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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 5,094 △16.1 477 △34.8 502 △36.4 203 △52.9
21年3月期 6,070 △7.0 732 △20.1 789 △16.5 432 △14.8

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
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 ％ ％ ％

22年3月期 34.92 ― 2.5 5.1 9.4
21年3月期 74.16 ― 5.3 8.0 13.0

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21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

22年3月期 9,835 8,312 84.5 1,423.61
21年3月期 9,807 8,241 84.0 1,411.39

（参考） 自己資本   22年3月期  8,312百万円 21年3月期  8,241百万円

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

22年3月期 719 △101 △178 2,651
21年3月期 554 157 △372 2,225

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

21年3月期 ― ― ― 30.00 30.00 175 40.5 2.1
22年3月期 ― ― ― 18.00 18.00 105 51.5 1.3
23年3月期 

（予想）
― ― ― 18.00 18.00 40.5

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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

2,675 10.8 264 43.6 276 39.5 129 28.4 22.24

通期 5,350 5.0 529 10.8 552 10.0 259 27.4 44.49
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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  

(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） 

(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、16ページ「１株当たり情報」をご覧下さい。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 5,840,000株 21年3月期 5,840,000株
② 期末自己株式数 22年3月期  1,060株 21年3月期  1,060株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 4,877 △15.5 488 △34.3 515 △36.0 221 △51.0
21年3月期 5,771 △5.7 743 △18.5 804 △15.0 450 △14.8

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

22年3月期 37.86 ―
21年3月期 77.18 ―

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

22年3月期 9,870 8,392 85.0 1,437.25
21年3月期 9,834 8,303 84.4 1,422.10

（参考） 自己資本 22年3月期  8,392百万円 21年3月期  8,303百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23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 
 上記予想は、本資料発表日現在における入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不安定な要素を含んでおります。実際の業績等は、今
後発生する様々な要因により異なる結果になる可能性があります。なお、上記予想については、添付資料の「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」を
ご参照ください。 

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

2,550 10.9 268 47.2 280 40.9 139 31.2 23.81

通期 5,100 4.6 537 10.0 560 8.9 278 25.8 47.63
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①当期の経営成績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、政府の景気刺激政策の効果等から大手企業や一部の業種にお

いては持ち直しの動きがみられましたが、中堅・中小企業における収益環境は引き続き厳しい状況にあ

り、設備投資の抑制、消費低迷を象徴するようなデフレ現象、失業率上昇が示す雇用情勢の悪化等、予

断を許さない状況で推移いたしました。 

 当社の主要顧客である国内製造業においては、設備投資の抑制は避けられない状況が続いているな

か、当社では、従来のケミカルに代わる環境にやさしいアルカリイオン水生成機をあらたに市場に投入

することで、各種工場向けに販促強化を図ってまいりました。 

  一方、ビルメンテナンス業界においても、同業間における受注価格競争はもとより、契約先の経費削

減意識の高まりや契約先物件の閉鎖、さらには契約清掃面積の縮小に伴う業務減少等の影響により、ま

すます厳しい環境が続いているなか、当社では、作業原価抑制のための機器導入にとどまらず新しい清

掃方法の提案を行うべく、講習会等を積極的に開催してまいりました。 

 しかしながら、企業収益が回復しない状況下にあって、高額な搭乗式清掃機等の販売が低調に推移し

たこと、また前期に投入した新商品の需要が一巡した影響もあり床洗浄機の売上高が減少したこと等か

ら、製造業、ビルメンテナンス業向けの売上高は、いずれも減収となりました。 

 ＯＥＭ供給によるオリジナル商品（独占販売権付卸売販売）の提案については、コンシューマー向け

の小型高圧洗浄機等が前期に引き続き堅調に推移し、売上高は増収となりました。 

 アフターサービスについては、定期点検や出張修理、ＯＥＭ供給先商品の修理等に積極的に対応する

ことで、工賃とパーツの合計売上高は前期並を維持することができました。  

 なお、子会社であるエタニ産業株式会社は、プール向け水質浄化剤等の化成品関連商品の売上高は堅

調に推移しましたが、ビジネスホテル向けの客室関連商品の売上高が低迷した結果、減収となりまし

た。 

 これらの結果、当連結会計期間における当社グループの売上高は5,094百万円（前年同期比16.1％

減）、経常利益は502百万円（前年同期比36.4％減）、当期純利益は203百万円（前年同期比52.9％減）

となりました。 

  

②品目別の概況 

「清掃機器」の売上高は、999百万円（前年同期比33.4％減）、「洗浄機器」は2,077百万円（前年同

期比11.2％減）、「その他」は2,017百万円（前年同期比9.6％減）となりました。 

 「清掃機器」については、設備投資の抑制や建設需要の落ち込みの影響等により、総じて売上高は低

調に推移し、特にレンタル向けの高額商品である搭乗式清掃機が伸び悩んだこと等から減収となりまし

た。 

 「洗浄機器」については、当社の主要顧客である中堅・中小の製造業を中心に設備投資抑制の影響を

受けており、新規及び既存商品からの買い替えのいずれも低調に推移し、特に機械メーカー向けの床洗

浄機の売上高が伸び悩んだこと等から減収となりました。なお、「その他」は、子会社エタニ産業株式

会社の売上高が減収になったためであります。 

  

1．経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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③次期の見通し 

今後の経済環境につきましては、アジア経済の回復から輸出企業を中心に持ち直しが期待されます

が、個人消費、雇用情勢をはじめ依然として不透明な要素があり、景気の下振れリスクは解消しておら

ず、引き続き厳しい状況で推移するものと思われます。 

 このような状況の中で、当社は市場ニーズに合った商品開発、用途開発に一層力を入れていくととも

に、代理店経由の販売に注力していくことで、あらたな販売ルートを確保し、新規顧客の開拓、休眠顧

客の掘り起こし等をすることによって、市場のシェアアップを図ってまいります。 

 ＯＥＭ供給によるオリジナル商品（独占販売権付卸売販売）につきましては、引き続き小型高圧洗浄

機や真空掃除機等のコンシューマー商品の取扱を伸ばしていく一方で、競合他社及び強い販売ルートを

有している取引先の開拓にも努めてまいります。 

 アフターサービスにつきましては、大手ワックスメーカー等をはじめとしたＯＥＭ商品供給先の定期

点検に注力していくことで修理案件の増加を図ってまいります。さらにユーザーへの信頼を高めるため

に技術力の向上、品質向上等に努め、競合他社との差別化を図るとともにユーザーフレンドリー、顧客

重視のサービスに一層徹してまいります。 

 なお、子会社のエタニ産業株式会社につきましては、堅調に販売を伸ばしている化成品関連商品の販

売強化を推進するとともに、当社商品の販売拡大のため、社内での営業会議や商品勉強会を積極的に開

催し、子会社独自の販売ルートを強化するために、より一層緊密な連携を図ってまいります。 

 以上により、次期の連結ベースでの売上高は5,350百万円（前年同期比5.0％増）、経常利益は552百

万円（前年同期比10.0％増）、当期純利益は259百万円（前年同期比27.4％増）を見込んでおります。 

 また、単独ベースでの次期の売上高は5,100百万円（前年同期比4.6％増）、経常利益は560百万円

（前年同期比8.9％増）、当期純利益は278百万円（前年同期比25.8％増）を見込んでおります。 

  

  

①資産、負債及び純資産の状況 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べて1.7％増加し、4,811百万円となりました。これは、主として

受取手形及び売掛金が121百万円、商品が185百万円減少したものの、現金及び預金が259百万円、有価

証券が166百万円増加したこと等によるものであります。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べて1.1％減少し、5,023百万円となりました。これは、主として

投資有価証券が94百万円増加したものの、建物及び構築物が68百万円、繰延税金資産が61百万円減少し

たこと等によるものであります。 

 この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて0.3％増加し、9,835百万円となりました。 

  

 流動負債は、前連結会計年度末に比べて6.3％減少し、791百万円となりました。これは、主として未

払費用が13百万円、その他が40百万円減少したこと等によるものであります。 

 固定負債は、前連結会計年度末に比べて1.3％増加し、732百万円となりました。これは、主として役

員退職慰労引当金が30百万円減少したものの、退職給付引当金が33百万円増加したこと等によるもので

あります。 

 この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて2.8％減少し、1,523百万円となりました。 

  

(2) 財政状態に関する分析
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 純資産合計は、前連結会計年度末に比べて0.9％増加し、8,312百万円となりました。これは、主と

して利益剰余金が28百万円、繰延ヘッジ損益が36百万円増加したこと等によるものであります。 
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②キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比

べて425百万円増加し、2,651百万円となりました。当連結会計年度末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。 

  

 営業活動の結果得られた資金は、719百万円（前年同期比29.7％増）となりました。これは、主とし

て法人税等の支払額が231百万円あったものの、税金等調整前当期純利益が499百万円、売上債権の減少

額が121百万円、たな卸資産の減少額が185百万円あったこと等によるものであります。 

  

 投資活動の結果支出した資金は、101百万円（前年同期は157百万円の収入）となりました。これは、

主として投資有価証券の取得による支出が84百万円あったこと等によるものであります。 

  

 財務活動の結果支出した資金は、178百万円となりました。これは、主として配当金の支払いが175百

万円あったこと等によるものであります。 

  

なお、当社グループのキャッシュ・フロー関連指標の推移は下記のとおりであります。 

  

 

 

 

 

平成20年3月期 平成21年3月期 平成22年3月期

自己資本比率（％） 82.5 84.0 84.5

時価ベースの自己資本比率（％） 48.0 35.1 31.3

債務償還年数（年） 0.1 ─ ─

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 838.0 12,431.6 ─

（注） 1. 各指標は、以下の計算式により算出しております。

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

2. 株式時価総額は、連結期末株価終値×連結期末発行済株式数（自己株式控除後）により 
 算出しております。

3. 有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての 
 負債を対象としております。

4. 営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の「営業活動によるキャッ 
 シュ・フロー」を使用しております。利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書の「利息 
 の支払額」を使用しております。
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当社は、株主への利益配分と会社の体質強化のための内部留保との調和を図りながら、配当につきま

しては配当性向重視の方針を継続してまいります。今後の配当金額の決定につきましては、長期的な観

点で当社株式を保有していただくため、当社グループの事業展開や財務状況のほか会計基準の変更等特

殊要因による業績変動等を総合的に勘案し、毎期の業績に応じて配当性向30％以上を目標として行って

まいります。 

 以上の方針に基づき、当期の年間配当金については１株につき普通配当18円とさせていただく予定で

あります。 

 なお、次期における年間配当金については、１株につき18円を計画しております。 

  

  

  

  

近の有価証券報告書（平成21年６月29日提出）における【事業の内容】及び【関係会社の状況】の内

容から重要な変更がないため、記載を省略しております。 

  

  

 

平成19年３月期決算短信（平成19年４月26日開示）の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。なお、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。 

  

 
  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

2．企業集団の状況

3．経営方針

（当社ホームページ）

  http://www.zaohnet.co.jp

（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ））

  http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html
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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21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,933,443 2,192,890 

受取手形及び売掛金 1,455,318 1,334,273 

有価証券 292,693 458,712 

商品 899,266 713,961 

繰延税金資産 112,143 81,651 

その他 38,454 31,499 

貸倒引当金 △1,345 △1,012 

流動資産合計 4,729,975 4,811,978 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,280,597 3,279,806 

減価償却累計額 △1,925,701 △1,993,557 

建物及び構築物（純額） 1,354,896 1,286,248 

機械装置及び運搬具 60,882 65,510 

減価償却累計額 △42,666 △46,396 

機械装置及び運搬具（純額） 18,216 19,114 

土地 3,270,925 3,270,925 

その他 281,440 224,271 

減価償却累計額 △240,509 △191,649 

その他（純額） 40,930 32,621 

有形固定資産合計 4,684,968 4,608,910 

無形固定資産   

のれん 40,943 20,471 

その他 13,602 22,955 

無形固定資産合計 54,545 43,427 

投資その他の資産   

投資有価証券 36,390 130,800 

従業員に対する長期貸付金 33,518 － 

繰延税金資産 186,159 124,651 

その他 86,504 119,340 

貸倒引当金 △4,324 △3,588 

投資その他の資産合計 338,247 371,203 

固定資産合計 5,077,762 5,023,541 

資産合計 9,807,737 9,835,520 
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 244,768 251,500 

未払費用 119,545 105,781 

未払法人税等 168,435 164,399 

賞与引当金 100,580 102,140 

商品保証引当金 15,000 11,400 

その他 195,934 155,789 

流動負債合計 844,264 791,011 

固定負債   

退職給付引当金 279,310 312,550 

役員退職慰労引当金 175,649 144,867 

再評価に係る繰延税金負債 234,216 234,216 

その他 33,282 40,521 

固定負債合計 722,458 732,154 

負債合計 1,566,722 1,523,166 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,797,681 1,797,681 

資本剰余金 2,122,148 2,122,148 

利益剰余金 6,581,891 6,610,621 

自己株式 △970 △970 

株主資本合計 10,500,750 10,529,480 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △162 5,926 

繰延ヘッジ損益 △35,758 761 

土地再評価差額金 △2,223,814 △2,223,814 

評価・換算差額等合計 △2,259,735 △2,217,127 

純資産合計 8,241,014 8,312,353 

負債純資産合計 9,807,737 9,835,520 
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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20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

売上高 6,070,493 5,094,718 

売上原価 2,765,314 2,310,070 

売上総利益 3,305,178 2,784,648 

販売費及び一般管理費   

給料及び報酬 1,189,934 1,083,919 

賞与引当金繰入額 100,580 102,140 

福利厚生費 181,202 166,053 

旅費車輌交通費 248,866 178,861 

減価償却費 94,746 93,881 

賃借料 173,811 168,260 

役員退職慰労引当金繰入額 18,081 16,058 

商品保証引当金繰入額 15,000 11,400 

退職給付費用 42,331 37,653 

その他 507,731 448,815 

販売費及び一般管理費合計 2,572,287 2,307,042 

営業利益 732,891 477,605 

営業外収益   

受取利息 5,999 3,405 

受取配当金 － 1,831 

有形固定資産売却益 － 3,718 

不動産賃貸料 18,330 18,120 

為替差益 25,697 － 

その他 7,142 3,978 

営業外収益合計 57,169 31,054 

営業外費用   

支払利息 95 － 

為替差損 － 6,485 

営業外費用合計 95 6,485 

経常利益 789,966 502,174 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 133 714 

特別利益合計 133 714 

特別損失   

有形固定資産除却損 186 3,862 

特別損失合計 186 3,862 

税金等調整前当期純利益 789,912 499,026 

法人税、住民税及び事業税 356,230 232,360 

法人税等調整額 694 62,767 

法人税等合計 356,924 295,127 

当期純利益 432,988 203,898 
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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20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,797,681 1,797,681 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,797,681 1,797,681 

資本剰余金   

前期末残高 2,122,148 2,122,148 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 2,122,148 2,122,148 

利益剰余金   

前期末残高 6,440,850 6,581,891 

当期変動額   

剰余金の配当 △291,947 △175,168 

当期純利益 432,988 203,898 

当期変動額合計 141,040 28,730 

当期末残高 6,581,891 6,610,621 

自己株式   

前期末残高 △964 △970 

当期変動額   

自己株式の取得 △6 － 

当期変動額合計 △6 － 

当期末残高 △970 △970 

株主資本合計   

前期末残高 10,359,715 10,500,750 

当期変動額   

剰余金の配当 △291,947 △175,168 

当期純利益 432,988 203,898 

自己株式の取得 △6 － 

当期変動額合計 141,034 28,730 

当期末残高 10,500,750 10,529,480 
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(単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31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 － △162 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △162 6,088 

当期変動額合計 △162 6,088 

当期末残高 △162 5,926 

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △7,755 △35,758 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △28,002 36,519 

当期変動額合計 △28,002 36,519 

当期末残高 △35,758 761 

土地再評価差額金   

前期末残高 △2,223,814 △2,223,814 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － － 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 △2,223,814 △2,223,814 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △2,231,570 △2,259,735 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △28,165 42,608 

当期変動額合計 △28,165 42,608 

当期末残高 △2,259,735 △2,217,127 

純資産合計   

前期末残高 8,128,144 8,241,014 

当期変動額   

剰余金の配当 △291,947 △175,168 

当期純利益 432,988 203,898 

自己株式の取得 △6 － 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △28,165 42,608 

当期変動額合計 112,869 71,338 

当期末残高 8,241,014 8,312,353 

蔵王産業株式会社（9986）　平成22年3月期決算短信

12



(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20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22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 789,912 499,026 

減価償却費 94,746 93,881 

のれん償却額 20,471 20,471 

賞与引当金の増減額（△は減少） △18,620 1,560 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △6,559 33,240 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 14,901 △30,782 

商品保証引当金の増減額（△は減少） △800 △3,600 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,536 △1,069 

受取利息及び受取配当金 △5,999 △5,236 

為替差損益（△は益） △2,953 14,232 

支払利息 95 － 

有形固定資産売却損益（△は益） － △3,718 

有形固定資産除却損 186 3,862 

売上債権の増減額（△は増加） 293,139 121,781 

たな卸資産の増減額（△は増加） △137,740 185,061 

その他の流動資産の増減額（△は増加） △560 2,324 

仕入債務の増減額（△は減少） △110,892 6,732 

未払金の増減額（△は減少） △155 △6,432 

未払費用の増減額（△は減少） 4,991 △13,763 

その他の流動負債の増減額（△は減少） △18,063 22,560 

その他の固定負債の増減額（△は減少） 8,175 5,494 

小計 925,812 945,627 

利息及び配当金の受取額 5,682 5,312 

利息の支払額 △44 － 

法人税等の支払額 △376,521 △231,129 

営業活動によるキャッシュ・フロー 554,927 719,810 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

従業員に対する貸付けによる支出 △12,910 △10,972 

従業員に対する貸付金の回収による収入 15,920 12,149 

有形固定資産の取得による支出 △4,474 △12,229 

有形固定資産の売却による収入 － 4,603 

投資有価証券の取得による支出 △34,463 △84,144 

投資有価証券の売却による収入 200,000 － 

その他の支出 △9,601 △11,370 

その他の収入 2,852 766 

投資活動によるキャッシュ・フロー 157,323 △101,197 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純減少額 △80,000 － 

自己株式の取得による支出 △6 － 

リース債務の返済による支出 △1,345 △3,126 

親会社による配当金の支払額 △290,865 △175,788 

財務活動によるキャッシュ・フロー △372,217 △178,915 

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,953 △14,232 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 342,987 425,465 

現金及び現金同等物の期首残高 1,882,749 2,225,737 

現金及び現金同等物の期末残高 2,225,737 2,651,202 
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該当事項はありません。 

  

  

最近の有価証券報告書（平成21年６月29日提出）における記載から重要な変更がないため開示 

 を省略します。 

 
  

  

(連結貸借対照表) 

連結会計年度において独立掲記しておりました「従業員に対する長期貸付金」（当連結会計年度

36,024千円）は、資産総額の1/100以下であるため、当連結会計年度より投資その他の資産の「その

他」に含めて表示しております。 

  

(5)【継続企業の前提に関する注記】

(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

(7)【連結財務諸表の作成のための基本となる重要な事項の変更】

 表示方法の変更
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(セグメント情報)

１．事業の種類別セグメント情報

 

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）

全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占め

る環境クリーニング機器事業の割合が90%超であるため、事業の種類別セグメント情報の記

載を省略しております。

  

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日）

全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占め

る環境クリーニング機器事業の割合が90%超であるため、事業の種類別セグメント情報の記

載を省略しております。

 
  
２．所在地別セグメント情報

  

前連結会計年度（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重要な在外支店がないため、該当事項

はありません。

 
  

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22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重要な在外支店がないため、該当事項

はありません。

 

３．海外売上高

  

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日）

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。
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リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、賃

貸等不動産、企業結合等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

られるため開示を省略しております。 

(１株当たり情報)

前連結会計年度 当連結会計年度

（自 平成20年４月１日 （自 平成21年４月１日

  至 平成21年３月31日）   至 平成22年３月31日）

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額

1,411 円 39 銭 1,423 円 61 銭

1株当たり当期純利益金額 １株当たり当期純利益金額

74 円 16 銭 34 円 92 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、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。

（注）算定上の基礎は以下のとおりであります。

１ １株当たり純資産額

項   目
前連結会計年度 当連結会計年度

（平成21年３月31日） （平成22年３月31日）

連結貸借対照表の純資産の部の合計額

（千円）
8,241,014 8,312,353

普通株式に係る純資産額（千円） 8,241,014 8,312,353

普通株式の発行済株式数（千株） 5,840 5,840

普通株式の自己株式数（千株） 1 1

１株当たり純資産の算定に用いられた普

通株式の数（千株）
5,838 5,838

２ １株当たり当期純利益

項   目

前連結会計年度 当連結会計年度

(自 平成20年４月１日 (自 平成21年４月１日

   至 平成21年３月31日）    至 平成22年３月31日）

連結損益計算上の当期純利益（千円） 432,988 203,898

普通株式に帰属しない金額（千円） ─ ─

普通株主に係る当期純利益（千円） 432,988 203,898

期中平均株式数（千株） 5,838 5,838

 （重要な後発事象）

 特記すべき重要な事項はありません。

（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21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,882,874 2,132,758 

受取手形 379,573 370,927 

売掛金 1,039,573 931,909 

有価証券 292,693 458,712 

商品 869,567 691,176 

前払費用 8,772 10,061 

繰延税金資産 110,405 79,947 

デリバティブ債権 － 1,283 

その他 85,514 60,175 

貸倒引当金 △800 △690 

流動資産合計 4,668,175 4,736,263 

固定資産   

有形固定資産   

建物 3,085,938 3,086,256 

減価償却累計額 △1,793,922 △1,858,878 

建物（純額） 1,292,016 1,227,377 

構築物 122,970 122,907 

減価償却累計額 △103,658 △106,173 

構築物（純額） 19,311 16,733 

機械及び装置 12,394 11,494 

減価償却累計額 △9,720 △9,412 

機械及び装置（純額） 2,674 2,081 

車両運搬具 48,488 54,016 

減価償却累計額 △32,945 △36,983 

車両運搬具（純額） 15,542 17,033 

工具、器具及び備品 229,093 170,804 

減価償却累計額 △190,300 △140,438 

工具、器具及び備品（純額） 38,792 30,365 

土地 3,174,726 3,174,726 

有形固定資産合計 4,543,064 4,468,317 

無形固定資産   

ソフトウエア 3,844 13,455 

電話加入権 9,035 9,035 

無形固定資産合計 12,880 22,491 

投資その他の資産   

投資有価証券 36,390 130,800 

関係会社株式 272,000 272,000 

出資金 24,410 24,400 

従業員に対する長期貸付金 33,518 36,024 

破産更生債権等 4,280 780 

長期前払費用 9,514 7,692 

繰延税金資産 186,159 124,651 

その他 48,275 47,656 

貸倒引当金 △4,300 △800 

投資その他の資産合計 610,247 643,203 

固定資産合計 5,166,191 5,134,013 

資産合計 9,834,367 9,870,276 
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 54,307 33,962 

買掛金 175,672 197,989 

リース債務 2,518 3,735 

未払金 85,310 79,513 

未払費用 117,243 104,006 

未払法人税等 167,657 160,834 

預り金 18,322 16,519 

前受収益 44 77 

賞与引当金 97,000 99,000 

商品保証引当金 15,000 11,400 

デリバティブ債務 60,290 － 

その他 26,820 52,085 

流動負債合計 820,187 759,125 

固定負債   

リース債務 10,112 11,856 

再評価に係る繰延税金負債 234,216 234,216 

退職給付引当金 276,069 308,585 

役員退職慰労引当金 167,060 135,800 

その他 23,170 28,665 

固定負債合計 710,628 719,123 

負債合計 1,530,816 1,478,248 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,797,681 1,797,681 

資本剰余金   

資本準備金 2,122,148 2,122,148 

資本剰余金合計 2,122,148 2,122,148 

利益剰余金   

利益準備金 402,145 402,145 

その他利益剰余金   

別途積立金 5,442,200 5,742,200 

繰越利益剰余金 800,083 545,951 

利益剰余金合計 6,644,428 6,690,296 

自己株式 △970 △970 

株主資本合計 10,563,287 10,609,155 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △162 5,926 

繰延ヘッジ損益 △35,758 761 

土地再評価差額金 △2,223,814 △2,223,814 

評価・換算差額等合計 △2,259,735 △2,217,127 

純資産合計 8,303,551 8,392,028 

負債純資産合計 9,834,367 9,870,276 
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(2)【損益計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

売上高 5,771,968 4,877,502 

売上原価   

商品期首たな卸高 749,913 869,567 

当期商品仕入高 2,768,197 2,028,980 

合計 3,518,110 2,898,548 

商品期末たな卸高 869,567 691,176 

他勘定振替高 58,108 18,014 

商品売上原価 2,590,434 2,189,357 

売上総利益 3,181,533 2,688,145 

販売費及び一般管理費   

貸倒引当金繰入額 2,014 － 

役員報酬 89,546 71,042 

報酬及び給料手当 1,038,122 969,118 

賞与引当金繰入額 97,000 99,000 

退職給付費用 41,551 36,549 

役員退職慰労引当金繰入額 15,950 14,550 

商品保証引当金繰入額 15,000 11,400 

福利厚生費 168,962 157,192 

旅費及び交通費 243,075 175,378 

減価償却費 92,239 91,312 

賃借料 173,087 168,187 

その他 461,197 405,969 

販売費及び一般管理費合計 2,437,746 2,199,700 

営業利益 743,787 488,444 

営業外収益   

受取利息 4,301 3,402 

有価証券利息 2,175 448 

受取配当金 3,300 4,351 

有形固定資産売却益 － 3,718 

不動産賃貸収入 20,530 18,120 

受取保険金 630 － 

為替差益 25,697 － 

その他 4,129 3,097 

営業外収益合計 60,764 33,138 

営業外費用   

為替差損 － 6,485 

営業外費用合計 － 6,485 

経常利益 804,551 515,098 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 714 

特別利益合計 － 714 

特別損失   

有形固定資産除却損 186 3,741 

特別損失合計 186 3,741 

税引前当期純利益 804,364 512,071 

法人税、住民税及び事業税 354,630 228,300 

法人税等調整額 △917 62,735 

法人税等合計 353,712 291,035 

当期純利益 450,652 221,036 
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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20年４月１日 
  至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 

  至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,797,681 1,797,681 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,797,681 1,797,681 

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 2,122,148 2,122,148 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 2,122,148 2,122,148 

資本剰余金合計   

前期末残高 2,122,148 2,122,148 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 2,122,148 2,122,148 

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 402,145 402,145 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 402,145 402,145 

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 5,242,200 5,442,200 

当期変動額   

別途積立金の積立 200,000 300,000 

当期変動額合計 200,000 300,000 

当期末残高 5,442,200 5,742,200 

繰越利益剰余金   

前期末残高 841,378 800,083 

当期変動額   

剰余金の配当 △291,947 △175,168 

別途積立金の積立 △200,000 △300,000 

当期純利益 450,652 221,036 

当期変動額合計 △41,294 △254,131 

当期末残高 800,083 545,951 

利益剰余金合計   

前期末残高 6,485,723 6,644,428 

当期変動額   

剰余金の配当 △291,947 △175,168 

別途積立金の積立 － － 

当期純利益 450,652 221,036 

当期変動額合計 158,705 45,868 

当期末残高 6,644,428 6,690,296 
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(単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 

  至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 

  至 平成22年３月31日) 

自己株式   

前期末残高 △964 △970 

当期変動額   

自己株式の取得 △6 － 

当期変動額合計 △6 － 

当期末残高 △970 △970 

株主資本合計   

前期末残高 10,404,587 10,563,287 

当期変動額   

剰余金の配当 △291,947 △175,168 

当期純利益 450,652 221,036 

自己株式の取得 △6 － 

当期変動額合計 158,699 45,868 

当期末残高 10,563,287 10,609,155 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 － △162 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △162 6,088 

当期変動額合計 △162 6,088 

当期末残高 △162 5,926 

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △7,755 △35,758 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △28,002 36,519 

当期変動額合計 △28,002 36,519 

当期末残高 △35,758 761 

土地再評価差額金   

前期末残高 △2,223,814 △2,223,814 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － － 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 △2,223,814 △2,223,814 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △2,231,570 △2,259,735 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △28,165 42,608 

当期変動額合計 △28,165 42,608 

当期末残高 △2,259,735 △2,217,127 

純資産合計   

前期末残高 8,173,017 8,303,551 

当期変動額   

剰余金の配当 △291,947 △175,168 

当期純利益 450,652 221,036 

自己株式の取得 △6 － 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △28,165 42,608 

当期変動額合計 130,534 88,476 

当期末残高 8,303,551 8,392,028 
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

6. その他

(1) 役員の異動

(2) その他
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