
平成 21年 11月 26日

　　各　位

会　社　名　 東福製粉株式会社

代　表　者　 取締役社長　野上　英一

（コード番号　 2006　東証第二部　福証）

問合せ先　 取締役　玉置　隆

TEL (092) 781-1661

平成21年11月19日に開示いたしました、平成21年9月期決算短信の記載内容に一部誤りがありました

ので、下記の通り（下線の部分）訂正致します。

1.経営成績　（3ページ）

（1）経営成績に関する分析

②次期の見通し
【誤】

益９千５百万円、連結当期純利益７千万円の見通しでございます。

【正】

益９千５百万円、連結当期純利益７千万円の見通しでございます。

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項（16ページ）
【誤】

　②たな卸資産 ②たな卸資産
　製品 製品・商品・原料・長蔵品

月次製造原価法による原価法 移動平均法による原価法（収益性
　商品・原料・長蔵品  の低下による簿価切下げの方法）

移動平均法による原価法

― 　（会計方針の変更）

【正】

　②たな卸資産 ②たな卸資産
　製品 製品・商品・原料・貯蔵品

月次製造原価法による原価法 移動平均法による原価法（収益性
　商品・原料・貯蔵品  の低下による簿価切下げの方法）

移動平均法による原価法

― 　（会計方針の変更）

（再訂正、数値データ訂正あり）「平成21年９月期　決算短信」の一部訂正について

項目
前連結会計年度 当連結会計年度

(平成19年10月 1 日から (平成20年10月 1 日から
平成20年 9 月30日まで) 平成21年 9 月30日まで)

この結果、当社は、平成２２年９月期の連結売上高４０億円、連結経常利益８千５百万円、連結経常利

この結果、当社は、平成２２年９月期の連結売上高４０億円、連結営業利益８千５百万円、連結経常利

項目 (平成19年10月 1 日から
平成20年 9 月30日まで)

前連結会計年度 当連結会計年度
(平成20年10月 1 日から
平成21年 9 月30日まで)
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5.　個別財務諸表
　　（2）損益計算書　（33ページ）
【誤】

（単位：千円）

営業外費用

支払利息

社債発行費

社債利息

その他

営業外費用合計

経常利益又は経常損失（△）

特別利益

貸倒引当金戻入額

特別利益合計

特別損失

固定資産除却損

たな卸資産評価損

貸倒引当金繰入額

投資有価証券評価損

特別損失合計

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

法人税、住民税及び事業税

法人税等調整額

法人税等合計

当期純利益又は当期純損失（△）

【正】
（単位：千円）

営業外費用

支払利息

社債発行費

社債利息

その他

営業外費用合計

経常利益又は経常損失（△）

特別利益

貸倒引当金戻入額

特別利益合計

特別損失

固定資産除却損

たな卸資産評価損

貸倒引当金繰入額

投資有価証券評価損

特別損失合計

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

法人税、住民税及び事業税

法人税等調整額

法人税等合計

当期純利益又は当期純損失（△）

以 上

35,798 △30,057

30,374 △12,619
31,274 △11,712

67,072 △41,770

900 906

－ 1,312
16 18,546

－ 1,886
－ 12,510

16 2,836

2,277 －

2,277 －

64,811 △23,223

3,097 3,017
50,945 41,097

6,517 －

－ 2,983

　至　平成20年９月30日) 　至　平成21年９月30日)

41,331 35,096

前事業年度 当事業年度

 (自　平成19年10月１日  (自　平成20年10月１日

3,097
－

6,517
41,331

64,811

50,945

16

2,277

2,277

35,798

31,274

30,374
900

67,072

16

－

－

－

12,510
1,886
2,836

－

－

△30,057

△11,712

△12,619
906

△41,770

2,836

1,312

3,017
41,097

△23,223

当事業年度

 (自　平成20年10月１日

　至　平成21年９月30日)

前事業年度

 (自　平成19年10月１日

　至　平成20年９月30日)

35,096
－

2,983
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(1）経営成績に関する分析 

①当期の経営成績 

＜製粉事業＞  

 当期（平成20年10月1日～平成21年9月30日）における我が国の経済は、世界的景気悪化の影響が続く中、政府によ

る定額給付金などの景気刺激策が行われましたが、期待された程の効果も無く、雇用情勢の悪化や個人消費の低迷な

ど企業を取り巻く環境は依然として厳しい状況にあります。 

また、政界においては、長年不動であった衆議院で政権交代が行われるなど、今後の日本経済に大きな一石が投じら

れました。  

 製粉業界におきましては、穀物相場は落ち着きを見せ、輸入小麦の政府売渡価格が昨年１０月に約10％引き上げら

れたものの、本年４月には約14.8％価格が引き下げられました。 

 このような中、当社グループは、販売の強化を始めとし製品の安全性の確保と製造効率の向上並びに内部管理体制

の強化に全力を挙げて取り組んで参りました。また、日本製粉株式会社との業務提携において、物流及び生産並びに

製品の交流を開始いたしました。 

 製粉部門における当期売上高の状況は、主力の小麦粉は、消費の低迷などの販売環境にありましたが、積極的な営

業活動に努め、新規開拓を図って参りました結果、増収となりました。 

 副産物のふすまは、生産数量が減少しましたので、それに伴い販売数量が減少したため減収となりました。 

 その他の部門におきましては、主力の小麦粉と同様にミックス粉製品の販売経路の拡充に努めましたが若干の減収

となりました。また、麺類・穀類その他商品におきましては、乾麺類は長梅雨のも係らず地道な営業活動に取り組

み、売上を着実に伸ばしましたものの、その他商品の販売を慎重に行いましたので減収となりました。 

 食品卸売部門におきましては、販売が順調でしたので増収となりました。 

 ＜不動産事業＞ 

 不動産事業におきましては、計画通りに推移しました。 

  

 この結果、当期の業績は連結売上高４２億５千万円（前年対比5.1％増）となりましたが、貸倒引当金繰入などの

経費が増加しましたので、営業利益３千５百万円（前年対比72.9％減）、経常利益２百万円（前年対比97.6％減）、

当期純利益は４万２千円（前期対比99.9％減）となりました。 

 

②次期の見通し 

 今後の我が国経済の見通しは、引き続き世界的景気悪化の影響による個人消費の低迷や少子高齢化による小麦粉製

品、商品の消費減退は長期にわたるものと思われます。 

 製粉業界におきましては、本年１０月に政府売渡小麦粉価格が約２３％引き下げられ今後も価格の変動に予断を許

さない状況が見込まれます。 

 このような中、当社グループと致しましては、日本製粉株式会社との業務提携による各種交流を進めて行くと同時

に、新規開拓を柱とした販売活動の強化及び製造コストの削減による適正利益の確保に努めて参ります。 

 この結果、当社は、平成２２年９月期の連結売上高４０億円、連結営業利益８千５百万円、連結経常利益９千５百

万円、連結当期純利益７千万円の見通しでございます。 

 

  

(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

 資産は、前連結会計年度末に比べ１億１千４百万円減少し、３９億６千４百万円となりました。その主なものは、

売掛金及びたな卸資産が減少したことによるものです。 

（負債） 

 負債は、前連結会計度末に比べ８千３百万円減少し、２２億８千９百万円となりました。その主なものは、短期借

入金が減少したことによるものです。 

（純資産） 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ３千万円減少し、１６億７千５百万円となりました。その主なものは、その他

有価証券評価差額金が減少したことによるものです。 

１．経営成績



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９月30日) 

当連結会計年度 
(平成21年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 239,866 418,014

受取手形及び売掛金 645,188 517,349

たな卸資産 820,963 581,135

有価証券 － 20,000

繰延税金資産 16,532 16,961

その他 61,550 21,154

貸倒引当金 △28,067 △20,583

流動資産合計 1,756,033 1,554,030

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,903,280 1,950,201

減価償却累計額 △1,081,348 △1,101,402

建物及び構築物（純額） 821,931 848,799

機械装置及び運搬具 2,343,851 2,502,519

減価償却累計額 △1,821,348 △1,857,789

機械装置及び運搬具（純額） 522,503 644,729

土地 122,852 122,852

その他 157,768 157,759

減価償却累計額 △142,655 △145,447

その他（純額） 15,113 12,312

有形固定資産合計 1,482,401 1,628,694

無形固定資産   

のれん 4,860 2,916

無形固定資産合計 4,860 2,916

投資その他の資産   

投資有価証券 590,388 515,424

長期貸付金 6,624 2,562

破産更生債権等 184,523 182,868

繰延税金資産 － 3,186

その他 187,818 197,023

貸倒引当金 △133,679 △122,114

投資その他の資産合計 835,675 778,950

固定資産合計 2,322,937 2,410,561

資産合計 4,078,971 3,964,592



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年９月30日) 

当連結会計年度 
(平成21年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 114,929 90,042

短期借入金 1,182,000 1,058,000

1年内返済予定の長期借入金 228,112 228,512

1年内償還予定の社債 40,000 40,000

未払金 66,699 57,439

未払法人税等 3,014 1,491

未払消費税等 1,571 14,539

賞与引当金 20,619 20,155

その他 16,435 113,712

流動負債合計 1,673,381 1,623,892

固定負債   

預り敷金 15,000 15,000

長期借入金 422,500 463,988

社債 160,000 120,000

繰延税金負債 96,807 63,064

退職給付引当金 5,348 3,578

固定負債合計 699,656 665,630

負債合計 2,373,038 2,289,523

純資産の部   

株主資本   

資本金 500,000 500,000

資本剰余金 67,876 67,876

利益剰余金 1,106,814 1,106,844

自己株式 △3,133 △3,208

株主資本合計 1,671,556 1,671,512

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 34,376 3,556

評価・換算差額等合計 34,376 3,556

純資産合計 1,705,933 1,675,069

負債純資産合計 4,078,971 3,964,592



（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年10月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 4,045,705 4,250,446

売上原価 3,306,657 3,576,505

売上総利益 739,048 673,941

販売費及び一般管理費   

販売運賃及び諸掛 224,917 204,372

役員報酬 69,028 80,053

従業員給与 80,778 78,517

賞与引当金繰入額 16,024 16,694

退職給付費用 5,984 4,014

減価償却費 5,213 6,592

その他 207,534 248,531

販売費及び一般管理費合計 609,482 638,776

営業利益 129,565 35,164

営業外収益   

受取利息 1,571 1,403

受取配当金 5,863 5,589

持分法による投資利益 17,095 －

受取手数料 1,964 1,939

その他 3,670 2,749

営業外収益合計 30,165 11,682

営業外費用   

支払利息 41,331 38,079

社債発行費 6,517 －

持分法による投資損失 － 3,081

その他 3,104 3,102

営業外費用合計 50,952 44,263

経常利益 108,779 2,583

特別利益   

貸倒引当金戻入額 2,277 －

固定資産売却益 － 350

特別利益合計 2,277 350

特別損失   

固定資産除却損 16 2,859

関係会社株式評価損 2,999 －

たな卸資産評価損 － 1,886

有価証券評価損 － 1,312

貸倒引当金繰入額 － 12,510

特別損失合計 3,016 18,569

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

108,040 △15,635

法人税、住民税及び事業税 1,176 1,187



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年10月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

法人税等調整額 30,364 △16,864

法人税等合計 31,540 △15,677

当期純利益 76,499 42



（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10月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 500,000 500,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 500,000 500,000

資本剰余金   

前期末残高 67,876 67,876

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 67,876 67,876

利益剰余金   

前期末残高 1,030,314 1,106,814

当期変動額   

当期純利益 76,499 42

自己株式の処分 － △11

当期変動額合計 76,499 30

当期末残高 1,106,814 1,106,844

自己株式   

前期末残高 △3,015 △3,133

当期変動額   

自己株式の取得 △117 △132

自己株式の処分 － 58

当期変動額合計 △117 △74

当期末残高 △3,133 △3,208

株主資本合計   

前期末残高 1,595,174 1,671,556

当期変動額   

当期純利益 76,499 42

自己株式の取得 △117 △132

自己株式の処分 － 46

当期変動額合計 76,381 △44

当期末残高 1,671,556 1,671,512



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年10月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 103,319 34,376

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △68,943 △30,819

当期変動額合計 △68,943 △30,819

当期末残高 34,376 3,556

評価・換算差額等合計   

前期末残高 103,319 34,376

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △68,943 △30,819

当期変動額合計 △68,943 △30,819

当期末残高 34,376 3,556

純資産合計   

前期末残高 1,698,494 1,705,933

当期変動額   

当期純利益 76,499 42

自己株式の取得 △117 △132

自己株式の処分 － 46

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △68,943 △30,819

当期変動額合計 7,438 △30,863

当期末残高 1,705,933 1,675,069



（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10月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30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 108,040 △15,635

減価償却費 110,893 115,861

持分法による投資損益（△は益） △17,095 3,081

関係会社株式評価損 2,999 －

固定資産売却損益（△は益） － △350

固定資産除却損 16 2,859

のれん償却額 1,944 1,944

有価証券評価損益（△は益） － 1,312

貸倒引当金の増減額（△は減少） 510 △19,048

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,896 △463

退職給付引当金の増減額（△は減少） 81 △1,770

前払年金資産の増減額（△は増加） △7,298 △6,929

社債発行費 6,517 －

受取利息及び受取配当金 △7,435 △6,993

支払利息 41,331 38,079

売上債権の増減額（△は増加） △17,744 129,494

たな卸資産の増減額（△は増加） △303,918 239,828

その他の流動資産の増減額（△は増加） △29,433 45,655

仕入債務の増減額（△は減少） △40,567 △24,887

その他の流動負債の増減額（△は減少） △17,994 △4,955

未払消費税等の増減額（△は減少） △7,301 12,968

その他 △2,591 1,854

小計 △175,148 511,906

利息及び配当金の受取額 8,999 8,073

利息及び割引料の支払額 △41,331 △42,849

法人税等の支払額 △1,176 △1,178

営業活動によるキャッシュ・フロー △208,655 475,952

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 △450 △10,250

定期預金の払戻による収入 － 700

有形固定資産の取得による支出 △42,751 △174,015

有形固定資産の売却による収入 － 459

投資有価証券の取得による支出 △1,819 △1,844

子会社株式の取得による支出 △3,000 －

貸付金の回収による収入 6,069 4,225

貸付けによる支出 △2,800 △300

その他 △4,016 △4,130

投資活動によるキャッシュ・フロー △48,767 △185,156



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年10月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

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） 270,000 △124,000

長期借入れによる収入 80,000 300,000

長期借入金の返済による支出 △253,838 △258,112

社債の発行による収入 193,482 －

社債の償還による支出 － △40,000

自己株式の売却による収入 － 46

自己株式の取得による支出 △117 △132

財務活動によるキャッシュ・フロー 289,527 △122,198

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 32,103 168,598

現金及び現金同等物の期首残高 207,312 239,416

現金及び現金同等物の期末残高 239,416 408,014



  

項目 
前連結会計年度 

（平成19年10月１日から 
平成20年９月30日まで） 

当連結会計年度 
（平成20年10月１日から 
平成21年９月30日まで） 

   ②たな卸資産 

製品 

 月次製造原価法による原価法  

商品・原料・貯蔵品 

 移動平均法による原価法 

  

 ②たな卸資産 

製品・商品・原料・貯蔵品 

 移動平均法による原価法（収益性

の低下による簿価切下げの方法） 

    

   － （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。 

 これにより、営業利益及び経常利益はそ

れぞれ1,394千円減少し、税金等調整前当

期純損失は、3,281千円増加しておりま

す。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、

当該箇所に記載しております。    

  (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 

製粉事業に係る建物・機械装置につ

いては定額法、その他の有形固定資

産は定率法を採用しております。 

②リース資産 

 －  

(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(リース資産を除く)

 同左 

  

  

②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９月30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)繰延資産の処理方法 

社債発行費については、支出時に全

額費用として処理しております。 

(3)繰延資産の処理方法 

－  

  (4) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

期末現在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

性を検討し、回収不能見込額を計上

しております。 

(4) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

  ② 賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与に充て

るため、支給見込額基準により計上

しております。 

② 賞与引当金 

同左 



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９月30日) 

当事業年度 
(平成21年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 210,256 379,433

受取手形 106,334 138,304

売掛金 543,315 385,247

有価証券 － 20,000

商品 124,755 －

製品 304,843 －

商品及び製品 － 328,788

原料 367,017 －

貯蔵品 22,415 －

原材料及び貯蔵品 － 250,865

輸出粉原料未精算差金 22,319 4,252

繰延税金資産 17,435 16,805

その他 65,239 31,378

貸倒引当金 △27,880 △21,240

流動資産合計 1,756,053 1,533,836

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,785,900 1,831,871

減価償却累計額 △989,387 △1,003,993

建物（純額） 796,513 827,878

構築物 45,995 45,995

減価償却累計額 △43,695 △43,695

構築物（純額） 2,299 2,299

機械及び装置 2,314,456 2,471,362

減価償却累計額 △1,802,668 △1,839,235

機械及び装置（純額） 511,787 632,126

車両運搬具 26,595 26,935

減価償却累計額 △16,020 △17,736

車両運搬具（純額） 10,575 9,199

工具、器具及び備品 149,960 149,960

減価償却累計額 △135,894 △138,406

工具、器具及び備品（純額） 14,066 11,554

土地 122,852 122,852

有形固定資産合計 1,458,095 1,605,911

投資その他の資産   

投資有価証券 323,729 253,550

関係会社株式 55,721 55,721

出資金 930 930



（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年９月30日) 

当事業年度 
(平成21年９月30日) 

関係会社長期貸付金 25,120 10,480

従業員長期貸付金 2,208 1,633

長期貸付金 4,416 929

破産更生債権等 180,889 176,702

前払年金資産 131,844 138,774

長期前払費用 1,516 －

保険積立金 45,061 49,115

その他 8,464 8,203

貸倒引当金 △130,044 △116,431

投資その他の資産合計 649,858 579,609

固定資産合計 2,107,954 2,185,520

資産合計 3,864,007 3,719,357

負債の部   

流動負債   

支払手形 35,356 33,136

買掛金 77,814 54,361

短期借入金 1,182,000 1,058,000

1年内返済予定の長期借入金 228,112 228,512

1年内償還予定の社債 40,000 40,000

未払金 62,501 96,520

未払法人税等 2,841 1,316

未払事業所税 3,462 3,462

未払消費税等 － 12,924

賞与引当金 19,586 18,885

設備関係支払手形 9,166 63,524

その他 2,721 2,657

流動負債合計 1,663,561 1,613,300

固定負債   

長期借入金 422,500 463,988

社債 160,000 120,000

繰延税金負債 96,746 63,047

退職給付引当金 5,348 3,578

固定負債合計 684,595 650,613

負債合計 2,348,156 2,263,913



（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年９月30日) 

当事業年度 
(平成21年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 500,000 500,000

資本剰余金   

資本準備金 67,876 67,876

資本剰余金合計 67,876 67,876

利益剰余金   

利益準備金 115,200 115,200

その他利益剰余金   

設備改善積立金 50,000 50,000

配当準備積立金 120,000 120,000

固定資産圧縮積立金 195,981 185,601

別途積立金 440,000 440,000

繰越利益剰余金 △3,606 △23,294

利益剰余金合計 917,575 887,506

自己株式 △2,988 △3,062

株主資本合計 1,482,463 1,452,319

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 33,387 3,124

評価・換算差額等合計 33,387 3,124

純資産合計 1,515,851 1,455,443

負債純資産合計 3,864,007 3,719,357



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年10月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高   

製品売上高 3,258,830 3,494,224

商品売上高 627,094 584,457

不動産賃貸収入 54,850 60,611

売上高合計 3,940,776 4,139,293

売上原価   

製品期首たな卸高 202,195 304,843

商品期首たな卸高 104,741 124,755

当期製品製造原価 2,662,574 2,817,445

当期商品仕入高 717,807 592,539

合計 3,687,318 3,839,584

他勘定振替高 29,818 18,835

製品期末たな卸高 304,843 245,274

商品期末たな卸高 124,755 83,514

商品及び製品売上原価 3,227,901 3,491,959

不動産賃貸原価 44,079 46,970

売上総利益 668,795 600,364

販売費及び一般管理費   

販売運賃及び諸掛 200,181 181,185

販売手数料 24,596 23,002

役員報酬 58,668 67,573

給料及び手当 72,187 69,706

賞与 7,206 6,613

賞与引当金繰入額 6,989 7,839

退職給付費用 5,528 3,558

福利厚生費 23,722 21,737

旅費及び通信費 22,360 29,545

事業所税 3,462 3,462

減価償却費 5,060 4,765

その他 139,134 176,894

販売費及び一般管理費合計 569,098 595,885

営業利益 99,696 4,478

営業外収益   

受取利息 3,445 2,348

受取配当金 6,880 6,307

受取手数料 1,964 1,939

その他 3,770 2,798

営業外収益合計 16,060 13,394



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年10月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業外費用   

支払利息 41,331 35,096

社債発行費 6,517 －

社債利息 － 2,983

その他 3,097 3,017

営業外費用合計 50,945 41,097

経常利益又は経常損失（△） 64,811 △23,223

特別利益   

貸倒引当金戻入額 2,277 －

特別利益合計 2,277 －

特別損失   

固定資産除却損 16 2,836

たな卸資産評価損 － 1,886

貸倒引当金繰入額 － 12,510

投資有価証券評価損 － 1,312

特別損失合計 16 18,546

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 67,072 △41,770

法人税、住民税及び事業税 900 906

法人税等調整額 30,374 △12,619

法人税等合計 31,274 △11,712

当期純利益又は当期純損失（△） 35,798 △30,057



（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10月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 500,000 500,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 500,000 500,000

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 67,876 67,876

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 67,876 67,876

資本剰余金合計   

前期末残高 67,876 67,876

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 67,876 67,876

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 115,200 115,200

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 115,200 115,200

その他利益剰余金   

退職手当積立金   

前期末残高 50,000 －

当期変動額   

退職手当積立金の取崩 △50,000 －

当期変動額合計 △50,000 －

当期末残高 － －

設備改善積立金   

前期末残高 － 50,000

当期変動額   

設備改善積立金の積立 50,000 －

当期変動額合計 50,000 －

当期末残高 50,000 50,000

配当準備積立金   

前期末残高 120,000 120,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年10月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当期末残高 120,000 120,000

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 206,362 195,981

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △10,380 △10,380

当期変動額合計 △10,380 △10,380

当期末残高 195,981 185,601

別途積立金   

前期末残高 440,000 440,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 440,000 440,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 △49,784 △3,606

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 10,380 10,380

退職手当積立金の取崩 50,000 －

設備改善積立金の積立 △50,000 －

当期純利益 35,798 △30,057

自己株式の処分 － △11

当期変動額合計 46,178 △19,688

当期末残高 △3,606 △23,294

利益剰余金合計   

前期末残高 881,777 917,575

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

退職手当積立金の取崩 － －

設備改善積立金の積立 － －

当期純利益 35,798 △30,057

自己株式の処分 － △11

当期変動額合計 35,798 △30,069

当期末残高 917,575 887,506

自己株式   

前期末残高 △2,870 △2,988

当期変動額   

自己株式の取得 △117 △132

自己株式の処分 － 58

当期変動額合計 △117 △74

当期末残高 △2,988 △3,062



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年10月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

株主資本合計   

前期末残高 1,446,782 1,482,463

当期変動額   

当期純利益 35,798 △30,057

自己株式の取得 △117 △132

自己株式の処分 － 46

当期変動額合計 35,680 △30,143

当期末残高 1,482,463 1,452,319

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 101,366 33,387

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △67,979 △30,263

当期変動額合計 △67,979 △30,263

当期末残高 33,387 3,124

評価・換算差額等合計   

前期末残高 101,366 33,387

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △67,979 △30,263

当期変動額合計 △67,979 △30,263

当期末残高 33,387 3,124

純資産合計   

前期末残高 1,548,149 1,515,851

当期変動額   

当期純利益 35,798 △30,057

自己株式の取得 △117 △132

自己株式の処分 － 46

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △67,979 △30,263

当期変動額合計 △32,298 △60,407

当期末残高 1,515,851 1,455,443




