーチェア等の椅子やテーブル等を自社オリジナルブランド「ＣＲＥＳ(クレス)」にて展開

し、総合カタログを１年半ごとに定期発刊しております。 

当社企業グループは、総合カタログにラインナップする製品全般について、オリジナル製品システム

「フリーセレクトシステム方式」を採用しております。これは、オーダーメイド感覚で各種部材や仕上げ

が自由にセレクトできるシステムであり、椅子につきましては張地・フレーム色・サイズのバリエーショ

ンが、テーブルにつきましては甲板・サイズ・形・色のバリエーションが選べます。 

また、当社企業グループではプランニング専門のスタッフによる製品選定やレイアウトプラン等の提案

を行っており、ショールーム「ＰＩＣ ＡＯＹＡＭＡ」(東京・青山)、「ＰＩＣ ＮＡＧＯＹＡ」(名古

屋・丸の内)、「ＰＩＣ ＯＳＡＫＡ」(大阪・本町)において、製品の展示及び紹介等を行っておりま

す。 

販売につきましては、全国の販売代理店を経由し、エンドユーザーに製品を供給しております。また、

愛知県地区での業務用家具の販売は、クイン株式会社(連結子会社)が担当しております。 

生産につきましては、当社が国内外から調達・在庫した製品の部材をもって、パブリック東員工場株式

会社(連結子会社)において、椅子の張加工工程の他、塗装・木工工程を備え、椅子・テーブルを製造する

と共に、当社企業グループの技術指導や品質管理のもとに椅子の外注生産を行っております。福川ソーイ

ン株式会社(連結子会社)では、生産ラインの工程である自動裁断機による裁断工程の他、縫製工程を行

い、十四山ソーイン株式会社(連結子会社)では、主に業務用家具の張加工工程の製造全般を行っておりま

す。 

また、ホテル、オフィス、レストラン、スパ・クリニック等で使用される椅子及びテーブルを取り扱う

自社オリジナルブランド「ａｒｔｉ(アルティ)」では、各業界における著名デザイナーを起用して製品の

企画開発を行い、デザイン、品質、テキスタイル等にこだわったプロダクト制作を推進しております。販

売につきましては、アルティ株式会社(連結子会社)が担当し、高級家具を取り扱う販売代理店を新規に開

拓し、エンドユーザーに供給しております。生産につきましては、「ＣＲＥＳ(クレス)」ブランドと同様

に、パブリック東員工場株式会社、福川ソーイン株式会社、十四山ソーイン株式会社で製造し、確かな品

質を提供しております。 

  

2. 企業集団の状況
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事業の系統図は、次のとおりであります。 

  
 

  

(注) １ 連結子会社であるアルティ株式会社は、当社オリジナルブランド「ａｒｔｉ(アルティ)」製品の販売を行う

販売子会社であります。 

２ 連結子会社であるクイン株式会社は、愛知県内における当社オリジナルブランド「ＣＲＥＳ(クレス)」製品

の販売を行う販売子会社であります。 
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平成20年３月期決算短信（平成20年５月15日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないた

め開示を省略しております。 

当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

http://www.public-grp.com/company/ir/ir_library/index.html 

（ジャスダック証券取引所ホームページ（「ＪＤＳ」検索ページ）） 

http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/ 

  

当社企業グループは、多様化するエンドユーザーのニーズやライフスタイルの変化に柔軟に対応し、顧

客満足度の向上を図るため、以下諸課題に重点的に取り組んで参ります。 

第一に、市場ニーズの変化に的確に対応し、安定した品質で市場性の高い魅力ある製品を提供して参り

ます。特に品質を向上させながら、より一層の低コスト化を図るべく、新製品の開発を強化していきま

す。また、継続品については、材料費の低減のみならず、材料調達の合理化を通じて、コスト削減を進め

て参ります。 

第二に、厳しい経営環境が見込まれる中、経費の内容を厳しく見直し、無駄な経費は徹底的に削減して

参ります。一方、受注の確保等に繋がる販売促進費や、製品力強化のための開発費については、その内容

を十分に検討した上で、積極的に対応して参ります。 

第三に、外部環境の変化に柔軟に対応する生産・販売体制を構築して参ります。発注ロットの縮小や、

リードタイムの短縮等、仕入先や外注先と一体となった生産性の効率化を図り、市場ニーズをスピーディ

ーで的確に反映した在庫体制や需要の変動に強い生産体制の構築等に取り組んで参ります。 

  

該当する事項はありません。 

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針、(2) 目標とする経営指標、(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題

(5) その他、会社の経営上重要な事項
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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20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 ※1 760,293 ※1 615,861 

受取手形及び売掛金 3,012,015 2,518,900 

たな卸資産 1,120,342 － 

商品及び製品 － 80,205 

仕掛品 － 5,920 

原材料及び貯蔵品 － 1,029,102 

前払費用 52,388 96,503 

繰延税金資産 32,458 819 

その他 50,439 107,425 

貸倒引当金 － △145 

流動資産合計 5,027,938 4,454,593 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 ※1 2,083,100 ※1 2,082,096 

減価償却累計額 △1,035,860 △1,106,929 

建物及び構築物（純額） 1,047,239 975,167 

機械装置及び運搬具 373,643 368,812 

減価償却累計額 △294,762 △311,649 

機械装置及び運搬具（純額） 78,880 57,162 

工具、器具及び備品 354,713 367,112 

減価償却累計額 △304,843 △334,312 

工具、器具及び備品（純額） 49,869 32,799 

土地 ※1 1,004,755 ※1 1,020,296 

リース資産 － 3,774 

減価償却累計額 － △62 

リース資産（純額） － 3,711 

建設仮勘定 4,110 － 

有形固定資産合計 2,184,855 2,089,136 

無形固定資産 8,658 8,784 

投資その他の資産 

投資有価証券 89,133 74,330 

長期貸付金 12,269 9,949 

繰延税金資産 23,036 16 

投資不動産 ※1 1,288,479 ※1 1,288,765 

減価償却累計額 △471,130 △480,329 

投資不動産（純額） 817,348 808,435 

差入保証金 74,769 74,758 

その他 114,731 169,437 

貸倒引当金 － △37,962 

投資その他の資産合計 1,131,289 1,098,965 

固定資産合計 3,324,803 3,196,886 

資産合計 8,352,741 7,651,480 
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(単位：千円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 1,706,720 1,340,717 

短期借入金 ※1 465,000 ※1 700,000 

1年内返済予定の長期借入金 ※1 246,852 ※1 250,480 

リース債務 － 816 

未払金 16,539 11,349 

未払費用 307,374 213,045 

未払消費税等 39,866 6,987 

未払法人税等 109,852 4,422 

繰延税金負債 － 4,976 

賞与引当金 5,098 7,526 

役員賞与引当金 5,000 － 

デリバティブ債務 24,905 19,679 

その他 16,251 16,573 

流動負債合計 2,943,461 2,576,575 

固定負債 

社債 600,000 600,000 

長期借入金 ※1 383,474 ※1 260,772 

リース債務 － 3,197 

繰延税金負債 6,165 7,003 

退職給付引当金 75,274 93,200 

役員退職慰労引当金 68,500 76,000 

長期預り金 3,240 2,040 

固定負債合計 1,136,654 1,042,214 

負債合計 4,080,115 3,618,789 

純資産の部 

株主資本 

資本金 391,666 391,666 

資本剰余金 374,686 374,686 

利益剰余金 3,496,648 3,267,386 

自己株式 △1,594 △4,556 

株主資本合計 4,261,405 4,029,181 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 11,220 3,509 

評価・換算差額等合計 11,220 3,509 

純資産合計 4,272,626 4,032,691 

負債純資産合計 8,352,741 7,651,480 
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(2)【連結損益計算書】 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

売上高 8,403,702 7,147,121 

売上原価 6,146,144 5,441,748 

売上総利益 2,257,557 1,705,372 

販売費及び一般管理費 

販売促進費 84,918 64,355 

荷造運搬費 566,304 550,047 

見本帳費 129,893 133,361 

役員報酬 124,719 124,684 

給料及び手当 357,874 342,273 

賞与 46,099 39,662 

賞与引当金繰入額 2,288 4,297 

役員賞与引当金繰入額 5,000 － 

退職給付費用 15,458 18,733 

役員退職慰労引当金繰入額 7,732 7,500 

法定福利費 54,181 58,844 

福利厚生費 6,629 5,949 

旅費及び交通費 72,334 70,256 

通信費 14,587 12,798 

消耗品費 22,465 17,940 

租税公課 18,645 16,122 

減価償却費 23,622 28,307 

地代家賃 55,118 67,850 

賃借料 22,726 23,260 

貸倒引当金繰入額 － 3,107 

その他 169,378 176,567 

販売費及び一般管理費合計 ※1 1,799,979 ※1 1,765,920 

営業利益又は営業損失（△） 457,578 △60,547 

営業外収益 

受取利息 1,244 584 

受取配当金 1,300 1,532 

仕入割引 482 20 

受取賃貸料 36,240 38,551 

デリバティブ評価益 － 3,010 

雑収入 2,267 3,795 

営業外収益合計 41,536 47,494 

営業外費用 

支払利息 23,590 22,131 

手形売却損 2,944 3,007 

売上割引 22,323 9,457 

為替差損 722 394 

減価償却費 9,438 9,198 

デリバティブ評価損 6,782 － 

雑損失 2,949 1,947 

営業外費用合計 68,750 46,137 

経常利益又は経常損失（△） 430,364 △59,190 
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(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 5 － 

役員賞与引当金戻入額 765 311 

固定資産売却益 ※2 2,714 ※2 904 

特別利益合計 3,485 1,215 

特別損失 

固定資産売却損 ※3 － ※3 637 

固定資産除却損 ※4 450 ※4 148 

減損損失 ※5 － ※5 10,273 

投資有価証券評価損 7,325 2,743 

貸倒引当金繰入額 － 35,000 

特別損失合計 7,775 48,803 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失
（△） 426,073 △106,778 

法人税、住民税及び事業税 196,946 26,034 

法人税等調整額 △10,893 66,728 

法人税等合計 186,053 92,763 

当期純利益又は当期純損失（△） 240,020 △199,541 
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 391,666 391,666 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 391,666 391,666 

資本剰余金 

前期末残高 374,686 374,686 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 374,686 374,686 

利益剰余金 

前期末残高 3,296,258 3,496,648 

当期変動額 

剰余金の配当 △39,630 △29,720 

当期純利益又は当期純損失（△） 240,020 △199,541 

当期変動額合計 200,389 △229,262 

当期末残高 3,496,648 3,267,386 

自己株式 

前期末残高 △1,594 △1,594 

当期変動額 

自己株式の取得 － △2,962 

当期変動額合計 － △2,962 

当期末残高 △1,594 △4,556 

株主資本合計 

前期末残高 4,061,016 4,261,405 

当期変動額 

剰余金の配当 △39,630 △29,720 

当期純利益又は当期純損失（△） 240,020 △199,541 

自己株式の取得 － △2,962 

当期変動額合計 200,389 △232,224 

当期末残高 4,261,405 4,029,181 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 29,793 11,220 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△18,573 △7,710 

当期変動額合計 △18,573 △7,710 

当期末残高 11,220 3,509 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 29,793 11,220 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△18,573 △7,710 

当期変動額合計 △18,573 △7,710 

当期末残高 11,220 3,509 
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(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

純資産合計 

前期末残高 4,090,809 4,272,626 

当期変動額 

剰余金の配当 △39,630 △29,720 

当期純利益又は当期純損失（△） 240,020 △199,541 

自己株式の取得 － △2,962 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △18,573 △7,710 

当期変動額合計 181,816 △239,935 

当期末残高 4,272,626 4,032,691 
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(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19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３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又は税金等調整前当期
純損失（△） 

426,073 △106,778 

減価償却費 147,785 153,449 

減損損失 － 10,273 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8,952 38,107 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,716 17,926 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,732 7,500 

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,277 2,428 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － △5,000 

受取利息及び受取配当金 △2,545 △2,116 

デリバティブ評価損益（△は益） 6,782 △3,010 

支払利息 23,590 22,131 

為替差損益（△は益） 722 17 

固定資産売却損益（△は益） △2,714 △266 

固定資産除却損 450 148 

投資有価証券評価損益（△は益） 7,325 2,743 

売上債権の増減額（△は増加） 410,249 490,270 

たな卸資産の増減額（△は増加） △110,429 5,113 

前払費用の増減額（△は増加） 61,685 △43,998 

長期前払費用の増減額（△は増加） 26,665 － 

仕入債務の増減額（△は減少） △723,918 △378,714 

未払費用の増減額（△は減少） △16,298 △94,225 

未払消費税等の増減額（△は減少） 38,930 △41,149 

その他 △13,027 747 

小計 289,545 75,598 

利息及び配当金の受取額 2,558 2,086 

利息の支払額 △24,224 △22,350 

法人税等の支払額 △142,511 △210,319 

営業活動によるキャッシュ・フロー 125,368 △154,985 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

定期預金の預入による支出 △56,012 △52,747 

定期預金の払戻による収入 155,975 52,674 

有形固定資産の取得による支出 △166,992 △54,391 

有形固定資産の売却による収入 4,632 2,187 

無形固定資産の取得による支出 △1,260 △1,804 

投資有価証券の取得による支出 △1,866 △1,909 

貸付金の回収による収入 2,220 2,220 

差入保証金の差入による支出 △31,052 △13 

その他 2,864 △18,959 

投資活動によるキャッシュ・フロー △91,490 △72,745 

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） △37,000 235,000 

長期借入れによる収入 490,000 140,000 

長期借入金の返済による支出 △468,161 △259,074 

自己株式の取得による支出 － △2,962 

配当金の支払額 △39,630 △29,720 

財務活動によるキャッシュ・フロー △54,791 83,242 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △722 △17 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △21,636 △144,506 

現金及び現金同等物の期首残高 744,497 722,861 

現金及び現金同等物の期末残高 722,861 578,355 
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該当する事項はありません。 

  

 

(5)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項  全ての子会社(５社)を連結の対象と

しております。 

連結子会社５社 

 パブリック東員工場㈱ 

 福川ソーイン㈱ 

 十四山ソーイン㈱ 

 アルティ㈱ 

 クイン㈱ 

 アルティ㈱については、平成19年10

月19日付で設立したことから、当連結

会計年度より連結の範囲に含めており

ます。

 全ての子会社(５社)を連結の対象と

しております。 

連結子会社５社 

 パブリック東員工場㈱ 

 福川ソーイン㈱ 

 十四山ソーイン㈱ 

 アルティ㈱ 

 クイン㈱ 

 

２ 持分法の適用に関する事

項

 非連結子会社及び関連会社はありま

せん。

同左

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項

 連結子会社の決算日は連結決算日と

一致しております。

同左

４ 会計処理基準に関する事

項

 (1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

① 有価証券

  その他有価証券

  (時価のあるもの)

   連結決算日の市場価格等に基づ

く時価法(評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定)

① 有価証券

  その他有価証券

  (時価のあるもの)

同左

  (時価のないもの)

   移動平均法による原価法

  (時価のないもの)

同左

② デリバティブ取引により生じる正

味の債権(及び債務)

   時価法

② デリバティブ取引により生じる正

味の債権(及び債務)

同左

③ たな卸資産 

  商品、製品、原材料、仕掛品 

   移動平均法による原価法 

  貯蔵品 

   終仕入原価法による原価法

③ たな卸資産

  商品、製品、原材料、仕掛品

移動平均法による原価法（貸借

対照表価額は収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法により算

定）

  貯蔵品

終仕入原価法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法に

より算定）

パブリック株式会社（7830）平成21年3月期決算短信

-  16 -



 

項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

  （会計方針の変更）

 当連結会計年度より「棚卸資

産の評価に関する会計基準」

（企業会計基準第９号 平成18

年７月５日公表分）を適用して

おります。

 これによる損益に与える影響

はありません。

 (2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法

① 有形固定資産及び投資不動産

  定率法

  但し、平成10年４月１日以降取得

した建物(建物附属設備を除く)につ

いては定額法

  なお、主な耐用年数は次のとおり

であります。

  建物及び構築物    ７～50年

  機械装置及び運搬具  ４～18年

  工具、器具及び備品  ２～17年

① 有形固定資産（リース資産を除

く）及び投資不動産

  定率法

  但し、平成10年４月１日以降取得

した建物(建物附属設備を除く)につ

いては定額法

  なお、主な耐用年数は次のとおり

であります。

  建物及び構築物    ７～50年

  機械装置及び運搬具     11年

  工具、器具及び備品  ２～17年

  (会計方針の変更)

   当社及び連結子会社は、法人税

法の改正に伴い、当連結会計年度

より、平成19年４月１日以降に取

得した有形固定資産について、改

正後の法人税法に基づく減価償却

の方法に変更しております。

   これによる損益に与える影響は

軽微であります。

  (追加情報)

   当社及び連結子会社は、法人税

法の改正に伴い、平成19年３月31

日以前に取得した資産について

は、改正前の法人税法に基づく減

価償却の方法の適用により取得価

額の５％に到達した連結会計年度

の翌連結会計年度より、取得価額

の５％相当額と備忘価額との差額

を５年間にわたり均等償却し、減

価償却費に含めて計上しておりま

す。

   これによる損益に与える影響は

軽微であります。

  （追加情報）

   当社及び連結子会社の機械及び

装置については、従来、耐用年数

を４～18年としておりましたが、

当連結会計年度より11年に変更し

ております。これは、平成20年度

の税制改正を契機に耐用年数を見

直したことによるものでありま

す。

   これによる損益に与える影響は

軽微であります。

② 無形固定資産

  定額法

  なお、自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における利用可能期

間(５年)に基づいております。

② 無形固定資産（リース資産を除

く）

同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

③     ―――――― ③ リース資産

  リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法を採用してお

ります。 

 なお、所有権移転外ファイナン

ス・リース取引のうち、リース取引

開始日が平成20年３月31日以前のリ

ース取引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処理に

よっております。

 (3) 重要な引当金の計上基

準 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

① 貸倒引当金

  債権の貸倒れによる損失に備える

ため、以下の方法によって計上して

おります。

 (一般債権)

  貸倒実績率法によっております。

 (貸倒懸念債権及び破産更生債権等)

  個別債権の回収可能性を検討して

回収不能見込額を計上しておりま

す。

  なお、当連結会計年度末において

貸倒引当金の残高はありません。

① 貸倒引当金

  債権の貸倒れによる損失に備える

ため、以下の方法によって計上して

おります。

 (一般債権)

  貸倒実績率法によっております。

 (貸倒懸念債権及び破産更生債権等)

  個別債権の回収可能性を検討して

回収不能見込額を計上しておりま

す。 

  

 

② 賞与引当金

  従業員の賞与支給に備えるため、

支給見込額に基づき計上しておりま

す。

② 賞与引当金

同左

③ 役員賞与引当金

  役員賞与の支出に備えるため、当

連結会計年度における支給見込額に

基づき計上しております。

③ 役員賞与引当金

  役員賞与の支出に備えるため、当

連結会計年度における支給見込額に

基づき計上しております。

  なお、当連結会計年度末において

役員賞与引当金の残高はありませ

ん。

④ 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給付

債務及び年金資産に基づき計上して

おります。

④ 退職給付引当金

同左

⑤ 役員退職慰労引当金

  役員の退職慰労金の支出に備える

ため、内規に基づく期末要支給額を

計上しております。

⑤ 役員退職慰労引当金

同左

 (4) 重要なリース取引の処

理方法

 リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。

――――――
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 (5) カタログ(見本帳)の会

計処理

 カタログ(見本帳)の制作費用につい

ては、カタログ(見本帳)の使用期間

(18ヶ月)にわたり費用計上し、翌期以

降の負担分については前払費用で処理

しております。

同左

 (6) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

消費税等の会計処理 

 税抜方式を採用しております。

消費税等の会計処理

同左

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

 連結子会社の資産及び負債の評価方

法は、全面時価評価法によっておりま

す。

同左

６ のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

 のれんの償却については、５年間の

定額法により償却を行っております。

同左

７ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

 手許現金、要求払預金及び取得日か

ら３ヶ月以内に満期日の到来する流動

性の高い、容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリスク

しか負わない短期的な投資でありま

す。

同左

(7)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

―――――― （リース取引に関する会計基準）

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、当連結会計年度より、「リース取引に関

する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17

日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改

正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日

本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30

日改正））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じ

た会計処理によっております。

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用し

ております。

 これによる損益に与える影響はありません。
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【表示方法の変更】

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

―――――― （連結貸借対照表）

１．「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する

規則等の一部を改正する内閣府令（平成20年８月７

日 内閣府令第50号）が適用となることに伴い、前

連結会計年度において、「たな卸資産」として掲記

されていたものは、当連結会計年度から「商品及び

製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記

しております。 

 なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれ

る「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵

品」は、そ れ ぞ れ 32,612 千 円、9,809 千 円、

1,077,920千円であります。

２．前連結会計年度において、「通貨スワップ負債」

として掲記されていたものは、ＥＤＩＮＥＴへのＸ

ＢＲＬ導入に伴い連結財務諸表の比較可能性を向上

するため、当連結会計年度より「デリバティブ債

務」として表示しております。

―――――― （連結損益計算書）

１．前連結会計年度において、「リース料」として掲

記されていたものは、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導

入に伴い連結財務諸表の比較可能性を向上するた

め、当連結会計年度より「賃借料」として表示して

おります。

２．前連結会計年度において、「通貨スワップ利益」

「通貨スワップ損失」として掲記されていたもの

は、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導入に伴い連結財務

諸表の比較可能性を向上するため、当連結会計年度

より「デリバティブ評価益」「デリバティブ評価

損」として表示しております。

(連結キャッシュ・フロー計算書) 

 営業活動によるキャッシュ・フローの「前払費用の減

少額(△：増加額)」は、前連結会計年度は「その他」に

含めて表示しておりましたが、金額的重要性が増したた

め区分掲記しております。 

 なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている

「前払費用の減少額(△：増加額)」は△25,718千円であ

ります。

(連結キャッシュ・フロー計算書) 

 前連結会計年度において、「通貨スワップ利益」「通

貨スワップ損失」として掲記されていたものは、ＥＤＩ

ＮＥＴへのＸＢＲＬ導入に伴い連結財務諸表の比較可能

性を向上するため、当連結会計年度より「デリバティブ

評価損益（△は益）」として表示しております。
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(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日)

当連結会計年度
(平成21年３月31日)

 

 

※１ 担保資産及び対応債務

   担保に供している資産

定期預金 26,403千円

建物及び構築物 588,425千円

土地 702,472千円

投資不動産 812,372千円

 計 2,129,673千円

   上記に対応する債務

短期借入金 260,000千円

１年内返済予定の長期借入金 196,848千円

長期借入金 276,812千円

 計 733,660千円

 

※１ 担保資産及び対応債務

   担保に供している資産

定期預金 26,474千円

建物及び構築物 551,872千円

土地 702,472千円

投資不動産 803,986千円

計 2,084,806千円

   上記に対応する債務

短期借入金 370,000千円

１年内返済予定の長期借入金 200,456千円

長期借入金 204,134千円

計 774,590千円

 
２ 受取手形割引高 159,236千円

 
２ 受取手形割引高 215,445千円

 

 ３ 当社及び連結子会社(十四山ソーイン株式会社及

びクイン株式会社)においては、運転資金の効率的

な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約を締

結しております。

   当連結会計年度末における当座貸越契約に係る借

入金未実行残高等は次のとおりであります。

当座貸越極度額 1,320,000千円

借入実行残高 385,000千円

差引額 935,000千円

 ３ 当社及び連結子会社(十四山ソーイン株式会社、

アルティ株式会社及びクイン株式会社)において

は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４

行と当座貸越契約を締結しております。

   当連結会計年度末における当座貸越契約に係る借

入金未実行残高等は次のとおりであります。

当座貸越極度額 1,420,000千円

借入実行残高 620,000千円

差引額 800,000千円
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

※１ 一般管理費に含まれる研究開発費は138,436千円

であります。

※１ 一般管理費に含まれる研究開発費は118,229千円

であります。

 

※２ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

機械装置及び運搬具 2,714千円
 

※２ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

工具、器具及び備品 904千円

※３        ――――――

 

※３ 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

機械装置及び運搬具 637千円

 

※４ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

撤去費用 450千円
 

※４ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

工具、器具及び備品 148千円

※５        ――――――

 

※５ 減損損失

当連結会計年度において、当社企業グループは以

下の資産グループについて減損損失を計上しまし

た。

場所 用途 種類
減損損失
（千円）

三重県員弁
郡東員町

事業用
資産

機械装置及
び運搬具

7,387

工具、器具
及び備品

2,886

当社企業グループは、原則として、事業用資産に

ついては、継続的に損益を把握している区分または

連結子会社を基本単位とし、賃貸用資産については

個別資産ごとにグルーピングしております。

上記の資産グループについては、営業活動から生

ずる損益が継続してマイナスとなる見込みであり、

将来キャッシュ・フローによって、帳簿価額相当額

の回収も見込めないため、その帳簿価額を備忘価額

まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失

に計上しました。
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（注）普通株式の自己株式の増加20,718株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加20,000株、単元未満株

式の買取りによる増加718株であります。 
  

 

該当する事項はありません。 

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末 
株式数(株)

当連結会計年度増加
株式数(株)

当連結会計年度減少
株式数(株)

当連結会計年度末
株式数(株)

発行済株式

 普通株式 3,964,580 ― ― 3,964,580

合計 3,964,580 ― ― 3,964,580

自己株式

 普通株式 1,550 ― ― 1,550

合計 1,550 ― ― 1,550

２ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月28日 
定時株主総会

普通株式 19,815 5 平成19年３月31日 平成19年６月29日

平成19年11月12日 
取締役会

普通株式 19,815 5 平成19年９月30日 平成19年12月10日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年６月27日 
定時株主総会

普通株式 19,815 利益剰余金 5 平成20年３月31日 平成20年６月30日

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末 
株式数(株)

当連結会計年度増加
株式数(株)

当連結会計年度減少
株式数(株)

当連結会計年度末
株式数(株)

発行済株式

 普通株式 3,964,580 ― ― 3,964,580

合計 3,964,580 ― ― 3,964,580

自己株式

 普通株式 1,550 20,718 ― 22,268

合計 1,550 20,718 ― 22,268

２ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成20年６月27日 
定時株主総会

普通株式 19,815 5.0 平成20年３月31日 平成20年６月30日

平成20年11月17日 
取締役会

普通株式 9,905 2.5 平成20年９月30日 平成20年12月８日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
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前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

当社企業グループは業務用家具の製造販売業を営んでおり、単一セグメントであるため、事業の種

類別セグメント情報は記載しておりません。 

  

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

当社企業グループは業務用家具の製造販売業を営んでおり、単一セグメントであるため、事業の種

類別セグメント情報は記載しておりません。 

  

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当する事項はありませ

ん。 

  

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当する事項はありませ

ん。 

  

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

海外売上高がないため、該当する事項はありません。 

  

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

海外売上高がないため、該当する事項はありません。 

  

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 760,293千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △37,432千円

現金及び現金同等物 722,861千円
  

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 615,861千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △37,506千円

現金及び現金同等物 578,355千円

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高
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(リース取引関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

(借主側)

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

ファイナンス・リース取引（借主側）
所有権移転外ファイナンス・リース取引
（1）リース資産の内容

有形固定資産
事務機器（工具、器具及び備品）であります。

 

工具、器具
及び備品 
(千円)

無形固定 
資産(ソフト 
ウェア) 
(千円)

合計
(千円)

取得価額 
相当額

71,836 16,792 88,629

減価償却 
累計額相当額

25,983 3,697 29,681

期末残高 
相当額

45,853 13,094 58,947

  なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高

が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しております。

 

（2）リース資産の減価償却の方法
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

「４．会計処理基準に関する事項 （2）重要な減
価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであ
ります。
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引の

うち、リース取引開始日が、平成20年３月31日以前
のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る
方法に準じた会計処理によっており、その内容は次
のとおりであります。 
 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

工具、器具
及び備品 
(千円)

無形固定
資産(ソフト
ウェア) 
(千円)

合計
(千円)

取得価額
相当額

64,942 16,792 81,735

減価償却
累計額相当額

34,031 7,056 41,087

期末残高
相当額

30,911 9,736 40,647

  なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高

が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しております。

 

② 未経過リース料期末残高相当額

１年内 17,725千円

１年超 41,221千円

 合計 58,947千円

  なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法により算定しており

ます。

 

② 未経過リース料期末残高相当額

１年内 16,262千円

１年超 24,385千円

合計 40,647千円

  なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法により算定しており

ます。

 

③ 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 17,278千円

減価償却費相当額 17,278千円
 

③ 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 17,725千円

減価償却費相当額 17,725千円

④ 減価償却費相当額の算定方法

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法により算定しております。

 

④ 減価償却費相当額の算定方法

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法により算定しております。

  (減損損失について)

  リース資産に配分された減損損失はありませんの

で、項目等の記載は省略しております。

  (減損損失について)

  リース資産に配分された減損損失はありませんの

で、項目等の記載は省略しております。
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(税効果会計関係)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日)

当連結会計年度
(平成21年３月31日)

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

(繰延税金資産)

未払賞与 7,206千円

未払事業税 9,114千円

たな卸資産評価損 14,697千円

退職給付引当金 29,373千円

役員退職慰労引当金 27,811千円

税務上の繰越欠損金 25,460千円

その他 16,797千円

繰延税金資産小計 130,460千円

評価性引当額 △65,758千円

繰延税金資産合計 64,701千円

(繰延税金負債)

その他有価証券評価差額金 8,782千円

その他 6,590千円

繰延税金負債合計 15,372千円

差引：繰延税金資産の純額 49,329千円
 

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

(繰延税金資産)

未払賞与 3,809千円

たな卸資産評価損 24,491千円

貸倒引当金 14,562千円

退職給付引当金 36,428千円

役員退職慰労引当金 30,856千円

税務上の繰越欠損金 44,313千円

その他 16,238千円

繰延税金資産小計 170,700千円

評価性引当額 △169,865千円

繰延税金資産合計 835千円

(繰延税金負債)

未収事業税 4,976千円

その他有価証券評価差額金 2,533千円

その他 4,470千円

繰延税金負債合計 11,979千円

差引：繰延税金負債の純額 △11,143千円

 

  繰延税金資産の純額は、以下の項目に含まれており

ます。

流動資産－繰延税金資産 32,458千円

固定資産－繰延税金資産 23,036千円

流動負債－繰延税金負債 ―

固定負債－繰延税金負債 △6,165千円
  

  繰延税金負債の純額は、以下の項目に含まれており

ます。

流動資産－繰延税金資産 819千円

固定資産－繰延税金資産 16千円

流動負債－繰延税金負債 △4,976千円

固定負債－繰延税金負債 △7,003千円

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.6％

(調整)

評価性引当額の増加額 4.3％

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.5％

連結子会社との法定実効税率差異 △1.2％

住民税均等割 0.6％

税額控除 △3.3％

留保金課税 1.4％

その他 △0.2％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.7％
 

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.6％

(調整)

評価性引当額の増加額 △101.1％

交際費等永久に損金に算入されない項目 △3.8％

連結子会社との法定実効税率差異 △19.3％

住民税均等割 △2.5％

税額控除 2.4％

その他 △3.2％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △86.9％

パブリック株式会社（7830）平成21年3月期決算短信

-  26 -



前連結会計年度(平成20年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 
(注) 当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について6,799千円減損処理を行っております。 

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を

行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っ

ております。 

  

２ 時価評価されていない有価証券 

 
(注) 当連結会計年度において、その他有価証券のうち時価評価されていない株式について526千円減損処理を行って

おります。 

  

(有価証券関係)

区分
取得原価
(千円)

連結決算日における
連結貸借対照表計上額 

(千円)

差額
(千円)

連結貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの

(1) 株式 14,455 36,087 21,632

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

小計 14,455 36,087 21,632

連結貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの

(1) 株式 9,803 8,167 △1,635

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

小計 9,803 8,167 △1,635

合計 24,258 44,255 19,996

内容 連結貸借対照表計上額(千円)

その他有価証券

 非上場株式 44,878
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当連結会計年度(平成21年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 
(注) 当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について2,743千円減損処理を行っております。 

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を

行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っ

ております。 

  

２ 時価評価されていない有価証券 

 
  

区分
取得原価
(千円)

連結決算日における
連結貸借対照表計上額 

(千円)

差額
(千円)

連結貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの

(1) 株式 7,721 15,944 8,222

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

小計 7,721 15,944 8,222

連結貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの

(1) 株式 15,703 13,507 △2,195

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

小計 15,703 13,507 △2,195

合計 23,425 29,451 6,026

内容 連結貸借対照表計上額(千円)

その他有価証券

 非上場株式 44,878

パブリック株式会社（7830）平成21年3月期決算短信

-  28 -



 
  

通貨関連 

 
(注) １ 通貨スワップ取引の時価は取引金融機関から提示された価格によっております。 

２ この通貨スワップ取引においては、元本の交換はありません。 

  

(デリバティブ取引関係)

１ 取引の状況に関する事項

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

(1) 取引の内容

  当社が利用しているデリバティブ取引は、通貨スワ

ップ取引であります。

(1) 取引の内容

同左

(2) 取引に対する取組方針

  外貨建輸入取引に係る外貨建金銭債務に対して、通

常の取引の範囲内において通貨スワップ取引を実施し

ております。

(2) 取引に対する取組方針

同左

(3) 取引の利用目的

  外貨建金銭債務に係る将来の為替レートの変動リス

クを回避する目的で、通貨スワップ取引を行っており

ます。

(3) 取引の利用目的

同左

(4) 取引に係るリスクの内容

  当社が利用している通貨スワップ取引は、為替相場

の変動リスクを有しております。

  なお、当社のデリバティブ取引の契約先はいずれも

信用度の高い国内の銀行であるため、相手方の契約不

履行によるいわゆる信用リスクは、ほとんどないと認

識しております。

(4) 取引に係るリスクの内容

同左

(5) 取引に係るリスク管理体制

  通貨スワップ取引の実行に際しては、管理部におい

て担当役員の承認後これを行うこととし、管理部内で

は常に通貨スワップ取引の残高状況、評価損益状況を

把握し、随時担当役員に報告しております。また、担

当役員は必要に応じて取締役会に報告しております。

(5) 取引に係るリスク管理体制

同左

２ 取引の時価等に関する事項

区分 種類

前連結会計年度(平成20年３月31日現在) 当連結会計年度(平成21年３月31日現在)

契約額等 
 (千円)

契約額等内
 １年超 
 (千円)

時価
 (千円)

評価損益
 (千円)

契約額等
 (千円)

契約額等内
 １年超 
 (千円)

時価
 (千円)

評価損益
 (千円)

市場取引以外 
 の取引

通貨スワップ 
 取引

1,624,719 1,624,719 △24,905 △24,905 1,624,719 1,624,719 △19,679 △19,679

合計 1,624,719 1,624,719 △24,905 △24,905 1,624,719 1,624,719 △19,679 △19,679
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前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

 該当する事項はありません。 

  

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

 該当する事項はありません。 

  

(退職給付関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 採用している退職給付制度の概要

  退職金規程に基づく退職一時金制度のほか、当社及

び一部の連結子会社においては定年退職者に対して適

格退職年金制度を採用しております。
 

１ 採用している退職給付制度の概要

同左

 

２ 退職給付債務に関する事項

(単位：千円)

イ 退職給付債務 △114,020

ロ 年金資産 38,745

ハ 退職給付引当金(イ＋ロ) △75,274

  なお、退職給付債務等の算定にあたり、簡便法を採

用しております。
 

 

２ 退職給付債務に関する事項

(単位：千円)

イ 退職給付債務 △128,484

ロ 年金資産 35,283

ハ 退職給付引当金(イ＋ロ) △93,200

  なお、退職給付債務等の算定にあたり、簡便法を採

用しております。

 

３ 退職給付費用に関する事項

(単位：千円)

イ 勤務費用 21,572

ロ 退職給付費用 21,572
  

３ 退職給付費用に関する事項

(単位：千円)

イ 勤務費用 25,077

ロ 退職給付費用 25,077

(ストック・オプション等関係)
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(注) １ 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。 

 
  
(注) ２ １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

  

 
  

 関連当事者情報に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考え

られるため、記載を省略しております。 

  

(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 1,078円12銭 1,022円93銭

１株当たり当期純利益又は１株当た
り当期純損失（△）

60円56銭 △50円36銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、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

期純利益については、１株当たり当

期純損失であり、また、潜在株式が

存在しないため、記載しておりませ

ん。

項目
前連結会計年度

(平成20年３月31日)
当連結会計年度

(平成21年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 4,272,626 4,032,691

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) ― ―

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 4,272,626 4,032,691

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(千株)

3,963 3,942

項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当期純利益又は当期純損失（△）(千円) 240,020 △199,541

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又は当期純損失
（△）(千円)

240,020 △199,541

普通株式の期中平均株式数(千株) 3,963 3,961

(重要な後発事象)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

該当する事項はありません。 該当する事項はありません。

(開示の省略)
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5.【個別財務諸表】

(1)【貸借対照表】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 414,222 367,614 

受取手形 ※1 1,153,799 ※1 1,003,622 

売掛金 ※1 1,797,548 ※1 1,438,833 

商品 47 － 

製品 15,835 － 

商品及び製品 － 67,513 

原材料 999,264 － 

貯蔵品 26,108 － 

原材料及び貯蔵品 － 978,932 

前渡金 1,171 12,182 

前払費用 44,287 90,487 

繰延税金資産 31,636 － 

未収還付法人税等 － 76,767 

その他 49,846 37,983 

貸倒引当金 △12,000 △10,027 

流動資産合計 4,521,768 4,063,911 

固定資産 

有形固定資産 

建物 ※2 1,845,246 ※2 1,845,246 

減価償却累計額 △889,066 △948,733 

建物（純額） 956,180 896,513 

構築物 102,196 102,196 

減価償却累計額 △63,432 △70,718 

構築物（純額） 38,764 31,478 

機械及び装置 233,196 233,976 

減価償却累計額 △194,669 △202,031 

機械及び装置（純額） 38,527 31,944 

車両運搬具 63,397 69,531 

減価償却累計額 △37,452 △47,180 

車両運搬具（純額） 25,944 22,351 

工具、器具及び備品 301,090 324,837 

減価償却累計額 △255,246 △294,175 

工具、器具及び備品（純額） 45,843 30,661 

土地 ※2 889,893 ※2 905,434 

リース資産 － 3,774 

減価償却累計額 － △62 

リース資産（純額） － 3,711 

建設仮勘定 4,110 － 

有形固定資産合計 1,999,264 1,922,095 

無形固定資産 

商標権 － 983 

ソフトウエア 3,547 2,743 

電話加入権 3,047 3,047 

その他 791 737 

無形固定資産合計 7,386 7,512 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

投資その他の資産 

投資有価証券 88,934 74,162 

関係会社株式 160,000 160,000 

出資金 10 10 

関係会社長期貸付金 25,100 － 

破産更生債権等 0 0 

繰延税金資産 35,905 － 

投資不動産 ※2 1,197,253 ※2 1,197,253 

減価償却累計額 △459,116 △466,822 

投資不動産（純額） 738,136 730,430 

差入保証金 74,150 74,159 

保険積立金 114,701 131,445 

貸倒引当金 △25,100 － 

投資その他の資産合計 1,211,838 1,170,208 

固定資産合計 3,218,490 3,099,816 

資産合計 7,740,259 7,163,727 

負債の部 

流動負債 

支払手形 875,185 700,153 

買掛金 ※1 651,146 ※1 493,004 

短期借入金 ※2 330,000 ※2 450,000 

1年内返済予定の長期借入金 ※2 198,852 ※2 205,484 

リース債務 － 816 

未払金 13,854 11,730 

未払費用 246,768 172,198 

未払消費税等 29,760 － 

未払法人税等 103,502 1,620 

繰延税金負債 － 4,976 

預り金 8,199 8,583 

前受収益 3,083 3,064 

賞与引当金 2,085 4,374 

役員賞与引当金 5,000 － 

デリバティブ債務 24,905 19,679 

流動負債合計 2,492,344 2,075,687 

固定負債 

社債 600,000 600,000 

長期借入金 ※2 338,974 ※2 231,268 

リース債務 － 3,197 

繰延税金負債 － 2,932 

退職給付引当金 63,448 78,401 

役員退職慰労引当金 68,500 76,000 

固定負債合計 1,070,922 991,800 

負債合計 3,563,267 3,067,487 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

純資産の部 

株主資本 

資本金 391,666 391,666 

資本剰余金 

資本準備金 374,686 374,686 

資本剰余金合計 374,686 374,686 

利益剰余金 

利益準備金 44,700 44,700 

その他利益剰余金 

土地圧縮積立金 571 571 

別途積立金 2,990,000 3,200,000 

繰越利益剰余金 365,725 85,624 

利益剰余金合計 3,400,997 3,330,896 

自己株式 △1,594 △4,556 

株主資本合計 4,165,754 4,092,691 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 11,236 3,548 

評価・換算差額等合計 11,236 3,548 

純資産合計 4,176,991 4,096,240 

負債純資産合計 7,740,259 7,163,727 
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(2)【損益計算書】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

売上高 

製品売上高 8,192,410 6,918,879 

商品売上高 11,655 14,868 

売上高合計 8,204,066 6,933,748 

売上原価 

製品期首たな卸高 － 15,835 

当期製品製造原価 ※2 6,172,567 ※2 5,391,526 

合計 6,172,567 5,407,362 

製品期末たな卸高 15,835 9,257 

製品売上原価 6,156,731 5,398,104 

商品期首たな卸高 136 47 

当期商品仕入高 6,968 65,778 

合計 7,104 65,826 

商品期末たな卸高 47 58,256 

商品売上原価 7,056 7,570 

売上原価合計 6,163,788 5,405,675 

売上総利益 2,040,278 1,528,072 

販売費及び一般管理費 

販売促進費 78,261 59,079 

荷造運搬費 565,171 544,921 

見本帳費 129,808 131,967 

役員報酬 115,329 115,524 

給料及び手当 303,859 270,414 

賞与 38,171 32,446 

賞与引当金繰入額 1,732 3,466 

役員賞与引当金繰入額 5,000 － 

退職給付費用 14,678 17,473 

役員退職慰労引当金繰入額 7,732 7,500 

法定福利費 45,190 47,609 

福利厚生費 5,474 4,754 

旅費及び交通費 65,358 62,578 

通信費 11,785 9,918 

消耗品費 19,942 14,912 

租税公課 16,023 14,181 

減価償却費 21,042 26,219 

地代家賃 42,849 38,311 

賃借料 20,385 20,728 

その他 145,300 132,731 

販売費及び一般管理費合計 ※1 1,653,096 ※1 1,554,739 

営業利益又は営業損失（△） 387,181 △26,666 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

営業外収益 

受取利息 1,780 984 

受取配当金 1,296 1,529 

受取賃貸料 ※2 77,723 ※2 86,696 

経営指導料 ※2 18,000 ※2 18,000 

デリバティブ評価益 － 3,010 

雑収入 1,148 1,218 

営業外収益合計 99,949 111,439 

営業外費用 

支払利息 14,191 12,347 

手形売却損 2,944 3,007 

社債利息 5,512 6,099 

売上割引 ※2 28,010 ※2 15,210 

減価償却費 8,044 7,705 

デリバティブ評価損 6,782 － 

雑損失 4,171 2,950 

営業外費用合計 69,657 47,322 

経常利益 417,474 37,450 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 12,005 27,072 

役員賞与引当金戻入額 765 311 

固定資産売却益 ※3 2,714 ※3 904 

特別利益合計 15,485 28,288 

特別損失 

固定資産売却損 ※4 － ※4 137 

固定資産除却損 ※5 450 ※5 148 

投資有価証券評価損 7,325 2,743 

特別損失合計 7,775 3,028 

税引前当期純利益 425,183 62,710 

法人税、住民税及び事業税 183,630 21,392 

法人税等調整額 △6,654 81,697 

法人税等合計 176,976 103,089 

当期純利益又は当期純損失（△） 248,206 △40,379 
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（注） 

 
  

（原価計算の方法） 

当社の原価計算は、総合原価計算による実際原価計算であります。 

【製造原価明細書】

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

Ⅰ 材料費 4,648,937 75.3 4,042,078 75.0

Ⅱ 労務費 70,902 1.2 72,484 1.3

Ⅲ 経費 ※１ 1,452,727 23.5 1,276,963 23.7

  当期総製造費用 6,172,567 100.0 5,391,526 100.0

   合計 6,172,567 5,391,526

  当期製品製造原価 6,172,567 5,391,526

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 

※１ 主な内訳は、次のとおりであります。

(千円)

外注加工費 1,253,644

減価償却費 106,646

荷造運搬費 26,582

地代家賃 18,066

※１ 主な内訳は、次のとおりであります。

(千円)

外注加工費 1,082,545

減価償却費 107,928

荷造運搬費 30,687

租税公課 14,575
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 391,666 391,666 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 391,666 391,666 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 374,686 374,686 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 374,686 374,686 

資本剰余金合計 

前期末残高 374,686 374,686 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 374,686 374,686 

利益剰余金 

利益準備金 

前期末残高 44,700 44,700 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 44,700 44,700 

その他利益剰余金 

土地圧縮積立金 

前期末残高 571 571 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 571 571 

特別償却準備金 

前期末残高 108 － 

当期変動額 

特別償却準備金の取崩 △108 － 

当期変動額合計 △108 － 

当期末残高 － － 

別途積立金 

前期末残高 2,800,000 2,990,000 

当期変動額 

別途積立金の積立 190,000 210,000 

当期変動額合計 190,000 210,000 

当期末残高 2,990,000 3,200,000 

繰越利益剰余金 

前期末残高 347,040 365,725 

当期変動額 

剰余金の配当 △39,630 △29,720 

特別償却準備金の取崩 108 － 

別途積立金の積立 △190,000 △210,000 

当期純利益又は当期純損失（△） 248,206 △40,379 

当期変動額合計 18,684 △280,100 

当期末残高 365,725 85,624 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

利益剰余金合計 

前期末残高 3,192,420 3,400,997 

当期変動額 

剰余金の配当 △39,630 △29,720 

特別償却準備金の取崩 － － 

別途積立金の積立 － － 

当期純利益又は当期純損失（△） 248,206 △40,379 

当期変動額合計 208,576 △70,100 

当期末残高 3,400,997 3,330,896 

自己株式 

前期末残高 △1,594 △1,594 

当期変動額 

自己株式の取得 － △2,962 

当期変動額合計 － △2,962 

当期末残高 △1,594 △4,556 

株主資本合計 

前期末残高 3,957,178 4,165,754 

当期変動額 

剰余金の配当 △39,630 △29,720 

特別償却準備金の取崩 － － 

別途積立金の積立 － － 

当期純利益又は当期純損失（△） 248,206 △40,379 

自己株式の取得 － △2,962 

当期変動額合計 208,576 △73,062 

当期末残高 4,165,754 4,092,691 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 29,711 11,236 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △18,474 △7,688 

当期変動額合計 △18,474 △7,688 

当期末残高 11,236 3,548 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 29,711 11,236 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △18,474 △7,688 

当期変動額合計 △18,474 △7,688 

当期末残高 11,236 3,548 

純資産合計 

前期末残高 3,986,889 4,176,991 

当期変動額 

剰余金の配当 △39,630 △29,720 

特別償却準備金の取崩 － － 

別途積立金の積立 － － 

当期純利益又は当期純損失（△） 248,206 △40,379 

自己株式の取得 － △2,962 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △18,474 △7,688 

当期変動額合計 190,101 △80,751 

当期末残高 4,176,991 4,096,240 
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該当する事項はありません。 

  

(4)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

(5)【重要な会計方針】

項目
前事業年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法

(1) 子会社株式

  移動平均法による原価法

(1) 子会社株式

同左

(2) その他有価証券

  (時価のあるもの)

   決算日の市場価格等に基づく時

価法(評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定)

(2) その他有価証券

  (時価のあるもの)

同左

  (時価のないもの)

   移動平均法による原価法

  (時価のないもの)

同左

２ デリバティブ取引により

生じる正味の債権(及び

債務)の評価基準

時価法 同左

３ たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1) 商品、製品、原材料

  移動平均法による原価法

(1) 商品、製品、原材料

  移動平均法による原価法（貸借対

照表価額は収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法により算定）

(2) 貯蔵品 

  最終仕入原価法による原価法

(2) 貯蔵品

  最終仕入原価法による原価法（貸

借対照表価額は収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法により算定）

（会計方針の変更）

 当事業年度より「棚卸資産の評価

に関する会計基準」（企業会計基準

第９号 平成18年７月５日公表分）

を適用しております。

 これによる損益に与える影響はあ

りません。
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項目
前事業年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

４ 固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産及び投資不動産

  定率法

  但し、平成10年４月１日以降取得

した建物(建物附属設備を除く)につ

いては定額法

  なお、主な耐用年数は次のとおり

であります。

  建物        ８～50年

  構築物       ７～47年

  機械及び装置    ６～18年

  車両運搬具     ４～６年

  工具、器具及び備品 ２～17年

 (会計方針の変更)

  法人税法の改正に伴い、当事業年

度より、平成19年４月１日以降に取

得した有形固定資産について、改正

後の法人税法に基づく減価償却の方

法に変更しております。

  これによる損益に与える影響は軽

微であります。

 (追加情報)

  法人税法の改正に伴い、平成19年

３月31日以前に取得した資産につい

ては、改正前の法人税法に基づく減

価償却の方法の適用により取得価額

の５％に到達した事業年度の翌事業

年度より、取得価額の５％相当額と

備忘価額との差額を５年間にわたり

均等償却し、減価償却費に含めて計

上しております。

  これによる損益に与える影響は軽

微であります。

(1) 有形固定資産（リース資産を除

く）及び投資不動産

  定率法

  但し、平成10年４月１日以降取得

した建物(建物附属設備を除く)につ

いては定額法

  なお、主な耐用年数は次のとおり

であります。

  建物        ８～50年

  構築物       ７～47年

  機械及び装置      11年

  車両運搬具     ４～６年

  工具、器具及び備品 ２～17年

（追加情報）

 当社の機械及び装置については、

従来、耐用年数を６～18年としてお

りましたが、当事業年度より11年に

変更しております。これは、平成20

年度の税制改正を契機に耐用年数を

見直したことによるものでありま

す。

 これによる損益に与える影響は軽

微であります。 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

(2) 無形固定資産

  定額法

  なお、自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における利用可能期

間(５年)に基づいております。

(2) 無形固定資産（リース資産を除

く）

同左

(3)    ―――――― (3) リース資産

  リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法を採用してお

ります。

  なお、所有権移転外ファイナン

ス・リース取引のうち、リース取引

開始日が平成20年３月31日以前のリ

ース取引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処理に

よっております。
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項目
前事業年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

５ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

  債権の貸倒れによる損失に備える

ため、以下の方法によって計上して

おります。

 (一般債権)

  貸倒実績率法によっております。

 (貸倒懸念債権及び破産更生債権等)

  個別債権の回収可能性を検討して

回収不能見込額を計上しておりま

す。

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 賞与引当金

  従業員の賞与支給に備えるため、

支給見込額に基づき計上しておりま

す。

(2) 賞与引当金

同左

(3) 役員賞与引当金

  役員賞与の支出に備えるため、当

事業年度における支給見込額に基づ

き計上しております。

(3) 役員賞与引当金

  役員賞与の支出に備えるため、当

事業年度における支給見込額に基づ

き計上しております。

  なお、当事業年度末において役員

賞与引当金の残高はありません。

(4) 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債務

及び年金資産に基づき計上しており

ます。

(4) 退職給付引当金

同左

(5) 役員退職慰労引当金

  役員の退職慰労金の支出に備える

ため、内規に基づく期末要支給額を

計上しております。

(5) 役員退職慰労引当金

同左

６ リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。

――――――

７ カタログ(見本帳)の会計

処理

 カタログ(見本帳)の制作費用につい

ては、カタログ(見本帳)の使用期間

(18ヶ月)にわたり費用計上し、翌事業

年度以降の負担分については前払費用

で処理しております。

同左

８ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理 

 税抜方式を採用しております。

消費税等の会計処理

同左
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(6)【会計処理方法の変更】

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

―――――― （リース取引に関する会計基準）

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、当事業年度より、「リース取引に関する

会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日

（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改

正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日

本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30

日改正））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じ

た会計処理によっております。

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用し

ております。

 これによる損益に与える影響はありません。

【表示方法の変更】

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

―――――― （貸借対照表）

１．「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する

規則等の一部を改正する内閣府令（平成20年８月７

日 内閣府令第50号）が適用となることに伴い、前

事業年度において、「商品」「製品」「原材料」

「貯蔵品」として掲記されていたものは、当事業年

度から「商品及び製品」「原材料及び貯蔵品」に区

分掲記しております。

２．前事業年度において、「通貨スワップ負債」とし

て掲記されていたものは、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲ

Ｌ導入に伴い財務諸表の比較可能性を向上するた

め、当事業年度より「デリバティブ債務」として表

示しております。

―――――― （損益計算書）

１．前事業年度において、「リース料」として掲記さ

れていたものは、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導入に

伴い財務諸表の比較可能性を向上するため、当事業

年度より「賃借料」として表示しております。

２．前事業年度において、「通貨スワップ利益」「通

貨スワップ損失」として掲記されていたものは、Ｅ

ＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導入に伴い財務諸表の比較

可能性を向上するため、当事業年度より「デリバテ

ィブ評価益」「デリバティブ評価損」として表示し

ております。

【追加情報】
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(7)【個別財務諸表に関する注記事項】

(貸借対照表関係)

前事業年度 
(平成20年３月31日)

当事業年度
(平成21年３月31日)

 

※１ 関係会社に対する資産及び負債

   区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

ものは、次のとおりであります。

受取手形 142,158千円

売掛金 161,690千円

買掛金 239,112千円

   連結子会社であるパブリック東員工場㈱に対する

売掛金と買掛金については、従来は総額で表示して

おりましたが、当期に支払条件を変更したことによ

り、相殺の要件を満たしたため、当事業年度から両

者を相殺しております。

   この結果、従来に比べて売掛金と買掛金がそれぞ

れ675,511千円減少しております。

 

※１ 関係会社に対する資産及び負債

   区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

ものは、次のとおりであります。

受取手形 130,019千円

売掛金 113,427千円

買掛金 209,495千円

 

 

※２ 担保資産及び対応債務

   担保に供している資産

建物 542,975千円

土地 601,094千円

投資不動産 733,160千円

 計 1,877,230千円

   上記に対応する債務

短期借入金 200,000千円

１年内返済予定の長期借入金 148,848千円

長期借入金 232,312千円

 計 581,160千円

 

※２ 担保資産及び対応債務

   担保に供している資産

建物 510,496千円

土地 601,094千円

投資不動産 726,168千円

計 1,873,758千円

   上記に対応する債務

短期借入金 300,000千円

１年内返済予定の長期借入金 155,460千円

長期借入金 174,630千円

計 630,090千円

 ３         ――――  ３ 偶発債務

  （債務保証）

   次の関係会社について、金融機関からの借入に対

し債務保証を行っております。

保証先 金額 内容

アルティ㈱ 100,000千円 借入債務

計 100,000千円

 
４ 受取手形割引高 159,236千円

 
４ 受取手形割引高 215,445千円

 

 ５ 当社においては、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行４行と当座貸越契約を締結しておりま

す。

   当事業年度末における当座貸越契約に係る借入金

未実行残高等は次のとおりであります。

当座貸越極度額 1,200,000千円

借入実行残高 300,000千円

差引額 900,000千円

 ５ 当社においては、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行４行と当座貸越契約を締結しておりま

す。

   当事業年度末における当座貸越契約に係る借入金

未実行残高等は次のとおりであります。

当座貸越極度額 1,200,000千円

借入実行残高 420,000千円

差引額 780,000千円
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前事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
  

当事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
（注）普通株式の自己株式の増加20,718株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加20,000株、単元未満株

式の買取りによる増加718株であります。 

(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

※１ 一般管理費に含まれる研究開発費は138,436千円

であります。

※１ 一般管理費に含まれる研究開発費は117,512千円

であります。

 

※２ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。

原材料仕入高 381,393千円

外注加工費 1,253,644千円

受取賃貸料 44,396千円

経営指導料 18,000千円

売上割引 12,396千円

※２ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。

原材料仕入高 315,259千円

外注加工費 1,082,545千円

受取賃貸料 53,468千円

経営指導料 18,000千円

売上割引 13,312千円

 

※３ 固定資産売却益の内容は、次のとおりでありま

す。

車両運搬具 2,714千円

※３ 固定資産売却益の内容は、次のとおりでありま

す。

工具、器具及び備品 904千円

※４         ―――――― ※４ 固定資産売却損の内容は、次のとおりでありま

す。

車両運搬具 137千円

 

※５ 固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

す。

撤去費用 450千円

※５ 固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

す。

工具、器具及び備品 148千円

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度末株式数
(株)

当事業年度増加株式数
(株)

当事業年度減少株式数
(株)

当事業年度末株式数
(株)

普通株式 1,550 ― ― 1,550

合計 1,550 ― ― 1,550

前事業年度末株式数
(株)

当事業年度増加株式数
(株)

当事業年度減少株式数
(株)

当事業年度末株式数
(株)

普通株式 1,550 20,718 ― 22,268

合計 1,550 20,718 ― 22,268
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(リース取引関係)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

(借主側)

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

ファイナンス・リース取引（借主側）
所有権移転外ファイナンス・リース取引
（1）リース資産の内容

有形固定資産
事務機器（工具、器具及び備品）であります。

 

工具、器具
及び備品 
(千円)

ソフト 
ウェア 
(千円)

合計
(千円)

取得価額 
相当額

71,836 16,792 88,629

減価償却 
累計額相当額

25,983 3,697 29,681

期末残高 
相当額

45,853 13,094 58,947

  なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高

が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しております。

 

（2）リース資産の減価償却の方法
重要な会計方針「４．固定資産の減価償却の方

法」に記載のとおりであります。
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引の

うち、リース取引開始日が、平成20年３月31日以前
のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る
方法に準じた会計処理によっており、その内容は次
のとおりであります。 
 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

工具、器具
及び備品 
(千円)

無形固定
資産(ソフト
ウェア) 
(千円)

合計
(千円)

取得価額
相当額

64,942 16,792 81,735

減価償却
累計額相当額

34,031 7,056 41,087

期末残高
相当額

30,911 9,736 40,647

  なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高

が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しております。

 

② 未経過リース料期末残高相当額

１年内 17,725千円

１年超 41,221千円

 合計 58,947千円

  なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法により算定しており

ます。

 

② 未経過リース料期末残高相当額

１年内 16,262千円

１年超 24,385千円

合計 40,647千円

  なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法により算定しており

ます。

 

③ 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 17,278千円

減価償却費相当額 17,278千円
 

③ 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 17,725千円

減価償却費相当額 17,725千円

④ 減価償却費相当額の算定方法

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法により算定しております。

 

④ 減価償却費相当額の算定方法

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法により算定しております。

  (減損損失について)

  リース資産に配分された減損損失はありませんの

で、項目等の記載は省略しております。

  (減損損失について)

  リース資産に配分された減損損失はありませんの

で、項目等の記載は省略しております。
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前事業年度(平成20年３月31日) 

子会社株式で時価のあるものは、ありません。 

  

当事業年度(平成21年３月31日) 

子会社株式で時価のあるものは、ありません。 

  

 
  

(有価証券関係)

(税効果会計関係)

前事業年度 
(平成20年３月31日)

当事業年度
(平成21年３月31日)

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

(繰延税金資産)

未払賞与 3,272千円

未払事業税 8,662千円

たな卸資産評価損 14,616千円

貸倒引当金 12,872千円

退職給付引当金 25,760千円

役員退職慰労引当金 27,811千円

関係会社株式評価損 48,719千円

その他 14,833千円

繰延税金資産小計 156,548千円

評価性引当額 △79,823千円

繰延税金資産合計 76,724千円

(繰延税金負債)

その他有価証券評価差額金 8,782千円

その他 399千円

繰延税金負債合計 9,182千円

差引：繰延税金資産の純額 67,542千円
  

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

(繰延税金資産)

未払賞与 1,530千円

たな卸資産評価損 23,457千円

貸倒引当金 3,961千円

退職給付引当金 31,830千円

役員退職慰労引当金 30,856千円

関係会社株式評価損 48,719千円

その他 11,165千円

繰延税金資産小計 151,522千円

評価性引当額 △151,522千円

繰延税金資産合計 ―

(繰延税金負債)

未収事業税 4,976千円

その他有価証券評価差額金 2,533千円

その他 399千円

繰延税金負債合計 7,908千円

差引：繰延税金負債の純額 △7,908千円

 

  繰延税金資産の純額は、以下の項目に含まれており

ます。

流動資産－繰延税金資産 31,636千円

固定資産－繰延税金資産 35,905千円

流動負債－繰延税金負債 ―

固定負債－繰延税金負債 ―
  

  繰延税金負債の純額は、以下の項目に含まれており

ます。

流動資産－繰延税金資産 ―

固定資産－繰延税金資産 ―

流動負債－繰延税金負債 △4,976千円

固定負債－繰延税金負債 △2,932千円

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.6％

(調整)

評価性引当額の増加額 1.2％

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.5％

住民税均等割 0.4％

税額控除 △3.4％

留保金課税 1.4％

その他 △0.1％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 41.6％
 

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.6％

(調整)

評価性引当額の増加額 114.3％

交際費等永久に損金に算入されない項目 6.5％

住民税均等割 2.7％

税額控除 △4.1％

その他 4.4％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 164.4％
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(注) １ 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。 

 
  
(注) ２ １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）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)

項目
前事業年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 1,053円99銭 1,039円05銭

１株当たり当期純利益又は１株当た
り当期純損失（△）

62円63銭 △10円19銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、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

期純利益については、１株当たり当

期純損失であり、また、潜在株式が

存在しないため、記載しておりませ

ん。

項目
前事業年度

(平成20年３月31日)
当事業年度

(平成21年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 4,176,991 4,096,240

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) ― ―

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 4,176,991 4,096,240

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(千株)

3,963 3,942

項目
前事業年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当期純利益又は当期純損失（△）(千円) 248,206 △40,379

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又は当期純損失
（△）(千円)

248,206 △40,379

普通株式の期中平均株式数(千株) 3,963 3,961

(重要な後発事象)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

該当する事項はありません。 該当する事項はありません。
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開示内容が定まった時点で開示いたします。 

該当する事項はありません。 

  

6. その他

(1) 役員の異動

(2) その他
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