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（百万円未満切捨て） 

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

 
21年3月期 
20年3月期 

百万円  ％ 
6,194      0.7 
6,152    3.1 

百万円  ％
391    12.4
348  △27.5

百万円  ％
370    15.1
321   △31.0

百万円  ％
150    55.1
97   △62.5

 
 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 

 
21年3月期 
20年3月期 

円 銭 
17 71 
11 42 

円 銭
― ―
― ―

％
4.6
3.1

％ 
4.3 
3.4 

％
6.3
5.7

 
（２）財政状態 
 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産

 
21年3月期 
20年3月期 

百万円 
8,510 
9,184 

百万円
3,266
3,160

％
38.4
34.4

円 銭
384  29
371 91

 (参考) 自己資本    21年3月期    3,266百万円   20年3月期      3,160百万円 
 
 （３）キャッシュ･フローの状況 
 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

 
21年3月期 
20年3月期 

百万円 
2,562 
2,415 

百万円
△1,474
△1,309

百万円
△1,158
△1,042

百万円
242
313

 
 
２．配当の状況 
 
 １株当たり配当金 
 第1 

四半期末 

第２ 

四半期末 

第３ 

四半期末
期末 年間 

配当金 
総額 
(年間) 

配当性向 
純資産
配当率

 
21年3月期 
20年3月期 

円 銭 

― 

― 

円 銭 

― 

― 

円 銭

―

―

円 銭

7  00
7  00

円 銭

7  00
7  00

百万円 

59 

59 

％ 

39.5 

61.3 

％

1.8

1.9

22年3月期（予想） ― ― ― 7  00 7  00 ― 39.7 ―
 
３．22年3月期の業績予想（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 

 
第2四半期累計期間 
通    期 

百万円 ％ 
3,052  △2.6 
6,160  △0.5 

百万円 ％
165  △41.5
353  △ 9.7

百万円 ％
140  △44.9
300  △18.9

百万円 ％ 
70  △38.6 
150     0.0 

円 銭
8  24
17  65
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４．その他 
（１）重要な会計方針の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更         有  
② ①以外の変更                無 

〔（注）詳細は、20ページ「会計方針の変更」をご覧ください。〕 
 

（２）発行済株式数(普通株式) 
① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 21年3月期  8,500,000株  20年3月期 8,500,000株 
② 期末自己株式数           21年3月期        800株   20年3月期      800株 
（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、29 ページ「１株当たり情報」をご覧くだ

さい。 
 
 
 
 
 

※ 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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等に 
ついては1ページ「1．経営成績（1）経営成績の分析」をご覧ください。 
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１．経営成績

(1）経営成績に関する分析

　当期における我が国経済は、米国発の金融危機が急激なスピードで実体経済に深刻な影響を及ぼしたのに加え、原

油価格乱高下や急激な為替変動などにより、かつてない景気後退局面となっております。

　特に、当社の主要顧客であります石油樹脂関連業界は、自動車関連業界、家電業界の需要の落ち込みによる影響を

強く受けております。

　一方物流業界においては、物流構造の変化や競合激化など、依然として厳しい状況が改善されないまま続いており

ます。

　このような経営環境のなかで、今年度最終年度にあたる「第２次躍進経営３カ年計画」に基づき、積極的な提案営

業による新規のお客さまの獲得や、既存のお客さまの業容拡大に取組みを進めてまいりました。

　石油化学樹脂を中心とした「一貫パレチゼーション」のパレットレンタルの売上高が上期は順調に推移しましたが、

下期に入り景気の減退を受け減少し、通期ではレンタル売上高は58億44百万円（対前年比１．８％増）と増加しまし

たが、販売売上高が減少し、売上高総額では61億94百万円（前期比０．７％増）の微増となりました。

　費用面につきましては、収入拡大と品質維持に対応するため増備したパレット等の減価償却費の負担増や、品質維

持のための修理費などの営業三費が増加し、販売費及び一般管理費ではＩＴ関連の投資が増加したものの、運用面で

の効率化等による削減効果もあり販売費及び一般管理費を含めた営業費用は58億８百万円となりました。

　その結果、当期の経常利益は３億70百万円（前期比１５．１％増）となりました。

　また、保有有価証券の評価損△76百万円を特別損失に計上したことにより、税引後当期純利益は１億50百万円（前

期比55.１％増）となりました。

（通期見通し）

　平成22年３月期の業績見通しについては、現経営計画「第２次躍進経営３カ年計画」の終了に伴い、次年度より新

しい中期経営計画を実施する予定でありました。

　　　しかし、現下の経営環境が、国内外の急激な変化により不透明かつ不安定な状況であるため、中期的な経営計画に

代え、単年度の計画を策定することといたしました。

　　　この計画実施により、厳しい状況下においても利益を生み出せる体制を作り上げ、次の新たなる飛躍に備えます。

　なお、通期の業績予想については、売上高は61億60百万円（当期比△０．５％）、営業利益３億53百万円（当期比

△９．７％）経常利益３億円（当期比△18.９％）、当期純利益１億50百万円（当期は１億50百万円）を目標にしてお

ります。

売上高明細書

種類別

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）

対前年比

金額
（千円）

構成比
（％）

金額
（千円）

構成比
（％）

金額
（千円）

比率
（％）

賃貸

レンタル

パレット 5,198,421 84.5 5,277,457 85.1 79,035 1.5

その他物流機器 542,063 8.8 566,704 9.1 24,640 4.5

小計 5,740,484 93.3 5,844,161 94.3 103,676 1.8

リース 15,028 0.2 12,288 0.2 △2,740 △18.2

計 5,755,513 93.5 5,856,449 94.5 100,935 1.8

販売

割賦 43,030 0.7 31,277 0.5 △11,753 △27.3

商品 177,612 2.9 120,557 2.0 △57,055 △32.1

再製品 35,570 0.6 31,465 0.5 △4,104 △11.5

計 256,213 4.2 183,300 3.0 △72,913 △28.5

その他 141,053 2.3 154,815 2.5 13,762 9.8

合計 6,152,780 100.0 6,194,565 100.0 41,784 0.7
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(2）財政状態に関する分析

①　財政状態の分析

（流動資産）

　当期末における流動資産の残高は、12億83百万円（前期は14億92百万円）となり、２億９百万円減少いたしまし

た。

　これは主に現金及び預金（前期比70百万円減）及びレンタル未収金（前期比70百万円減）、売掛金（前期比39百

万円減）、繰延税金資産（前期比２百万円減）、未収入金（前期比16百万円減）の減少が主な要因であります。

（固定資産）

　当期末における固定資産の残高は、72億27百万円（前期は76億92百万円）となり、４億65百万円減少いたしまし

た。

　これは主に新造抑制しました貸与資産（前期比４億85百万円減）が減少したほか、償却による社用資産（前期比

６百万円減）等の減少によるものであります。

（流動負債）

　当期末における流動負債の残高は、32億28百万円（前期は36億39百万円）となり、４億10百万円減少いたしまし

た。

　これは主に１年内償還予定の社債が１億円減少したものの、設備等に要した借入金（前期比１億４百万円減）、

リース未払金（前期比１億59百万円減）及び未払法人税（前期比20百万円減）等の減少によるものであります。

（固定負債）

　当期末における固定負債の残高は、20億15百万円（前期は23億84百万円）となり、３億68百万円減少いたしまし

た。

　これは主に需要に対応し増備した貸与資産取得のための長期借入金（前期比４億78百万円減）及びリース調達に

伴う長期リース未払金（前期比１億33百万円減）等の減少によるものであります。

（純資産）

　当期末における純資産の残高は、32億66百万円となり、１億５百万円増加いたしました。

　これは主に利益剰余金の増加によるものであります。

②　キャッシュ・フローの状況

　当期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は需要拡大と品質維持のためパレット等の貸与資産

の投入を行いましたが、営業活動によるキャッシュ・フローの増加のほか、投資活動によるキャッシュ・フローが

減少し、当期末残高は２億42百万円（前年比70百万円減）となりました。

　当期における各キャッシュ・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）

　営業活動の結果得られた資金は25億70百万円（前年比１億55百万円増）となりました。

　これは主に、減価償却費の増加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）

　投資活動の結果使用した資金は14億82百万円（前年比１億73百万円減）となりました。

　これは主に、木製パレットをはじめとする貸与資産の増備及び取替え等に要した支出13億49百万円（前年比１億

４百万円減）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）

　財務活動の結果使用した資金は、11億58百万円（前年比１億15百万円減）となりました。

　これは主に、借入金返済による支払が増加したこと等によるものであります。
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　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。

第33期
（17年３月期）

第34期
（18年３月期）

第35期
（19年３月期）

第36期
（20年３月期）

第37期
（21年３月期）

自己資本比率（％） 32.6 31.7 32.2 34.4 38.4

時価ベースの自己資本比率

（％）
21.4 29.9 27.7 23.2 19.3

債務償還年数 2.3 2.5 2.5 2.2 1.8

インタレスト・カバレッジ・

レシオ
17.1 16.2 16.9 17.2 20.3

＊自己資本比率：自己資本／総資産　　　　　・時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

・債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

・インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

１．各指標は、いずれも財務数値により計算しております。

２．株式時価総額は、期末株式終値×期末発行済株式総数により算出しております。

３．営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業キャッシュ・フローを使用し、有利子負債は貸借対照

表に計上の利子を支払っている全ての負債（含む社債）を対象としております。

また利払いについては、キャッシュ・フローの利息支払額を使用しております。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　当社は、株主さまへの利益還元を経営上の最重点課題として認識しており、安定した配当の継続を目指して、業績

に対応した配当を行っていくことを基本にしております。

　また、経営基盤の強化と安定した将来性のある企業としての成長を目指し、財務体質の強化を図るため内部留保の

充実に努めてまいります。

　当期及び次期共に、７円を普通配当金とする予定であります。

(4）事業等のリスク

　当社の経営成績、株価及び財務状況等に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。

　なお、文中における将来に関する事項は当事業年度末現在において、当社が判断したものであります。

　当社の主力商品である貸与資産（パレット）は３百万枚という大量の保有枚数となっており、これらの資産をレン

タル商品としてお客さまにご利用いただいております。一貫パレチゼーションの取扱は年々増加している状況にあり、

パレット等の所在を明確化するため、情報システムの活用による運用機能の充実と作業体制の見直しによる回収強化

に全力をあげて取り組んでおります。

　しかしながら、一般ユーザーを含めた完全な回収は困難と考えられることから、今後も業容の拡大にともなう未回

収パレット、並びに品質維持のために除却を必要とするパレットが発生する可能性を有しております。

２．企業集団の状況

　当社の企業集団を構成する関係会社はありません。また当社との間で継続的で密接な事業上の関係を持つ関連当事者

もないため、該当事項はございません。
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３．経営方針

(1）会社の経営の基本方針

　当社は、①　人と地球に優しいEco－Logistics企業をめざす。

②　パレットプールシステムにより物流に貢献する企業をめざす。

③　お客さま、社会から信頼される企業をめざす。

を企業理念にしており、事業の展開にあっては、以下を基本方針としております。

①　11型・14型を中心としたパレットの普及拡大に努め、物流の合理化に貢献する。

②　お客さまの要求に速やかに対応し、確かな品質とサービスの提供をめざす。

③　適正な利潤を確保し、永続的な発展をめざす。

④　社会的責任と公共的使命を自覚し、倫理観と遵法精神を重視する企業風土をめざす。

(2）目標とする経営指標

　株主の皆様への利益配分並びに今後の業容拡大に備えるため、適正な設備の確保と品質維持によるサービスの向上

を図り、利益水準の確保のために効率経営に努めてまいります。具体的な目標としては、積極的な提案営業を基本と

しつつ、効率性を高めることにより営業利益率の維持・向上を目指してまいります。

(3）中長期的な経営戦略

　　　わが国経済は、景気並びに企業収益の悪化が当面続くものと思われます。また、個人消費の低迷も懸念されており、

当社もその影響を受けざるを得ないと認識しております。

　　　このような状況の中、当社は顧客ニーズを的確に捉えた質の高いサービスを提供し、全社一丸となって諸施策の遂

行に取組んでまいります。

　　・営業収入の拡大

　　・回収体制の確立

　　・作業体制の見直し

　　・情報システムの充実

　　・経営基盤の強化

　　・企業イメージの向上

(4）対処すべき課題

（プールシステムによる一貫パレチゼーションの推進）

　当社の事業内容に対するお客さまのご理解を得るため、きめ細かい提案営業に努め、その利便性をご理解いただく

ことが最重要課題と考え、より効率的なプールシステムの確立による一貫パレチゼーションの拡大を目指します。

（情報システムの充実と貸与商品等の回収強化）

　当社のプールシステムを全国各地のお客さまにご利用頂くため、お客さまからの問い合わせの対応や、パレットの

メンテナンス・回収及び回送等に、迅速かつ正確に対応できる、より高度なシステム作りが不可欠となっております。

　平成20年４月から「Webデポ在庫管理システム」を稼動し、グローバル化の対応として「海外持出しＲ／Ｂ管理シス

テム」も平成21年２月より本格稼動いたしました。また、「統合情報システム」の刷新を図り「ＮＰＰ基幹システム」

が新年度より稼動予定となっており、情報精度向上化への対応として「パレット個体管理システム」も稼動してまい

ります。

（新商品の開発等）

　お客さまから好評を得ております当社開発の11型「ＮＰＰプラスチックパレット」に加え14型「ＮＰＰプラスチッ

クパレット」を増備するとともに、「ＮＰＰ型逆ネステナー」につきましても逐次投入し幅広く新商品の開発に取組

んでまいります。
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(5）親会社に関する事項

　該当事項はありません。
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継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。
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４．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 442,096 371,344

受取手形 43,166 38,503

レンタル未収金 706,323 635,581

売掛金 164,518 125,016

有価証券 10,141 10,179

貯蔵品 4,854 4,530

前払費用 23,509 19,291

繰延税金資産 21,563 18,634

未収入金 78,990 62,531

その他 241 220

貸倒引当金 △2,991 △2,833

流動資産合計 1,492,414 1,283,001

固定資産   

有形固定資産   

貸与資産   

賃貸用器具 11,669,458 11,501,677

減価償却累計額 △5,382,000 △5,689,771

賃貸用器具（純額） 6,287,457 5,811,906

賃貸用車両 51,550 46,900

減価償却累計額 △29,936 △35,368

賃貸用車両（純額） 21,613 11,531

貸与資産合計 6,309,071 5,823,437

社用資産   

建物 437,749 440,106

減価償却累計額 △238,012 △250,802

建物（純額） 199,736 189,304

構築物 292,921 295,321

減価償却累計額 △243,252 △248,484

構築物（純額） 49,669 46,837

機械及び装置 16,391 22,991

減価償却累計額 △13,906 △14,464

機械及び装置（純額） 2,484 8,527

車両運搬具 20,450 20,450

減価償却累計額 △14,335 △17,697

車両運搬具（純額） 6,114 2,752

工具、器具及び備品 231,997 245,237

減価償却累計額 △208,495 △217,905

工具、器具及び備品（純額） 23,501 27,332

-9-

日本パレットプール㈱（4690）　平成２１年３月期決算短信（非連結）



（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) 

土地 644,982 644,982

建設仮勘定 － 34,649

社用資産合計 926,490 954,388

有形固定資産合計 7,235,561 6,777,825

無形固定資産   

ソフトウエア 3,976 30,728

ソフトウエア仮勘定 17,850 72,249

その他 4,244 4,160

無形固定資産合計 26,071 107,139

投資その他の資産   

投資有価証券 233,691 181,852

長期前払費用 826 640

繰延税金資産 145,487 109,066

差入保証金 44,375 44,275

破産更生債権等 14,906 14,215

貸倒引当金 △8,578 △7,963

投資その他の資産合計 430,709 342,087

固定資産合計 7,692,341 7,227,051

資産合計 9,184,756 8,510,053

負債の部   

流動負債   

買掛金 554,541 539,189

短期借入金 1,050,000 1,050,000

1年内返済予定の長期借入金 1,094,800 990,280

1年内償還予定の社債 100,000 －

未払金 14,188 53,510

リース未払金 653,398 494,356

未払法人税等 58,966 33,536

未払消費税等 46,680 8,949

前受金 5,169 5,845

預り金 1,001 939

賞与引当金 38,481 34,552

繰延割賦売上利益 21,815 16,917

流動負債合計 3,639,041 3,228,077

固定負債   

長期借入金 1,512,480 1,304,100

長期リース未払金 796,660 663,484

退職給付引当金 15,240 15,617

役員退職慰労引当金 60,400 32,587

固定負債合計 2,384,781 2,015,788
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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) 

負債合計 6,023,823 5,243,866

純資産の部   

株主資本   

資本金 767,955 767,955

資本剰余金   

資本準備金 486,455 486,455

資本剰余金合計 486,455 486,455

利益剰余金   

利益準備金 96,342 96,342

その他利益剰余金   

別途積立金 1,499,500 1,499,500

繰越利益剰余金 337,774 428,836

利益剰余金合計 1,933,616 2,024,679

自己株式 △251 △251

株主資本合計 3,187,774 3,278,837

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △26,841 △12,650

評価・換算差額等合計 △26,841 △12,650

純資産合計 3,160,933 3,266,186

負債純資産合計 9,184,756 8,510,053
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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   

賃貸収入 5,755,513 5,856,449

販売収入 256,213 183,300

その他 141,053 154,815

売上高合計 6,152,780 6,194,565

売上原価   

賃貸原価 4,678,578 4,589,810

販売原価 215,256 148,091

その他 125,895 137,371

売上原価合計 5,019,730 4,875,273

売上総利益 1,133,049 1,319,291

繰延割賦売上利益戻入額 13,175 10,162

繰延割賦売上利益控除額 △9,083 △5,264

差引売上総利益 1,137,141 1,324,188

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 4,945 21,747

役員報酬 66,580 69,050

従業員給与賞与 358,814 375,989

賞与引当金繰入額 38,481 34,552

退職給付引当金繰入額 2,196 2,500

役員退職慰労引当金繰入額 13,037 12,850

福利厚生費 32,181 32,893

旅費及び交通費 31,760 37,592

賃借料 68,193 68,762

減価償却費 12,723 22,519

租税公課 11,702 9,657

貸倒引当金繰入額 1,838 1,393

その他 146,423 243,645

販売費及び一般管理費合計 788,880 933,154

営業利益 348,261 391,034

営業外収益   

受取利息 413 512

受取配当金 9,720 4,458

紛失補償金 100,576 95,411

その他 4,961 4,653

営業外収益合計 115,671 105,036

営業外費用   

支払利息 140,381 126,013

その他 2,154 －

営業外費用合計 142,535 126,013
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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) 

経常利益 321,397 370,057

特別利益   

固定資産売却益 49 －

特別利益合計 49 －

特別損失   

投資有価証券評価損 96,079 76,609

その他 67 －

特別損失合計 96,146 76,609

税引前当期純利益 225,300 293,448

法人税、住民税及び事業税 168,977 113,200

過年度法人税等 17,560 －

法人税等調整額 △58,327 29,691

法人税等合計 128,210 142,891

当期純利益 97,090 150,556
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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 767,955 767,955

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 767,955 767,955

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 486,455 486,455

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 486,455 486,455

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 96,342 96,342

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 96,342 96,342

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 1,499,500 1,499,500

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,499,500 1,499,500

繰越利益剰余金   

前期末残高 317,176 337,774

当期変動額   

剰余金の配当 △76,492 △59,494

当期純利益 97,090 150,556

当期変動額合計 20,597 91,062

当期末残高 337,774 428,836

利益剰余金合計   

前期末残高 1,913,019 1,933,616

当期変動額   

剰余金の配当 △76,492 △59,494

当期純利益 97,090 150,556

当期変動額合計 20,597 91,062

当期末残高 1,933,616 2,024,679

自己株式   

前期末残高 △251 △251
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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) 

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 △251 △251

株主資本合計   

前期末残高 3,167,177 3,187,774

当期変動額   

剰余金の配当 △76,492 △59,494

当期純利益 97,090 150,556

当期変動額合計 20,597 91,062

当期末残高 3,187,774 3,278,837

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △17,575 △26,841

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △9,265 14,190

当期変動額合計 △9,265 14,190

当期末残高 △26,841 △12,650

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △17,575 △26,841

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △9,265 14,190

当期変動額合計 △9,265 14,190

当期末残高 △26,841 △12,650

純資産合計   

前期末残高 3,149,601 3,160,933

当期変動額   

剰余金の配当 △76,492 △59,494

当期純利益 97,090 150,556

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △9,265 14,190

当期変動額合計 11,332 105,253

当期末残高 3,160,933 3,266,186
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（４）キャッシュ・フロー計算書 

（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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 225,300 293,448

減価償却費 2,078,130 2,146,830

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,719 △3,928

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △11,000 －

退職給付引当金及び役員退職給与引当金の増加額 7,568 △27,435

貸倒引当金の増減額（△は減少） 925 △773

受取利息及び受取配当金 △10,133 △4,971

支払利息 140,381 126,013

投資有価証券評価損益（△は益） 96,079 76,609

固定資産除却損 292,146 97,509

固定資産売却損益（△は益） △49 －

売上債権の増減額（△は増加） 33,932 111,329

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,447 323

仕入債務の増減額（△は減少） 18,132 △15,351

未払消費税等の増減額（△は減少） 19,003 △37,730

その他の資産の増減額（△は増加） 16,582 28,801

その他の負債の増減額（△は減少） △52,453 39,056

その他 2,154 －

小計 2,852,534 2,829,730

利息及び配当金の受取額 10,074 4,991

利息の支払額 △142,490 △121,550

法人税等の支払額 △305,005 △142,923

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,415,113 2,570,246

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 △138,820 △138,855

定期預金の払戻による収入 138,794 138,820

有価証券の売却による収入 2,000 －

投資有価証券の取得による支出 △97,766 △920

投資有価証券の売却による収入 50,000 －

有形固定資産の取得による支出 △1,245,725 △1,384,477

無形固定資産の取得による支出 △18,559 △97,449

有形固定資産の売却による収入 217 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,309,860 △1,482,882
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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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 1,270,000 1,800,000

短期借入金の返済による支出 △1,365,000 △1,800,000

長期借入れによる収入 1,100,000 900,000

長期借入金の返済による支出 △1,175,540 △1,212,900

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △795,320 △685,718

社債の償還による支出 － △100,000

配当金の支払額 △76,492 △59,494

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,042,353 △1,158,113

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 62,898 △70,748

現金及び現金同等物の期首残高 250,518 313,417

現金及び現金同等物の期末残高 313,417 242,668
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重要な会計方針

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

その他有価証券

①　時価のあるもの

　期末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．有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

①　時価のあるもの

同左

②　時価のないもの

移動平均法による原価法

②　時価のないもの

同左

２．デリバティブ等の評価基準及び評価方法

デリバティブ

時価法

２．デリバティブ等の評価基準及び評価方法

―――――――――――

３．たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品

総平均法による原価法

３．たな卸資産の評価基準及び評価方法

　　 貯蔵品

　　　 総平均法による原価法（貸借対照表価額については

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

４．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

貸与資産

　貸与器具については、過去の実績に基づく見積耐

用年数（主に５年）による定額法

　なお、賃貸用器具の償却対象額は、購入年度別に

先入先出法により集計しております。

　賃貸用車両については、契約リース期間（主に３

年）に基づく定額法

　   （会計方針の変更）

―――――――――――

　

 

４．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

貸与資産

同左

 

 

 

 

 

　   （会計方針の変更）

　　　 貸主側の所有権移転外ファイナンス・リースについ

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

る会計処理によっております。

　　　 なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開始前

の貸主側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

じた会計処理によっております。

　　　 これにより、営業利益、経常利益及び税引前当期純

利益に与える影響はありません。
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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）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

社用資産

建物については、定額法

その他については、定率法

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　８年～38年

構築物　　　７年～45年

社用資産

同左

（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。

　これにより、営業利益、経常利益及び税引前当期純

利益は、それぞれ18,883千円減少しております。

（会計方針の変更）

―――――――――――

　

 

（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

得した有形固定資産については、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

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、

減価償却に含めて計上しております。

　これにより、営業利益、経常利益及び税引前当期純

利益は、それぞれ11,747千円減少しております。

 

　

 

 

 

 

 

　

 

(2）無形固定資産

　自社利用のソフトウエアについては、社内における

見込利用期間（５年）に基づく定額法

　その他については定額法

(2）無形固定資産

同左

(3）長期前払費用

定額法

(3）長期前払費用

同左

５．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

　期末の債権に対する貸倒損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しております。

５．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員の賞与支払に備えて、賞与支給見込額の当期

負担額を計上しております。

(2）賞与引当金

同左

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、期末における退職

給付債務の見込額に基づき計上しております。

(3）退職給付引当金

同左

(4）役員退職給与引当金

　役員に対する退職金の支給に備えるため、内規に基

づく期末要支給額を計上しております。

(4）役員退職給与引当金

同左

６．収益及び費用の計上基準

割賦販売の計上基準

　商品引渡時に割賦販売に係る債権総額を売上高とし

て計上し、回収期日未到来の売掛金に対応する未実現

利益は繰延割賦売上利益として繰延処理しております。

６．収益及び費用の計上基準

割賦販売の計上基準

同左
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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）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

７．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．リース取引の処理方法

―――――――――――

８．ヘッジ会計の方法

(1）ヘッジ会計の方法

　金利スワップについては、特例処理の要件を満たし

ているので、特例処理を採用しております。

８．ヘッジ会計の方法

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段：金利スワップ

ヘッジ対象：借入金

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(3）ヘッジ方針

　借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利ス

ワップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契

約ごとに行っております。

(3）ヘッジ方針

同左

　 (4）ヘッジ有効性評価の方法

　　　 金利スワップの想定元本、利息の受払条件（利子率、

利息の受払日等）及び契約期間がほぼ同一であり、金

利スワップの特例処理の要件を満たしているため、有

効性評価を省略しております。

　 (4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

 ９．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　　　 手元現金、要求払預金及び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

短期投資からなっております。

 ９．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

同左

 10．消費税等の会計処理方法　

　　　 消費税等の会計処理については、税抜方式によって

おります。

 10．消費税等の会計処理方法　

同左

会計方針の変更

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）

―――――――――――

 

 

 

　　棚卸資産については、従来、総平均法による減価法に

よっておりましたが、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）が適用されたことに伴い、総平均法による原価

法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法）により算定しております。これによる、営

業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響はあ

りません。
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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．担保に供している資産

（財団抵当・抵当権）

建物 68,584千円　

構築物 7,542

工具器具及び備品 49

土地 304,781

計 380,958

＊１．担保に供している資産

　　（質権）

　　　　定期預金　　　　　　　　　　　　10,855千円

　　　　土地賃貸借契約に伴う原状回復費用の担保に

　　　供している。

うち財団抵当  

建物 27,242千円

構築物 7,542

工具器具及び備品 49

土地 108,382

計 143,216

同上の対応債務

社債 100,000千円

長期借入金 100,000

（質権）

定期預金 10,820

土地賃貸借契約に伴う原状回復費用の担保に

供している。

（損益計算書関係）

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．固定資産売却益は車両及び運搬具49千円であります。 ―――――――――――
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

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）

発行済株式

普通株式 8,500,000 ― ― 8,500,000

合計 8,500,000 ― ― 8,500,000

自己株式

普通株式 800 ― ― 800

合計 800 ― ― 800

　

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26日

定時株主総会
普通株式 76,492 9.00 　平成19年３月31日 　平成19年６月27日

　

(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期になるもの

　次のとおり、決議を予定しております。

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24日

定時株主総会
普通株式 59,494 利益剰余金 7.00 平成20年３月31日 平成20年６月25日
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当事業年度（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）

発行済株式

普通株式 8,500,000 ― ― 8,500,000

合計 8,500,000 ― ― 8,500,000

自己株式

普通株式 800 ― ― 800

合計 800 ― ― 800

　

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24日

定時株主総会
普通株式 59,494 7.00 平成20年３月31日 平成20年６月25日

　

(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期になるもの

　次のとおり、決議を予定しております。

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21年６月25日

定時株主総会
普通株式 59,494 利益剰余金 7.00 平成21年３月31日 平成21年６月26日

（キャッシュ・フロー計算書関係）

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．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

（平成20年３月31日現在） （平成21年３月31日現在）

現金及び預金勘定 442,096千円

預入期間が３カ月を超える定期預

金
△138,820

マネー・マネージメント・ファン

ド
10,141

計 313,417

現金及び預金勘定 371,344千円

預入期間が３カ月を超える定期預

金
△138,855

マネー・マネージメント・ファン

ド
10,179

計 242,668

　（注）　マネー・マネージメント・ファンドは、流動資

産の「有価証券」に含めて表示しております。

　（注）　マネー・マネージメント・ファンドは、流動資

産の「有価証券」に含めて表示しております。

２．重要な非資金取引の内容

　当期に新たに計上したファイナンス・リース取引に係

る資産及び債務の額は、それぞれ501,138千円でありま

す。

２．重要な非資金取引の内容

　当期に新たに計上したファイナンス・リース取引に係

る資産及び債務の額は、それぞれ393,500千円でありま

す。
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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

　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

貸手側

(1）リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末残

高

貸手側

(1）リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末残

高

賃貸用車両
（千円）

合計
（千円）

取得価額 51,550 51,550

減価償却累計額 29,936 29,936

期末残高 21,613 21,613

賃貸用車両
（千円）

合計
（千円）

取得価額 46,900 46,900

減価償却累計額 35,368 35,368

期末残高 11,531 11,531

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 10,776千円

１年超 10,628

合計 21,404

１年内 8,146千円

１年超 2,482

合計 10,628

(3）受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額 (3）受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額

受取リース料 15,028千円

減価償却費 12,386

受取利息相当額 2,008

受取リース料 12,288千円

減価償却費 9,930

受取利息相当額 1,147

(4）利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。

(4）利息相当額の算定方法

同左
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（有価証券関係）

(1）その他有価証券で時価のあるもの

 

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）

取得原価
（千円）

貸借対照表計
上額（千円）

差額（千円）
取得原価
（千円）

貸借対照表計
上額（千円）

差額（千円）

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

るもの

(1）株式 43,818 45,955 2,137 26,619 38,305 11,685

(2）債券 ― ― ― ― ― ―

(3）その他 ― ― ― ― ― ―

小計 43,818 45,955 2,137 26,619 38,305 11,685

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

ないもの

(1）株式 281,137 145,914 △135,223 126,567 103,879 △22,687

(2）債券 49,926 41,821 △8,105 49,926 39,667 △10,259

(3）その他 ― ― ― ― ― ―

小計 331,063 187,735 △143,328 176,494 143,547 △32,946

合計 374,882 233,691 △141,190 203,113 181,852 △21,261

　（注）　当会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について76,609千円の減損処理を行っております。

(2）前事業年度及び当事業年度中に売却したその他有価証券

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）

売却額（千円）
売却益の合計額

（千円）
売却損の合計額

（千円）
売却額（千円）

売却益の合計額
（千円）

売却損の合計額
（千円）

― ― ― ― ― ―

(3）時価評価されていない主な有価証券の内容

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）

貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

マネー・マネージメント・ファン

ド
10,141 10,179

その他 ― ―

(4）その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額

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年以内
（千円）

１年超５年
以内
（千円）

５年超10年
以内
（千円）

10年超
（千円）

１年以内
（千円）

１年超５年
以内
（千円）

５年超10年
以内
（千円）

10年超
（千円）

債券 ― ― ― 41,821 ― ― ― 39,667

その他 ― ― ― ― ― ― ― ―

合計 ― ― ― 41,821 ― ― ― 39,667
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（デリバティブ取引関係）

　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開示を省略しております。

（退職給付関係）

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．採用している退職給付制度の概要

　　退職金規程に基づく社内積立の退職一時金制度を設けて

おります。また、確定拠出型の制度として中小企業退職金

共済制度及び特定退職金共済制度に加入しております。

 なお、退職金の一部は中小企業退職金共済制度及び特

定退職金共済制度から支給されます。　

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

　　退職給付債務は、自己都合期末要支給額から中小企業退

職金共済制度及び特定退職金共済制度より支給される額を

控除した額を退職給付引当金として計上しております。

２．退職給付債務に関する事項

同左

３．退職給付費用に関する事項 ３．退職給付費用に関する事項

勤務費用

退職給付引当金繰入額 2,196千円

退職金共済掛金 2,256

退職給付費用 4,452

勤務費用

退職給付引当金繰入額 2,500千円

退職金共済掛金 2,000

退職給付費用 4,500

　（注）　退職金共済掛金は損益計算書上、販売費及び一

般管理費の福利厚生費に計上しております。

　（注）　退職金共済掛金は損益計算書上、販売費及び一

般管理費の福利厚生費に計上しております。
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（ストック・オプション等関係）

　該当事項はありません。

（税効果関係）

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

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

(1）流動資産

繰延税金資産

賞与引当金 15,584千円

未払事業税 4,917

その他 1,061

繰延税金資産合計 21,563

(1）流動資産

繰延税金資産

賞与引当金 13,993千円

未払事業税 3,059

その他 1,581

繰延税金資産合計 18,634

(2）固定資産

繰延税金資産

貸倒引当金 3,348千円

退職給付引当金 6,172

役員退職給与引当金 24,462

貸与資産 108,692

その他有価証券評価差額金 18,270

小計 160,945

評価性引当額 △15,457

繰延税金資産合計 145,487

(2）固定資産

繰延税金資産

貸倒引当金 2,942千円

退職給付引当金 6,324

役員退職慰労引当金 13,197

貸与資産 97,201

その他有価証券評価差額金 8,610

小計 128,277

評価性引当額 △19,210

繰延税金資産合計 109,066

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

との差異原因

法定実効税率 40.5％

（調整）

交際費等永久に損金算入さ

れない項目
1.9

住民税均等割 7.6

評価性引当額の増減 6.9

その他 0.0

税効果会計適用後の法人税

等の負担率
56.9

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

との差異原因

法定実効税率 40.5％

（調整）

交際費等永久に損金算入さ

れない項目
1.3

住民税均等割 5.9

評価性引当額の増減 1.3

その他 △0.3

税効果会計適用後の法人税

等の負担率
48.7
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（関連当事者との取引）

前事業年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

法人主要株主

属性
会社等の
名称

住所
資本金
（千円）

事業の
内容

議決権等の
所有（被所
有）割合

関連当事者との関係

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

法人主要株

主

日本通運㈱ 東京都港区 70,175,276 貨物自動

車運送事

業

（被所有）

直接

10.59％

出向

２人

転籍等

５人

当社のパ

レット等

のレンタ

ルを行っ

ており当

社製品の

運送・保

管・修理

等を行っ

ている。

当社パレッ

ト等のレン

タル 606,448

レンタル

未収金 125,854

当社製品の

販売 12,226 売掛金 3,590

出向者の受

入 203,975  ―

当社製品の

販売運送 252,381 買掛金 42,991

当社製品の

修理 66,412 買掛金 11,428

当社製品の

保管 158,397 買掛金 27,425

　（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。

期末残高のうち、レンタル未収金・売掛金には消費税等が含まれておらず、買掛金には消費税等が含まれて

おります。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

価格その他の取引条件は、当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件によっております。

当事業年度（自平成20年４月１日　至平成21年３月31日）

法人主要株主

属性
会社等の
名称

住所
資本金
（千円）

事業の
内容

議決権等の
所有（被所
有）割合

関連当事者との関係

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

法人主要株

主

日本通運㈱ 東京都港区 70,175,276 貨物自動

車運送事

業

（被所有）

直接

10.59％

出向

１人

転籍等

２人

当社のパ

レット等

のレンタ

ルを行っ

ており当

社製品の

運送・保

管・修理

等を行っ

ている。

当社パレッ

ト等のレン

タル 649,686

レンタル

未収金 136,588

当社製品の

販売 18,333 売掛金 14,349

出向者の受

入 220,612  ―

当社製品の

販売運送 240,497 買掛金 29,549

当社製品の

修理 66,910 買掛金 10,949

当社製品の

保管 159,195 買掛金 25,187

　（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。

期末残高のうち、レンタル未収金・売掛金には消費税等が含まれておらず、買掛金には消費税等が含まれて

おります。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

価格その他の取引条件は、当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件によっております。
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（１株当たり情報）

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 371円91銭

１株当たり当期純利益額 11円42銭

１株当たり純資産額 384円29銭

１株当たり当期純利益額 17円71銭

　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。

　（注）　１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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（千円） 97,090 150,556

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） 97,090 150,556

期中平均株式数（千株） 8,499 8,499

（重要な後発事象の注記）

　該当事項はありません。

（企業結合等）

　該当事項はありません。

（持分法投資損益等）

　該当事項はありません。
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５．その他

(1）役員の異動

　　開示内容が定まった時点で開示いたします。
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