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1.  22年3月期の業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 3,457 7.5 391 18.6 392 18.5 222 23.1
21年3月期 3,217 △3.1 330 △16.4 331 △17.6 181 △20.3

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 16,390.37 ― 12.0 12.1 11.3
21年3月期 13,311.50 ― 10.5 12.0 10.3

（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 3,415 1,923 56.3 141,478.69
21年3月期 3,058 1,776 58.1 130,634.51

（参考） 自己資本   22年3月期  1,923百万円 21年3月期  1,776百万円

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 613 △40 △247 816
21年3月期 362 △23 △278 491

2.  配当の状況 

（注） １ 23年３月期（予想）の１株当たり配当金につきましては、平成22年４月１日付けで実施いたしました株式分割（普通株式１株を２株に分割）後 
      の株式により算定しております。 
    ２ 23年３月期（予想）期末配当の内訳  普通配当 1,900円00銭  記念配当 5,000円00銭 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
純資産配当

率第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 ― 2,000.00 ― 3,000.00 5,000.00 67 37.6 3.8
22年3月期 ― 2,500.00 ― 3,600.00 6,100.00 82 37.2 4.3

23年3月期 
（予想）

― 1,300.00 ― 6,900.00 8,200.00 95.4

3.  23年3月期の業績予想（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）

（注） 23年３月期（予想）の１株当たり当期純利益につきましては、平成22年４月１日付けで実施いたしました株式分割（普通株式１株を２株に分割）後 
    の株式数により算定しております。なお、当該株式分割の内容につきましては、31ページ（重要な後発事象）をご覧ください。 

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

1,700 6.1 165 7.3 160 2.1 91 4.8 3,353.19

通期 3,700 7.0 420 7.2 410 4.5 233 4.8 8,592.54
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4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（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、30ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 14,000株 21年3月期 16,094株

② 期末自己株式数 22年3月期  401株 21年3月期  2,495株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 業績予想につきましては、当社が現時点で入手可能な情報により判断、仮定に基づくものであります。今後の経済情勢、事業運営における様々な状況変
化によって、実際の業績は見通しと異なる場合がありますことをご承知おきください。 
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①当期の経営成績 

当事業年度におけるわが国経済は、アジアを中心とした外需の景気回復に連動する形で緩やかな回復基

調を示してまいりましたが、国内においては物価が緩やかなデフレ傾向にあり、所得・雇用環境の改善も

引き続き低水準であるなど、依然として厳しい経済環境にあります。 

当社の主要顧客層である土木・建設業界は、公共投資の一部に景気対策などによる工事発注がありまし

たが、顕著な効果は現れず、民間投資に関しても前事業年度を大幅に下回るなど、引き続き厳しい状況下

で推移しております。 

このような状況のなか、当社におきましては、当事業年度からの３ヵ年を対象とした中期経営計画にお

ける経営方針の中心として、「システム・測量機器事業を中心に、レンタルを主体とした複合商品・サー

ビスの開発及び既存の営業拠点の営業力強化を推進し、地域優良顧客の積極的な開拓並びに継続的な収益

基盤の拡大を目指す」を掲げ、諸施策を実施してまいりました。 

当事業年度の業績につきましては、ハウス備品事業並びに工事・安全用品事業において、前事業年度を

下回る実績となりましたが、注力事業であるシステム事業並びに測量機器事業においては、積極的な営業

活動が奏功し受注の拡大が図れたことにより、全体の売上高については、前事業年度を上回る実績となり

ました。 

利益面につきましては、システム事業及び測量機器事業における、売上高の伸長による売上総利益が増

加したことなどにより、営業利益、経常利益、当期純利益ともに前事業年度を上回る実績となりました。

以上の結果、当前事業年度の実績は、売上高3,457,215千円（前期比7.5％増）、営業利益391,875千円

（前期比18.6％増）、経常利益392,275千円（前期比18.5％増）、当期純利益222,892千円（前期比23.1％

増）となりました。 

事業部門別の業績は、次のとおりであります。 

＜システム事業＞ 

当事業につきましては、デジタルカラー複合機を中心としたシステム機器のレンタル及び販売に関し

て、注力拠点である仙台、東京、名古屋、福岡における人員体制の強化を図るとともに、積極的な販売

促進活動を展開した結果、受注が堅調に推移し、当事業の売上高は1,259,933千円（前期比7.0％増）と

なりました。また、利益面につきましても、売上高の伸長により、売上総利益が増加したことに伴い、

営業利益145,178千円（前期比15.4％増）となりました。 

＜ハウス備品事業＞ 

当事業につきましては、土木・建設業界の受注状況が低調に推移している中で、建設現場事務所用ユ

ニットハウスのレンタル受注量については前事業年度並みの実績を確保いたしましたが、シェア確保の

ための厳しい受注競争による単価の下落が大きく影響したことにより、当事業の売上高は855,364千円

（前期比7.1％減）となりました。利益面につきましては、レンタル原価の削減に努めましたが、売上

高の減少を補えず、営業利益117,401千円（前期比13.0％減）となりました。 

＜工事・安全用品事業＞ 

当事業につきましては、専門分野である道路標示工事の受注に関しては堅調に推移いたしましたが、

その他の工事においては、不採算の工事を中心に受注の選別を徹底したことにより、工事分野全体の売

上高が減少したことに加え、安全用品の販売につきましても前事業年度を下回る結果となり、当事業の

売上高は586,481千円（前期比12.2％減）となりました。利益面につきましては、利益率の改善並びに

販売費及び一般管理費の削減に努めた結果、営業利益47,125千円（前期比6.9％増）となりました。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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＜測量機器事業＞ 

当事業につきましては、平成21年3月において開設した北陸支店における受注が順調に確保できたこ

とに加え、販売店との協業による営業活動の強化並びに中古測量機の販売強化に努めた結果、受注を大

幅に拡大することができ、当事業の売上高は755,436千円（前期比67.3％増）となりました。利益面に

つきましては、北陸支店の開設により販売費及び一般管理費が増加いたしましたが、売上高の伸長によ

る、売上総利益が大きく増加したことにより、営業利益82,169千円（前期比220.3％増）となりまし

た。 

  

②次期の見通し 

次期の見通しにつきましては、海外経済の回復を背景に輸出関連を中心とした企業収益の改善が期待

されますが、国内においては、所得・雇用環境の改善の遅れやデフレの影響による景気の下押しリスク

などの懸念材料が見られ、国内経済全体の本格的な回復にはしばらく時間がかかるものと予想されま

す。 

当社の主要顧客層である土木・建設業界は、景気対策などによる公共投資が期待されるものの、民間

投資については本格的な回復基調が望めず、建設市場全体では、短期的な回復は見込めないものと予想

されます。 

このような環境のなか、当社は、事業展開の変化ならびに今後の事業領域の拡大に向けて、平成22年

４月より次の２事業の名称を変更いたしました。 

 
また、平成21年度からの３ヵ年の中期経営計画に基づき、システム事業と測量計測事業を中心に、レ

ンタルを主体とした複合商品・サービスの開発を進め、収益基盤の強化と事業の拡大を目指してまいり

ます。 

システム事業につきましては、注力拠点である仙台、東京、名古屋、福岡における人員体制を強化す

るとともに、営業エリアの拡大並びに新規顧客の開拓に向け新商品・新サービスの企画開発を進め、積

極的な販売促進活動を展開してまいります。 

測量計測事業につきましては、既存の営業エリアにおける提案営業の強化に努めるとともに、販売店

との協業による営業活動の強化を進め、情報化施工に対応した計測分野への取組みも展開してまいりま

す。 

ハウス備品事業につきましては、建設現場事務所用ユニットハウスのレンタルに関して、レンタル原

価の削減を積極的に進め、顧客のニーズへ対応したサービスの充実を図り、収益の拡大に取り組んでま

いります。 

環境安全事業につきましては、専門分野である自社施工の道路標示工事に特化し、安定した利益率の

確保に努めてまいります。 

以上により、次期の業績につきましては、売上高3,700百万円（前期比7.0％増）、営業利益420百万

円（前期比7.2％増）、経常利益410百万円（前期比4.5％増）、当期純利益233百万円（前期比4.8％

増）を計画いたしました。 

  

新名称 旧名称

測量計測事業 測量機器事業

環境安全事業 工事・安全用品事業
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流動資産は1,658,658千円（前事業年度末は1,311,968千円）となり、前事業年度末に比べ346,689千

円増加いたしました。主な要因は、現金及び預金の増加325,651千円と売掛金の増加28,467千円による

ものであります。 

固定資産は1,756,970千円（前事業年度末は1,746,120千円）となり、前事業年度末に比べ10,850千円

増加いたしました。主な要因は、リース資産取得などによる増加258,978千円、車両運搬具の取得によ

る増加21,934千円及びソフトウエアの取得による増加6,132千円があった一方で、レンタル用資産のリ

ース契約満了などに伴うリース資産の減少44,460千円及び減価償却費235,076千円を計上したことによ

るものであります。 

負債は1,491,659千円（前事業年度末は1,281,590千円）となり、前事業年度末に比べ210,069千円増

加いたしました。主な要因は、支払手形の増加39,189千円、買掛金の増加66,311千円、リース債務の増

加42,618千円及び未払法人税等の増加60,589千円によるものであります。 

純資産は1,923,968千円（前事業年度末は1,776,498千円）となり、前事業年度末に比べ147,469千円

増加いたしました。主な要因は、当期純利益を222,892千円計上した一方で、剰余金の配当74,794千円

を実施したことによるものであります。 

以上の結果、自己資本比率は56.3％（前事業年度末は58.1％）となり、前事業年度に比べ1.8％減少

いたしました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前期末に比べ325,651千円増

加し、816,933千円となりました。 

＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞ 

営業活動により獲得した資金は613,064千円（前年同期比69.1％増）となりました。これは主に、

税引前当期純利益387,980千円、資金支出を伴わない費用である減価償却費235,076千円の計上と仕入

債務の増加額105,501千円を加味した資金の獲得に対して、法人税等の支払109,933千円が充当された

こと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＞ 

投資活動により使用した資金は40,389千円（前年同期比74.9％増）となりました。これは主に、有

形固定資産の取得による支出24,830千円、無形固定資産の取得による支出2,946千円及び投資有価証

券の取得による支出10,160千円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＞ 

財務活動により使用した資金は247,023千円（前年同期比11.3％減）となりました。これは、リー

ス債務の返済171,366千円と配当金の支払75,657千円によるものであります。 

  

(2) 財政状態に関する分析
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
 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 

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率：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 

（注)１ 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

２ 有利子負債は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。 

３ 平成19年３月期、平成20年３月期、平成21年３月期及び平成22年３月期の「キャッシュ・フロー対有利子負

債率」については、各期末日における有利子負債がないため記載しておりません。 

  

当社は、株主の皆様への利益還元を経営方針のひとつに定めております。第１に、積極的に事業を展

開し、企業全体としての価値の向上を目指します。第２に、企業活動により得た利益に関しては、業績

に連動した配当により還元を行います。以上により、将来の利益創造と、現在の利益配分の実現を目指

します。 

当社の配当政策は、安定配当の考え方を採用せず、経営基盤の一層の強化と事業拡大に必要な内部留

保の充実を考慮したうえで、業績に連動する利益還元を行うことを基本方針にしております。期間にお

ける自己資本と他人資本の両経営資源活用の最終成果である当期純利益と、決算期末における財政状態

に占める自己資本と他人資本の構成に応じて、配当性向及び配当金額を算出することとしており、具体

的運用基準を次のように定めております。 

＜１株当たり中間配当金の計算方法＞ 

・配当金の原資は、税引き後の中間純利益とします。 

・当社所定の計算基準により配当性向を決定します。 

  配当性向＝自己資本比率×０．５＋（１－自己資本比率）×０．２ 

・配当金総額の計算を次の算式により行います。 

  配当金総額＝中間純利益×配当性向 

・１株当たり中間配当金の計算を、次の算式により行います。 

  １株当たり中間配当金＝配当金総額÷発行済株式総数(自己株式を除く) 

＜１株当たり期末配当金の計算方法＞ 

・配当金の原資は、税引き後の当期純利益とします。 

・当社所定の計算基準により配当性向を決定します。 

  配当性向＝自己資本比率×０．５＋（１－自己資本比率）×０．２ 

・配当金総額の計算を次の算式により行います。 

  配当金総額＝当期純利益×配当性向－中間配当金総額 

・１株当たり期末配当金の計算を、次の算式により行います。 

  １株当たり期末配当金＝配当金総額÷発行済株式総数(自己株式を除く) 

平成18年３月期 平成19年３月期 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 68.1％ 70.3％ 68.7％ 58.1％ 56.3％

時価ベースの自己資本比率 146.6％ 90.0％ 72.4％ 32.5％ 49.4％

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

40.0％ ― ─ ─ ─

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

80.3倍 195.2倍 406.8倍 72.0倍 54.4倍

(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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＜その他＞ 

・その他配当金計算に関する詳細は当社内規に基づいて行われます。 

・特別な損益等の特殊要因により税引き後の当期純利益が大きく変動する事業年度については、その影響を考慮 

  し、配当額を決定します。 

当期におきましては、中間配当を１株当たり2,500円実施しており、期末配当につきましては、決算

数値並びに上記の配当政策を基に算出し、１株当たり3,600円とさせていただきます。 

これにより、当期の年間配当金は１株当たり6,100円となります。 

次期におきましては、当社は、平成23年３月６日をもちまして株式上場10周年を迎えます。これもひ

とえに、株主の皆様をはじめ、関係各位のご支援の賜物と心より感謝申し上げます。 

つきましては、株主の皆様のご支援に感謝の意を表すために、株式上場10周年記念配当を1株当たり

5,000円実施させていただく予定でおります。 

なお、普通配当につきましては、４ページの業績予想並びに上記の配当政策により、１株当たり

3,200円を予定しております。 

これらにより、次期の配当金は、1株当たり8,200円（中間1,300円、期末6,900円）を実施させていた

だく予定でおります。 

  

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性がある事項には、以下のようなものがあります。 

①建設業界の動向について 

全国的な公共事業の縮小傾向により、土木・建設業界の市場が縮小しつつある現況におきまして、

当社は、これをビジネスチャンスと捉え、新規優良取引先の開拓、既存優良取引先の深耕営業に取り

組み、受注拡大に努めております。しかしながら、今後、公共投資の減少が想定以上に進展した場

合、当社の業績に顕著な影響が及ぶ可能性があり、さらには、取引先建設業者の倒産の増加により、

当社の不良債権が増加し、収益が低下する可能性があります。 

  

②代表取締役に対する依存度について 

当社代表取締役社長である横島泰蔵は、当社の経営戦略執行の中心的役割を担っており、現在当社

において極めて重要な存在であります。当社では、マネジメントシステムの整備による権限委譲の促

進と責任の明確化を図りながら、同氏に過度に依存しない経営体制の構築を進めておりますが、これ

らの施策が完了しないまま不測の事態により、同氏が離職するような場合には、当社の業績に影響を

及ぼす可能性があります。 

  

(4) 事業等のリスク

㈱シーティーエス （4345）　平成22年３月期決算短信 （非連結）

7



当社は、土木・建設会社を主要顧客として、「システム事業」、「ハウス備品事業」、「工事・安全用品

事業」及び「測量機器事業」の４事業を展開しております。 

当社の事業全体を系統図により示しますと次のようになります。 

  

2. 企業集団の状況
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当社は、社名の由来でもあります「Construction Total Support service」を基本に、現在は、

土木・建設会社を主要顧客として、システム事業、ハウス備品事業、工事・安全用品事業及び測量機器

事業の４事業について、お客様のニーズに対応した商品・サービスをレンタル・販売をもって展開して

おります。 

ハウス備品事業、工事・安全用品事業、測量機器事業を中心とした地域密着型事業におけるマーケッ

トシェアの拡大と、デジタルカラー複合機（ＩＴレンタマン）を中心としたシステム事業において、全

国展開を推進し、収益力の強化と事業の拡大を図ることにより、一層強固な経営基盤を構築してまいり

ます。 

「お客様のニーズを身近なサービスで提供する」 

お客様・・・現在は、土木・建設会社を中心にしています。 

ニーズ・・・潜在的欲求と顕在化された要求を意味します。 

身近・・・・お客様にとって利用しやすく、しかも、価値があることを意味します。 

サービス・・商品・製品・サービスの全てを意味します。 

提供・・・・お客様の最終目的達成に貢献することを意味します。 

企業活動の中で関連する４者に対しての経営姿勢を明確に定めています。 

・お客様に対しては、全てのサービスを「より確かに、より早く、より安く」提供することを常 

  に追求します。（経営理念の追求） 

・社員に対しては、創造力とチャレンジ精神を第一に、「能力＝成果、評価＝報酬」を基本に公 

  平な処遇に努めます。（組織・人事制度の改革） 

・株主様に対しては、企業価値の創造を常に念頭に置き、「業績に連動した配当」を実施しま  

  す。（積極的な事業展開、配当施策による利益還元） 

・地域社会に対しては、「企業は公器である」を基本に、企業活動と納税及び、雇用創出をもっ 

  て貢献します。（企業活動、納税、雇用創出による社会貢献） 

  

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

 ①当社の経営理念

 ②当社の経営方針
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当社は、経営指標として、総資本経常利益率（ＲＯＡ）15％を目標値としております。本利益率を高

めるためには売上高利益率並びに総資本回転率の両比率を高めることが必要であり、収益体質、財務体

質の強化を進めながら、業容の拡大を目指してまいります。 

  

事業の改善における経営方針として「システム・測量計測事業を中心に、レンタルを主体とした複

合商品・サービスの開発及び既存の営業拠点の営業力強化を推進し、地域優良顧客の積極的な開拓並

びに継続的な収益基盤の拡大を目指す」を掲げております。 

当社がこれまで注力しております、システム事業と測量計測事業に経営資源を集中し、収益基盤の

強化と事業の拡大を目指してまいります。 

さらに、経営理念である「お客様のニーズを身近なサービスで提供する」を実践していくことによ

り、新たな商品・サービスの開発を行い、地域優良顧客の開拓を進め、収益の拡大を目指してまいり

ます。 

社内の改革における経営方針として「社員一人ひとりが、自らの成長を常に意識し、行動し続ける

企業風土を創る」を掲げております。 

平成21年４月より導入いたしました「新人事制度の運用」をもって、今後の業容拡大に備え、優秀

な人材の確保、人材のレベルアップを図るべく、人事処遇制度の見直し・改善と社員研修などの人材

開発に取り組んでまいります。 

  

 コーポレートガバナンスに関する報告書に記載しておりますので、そちらをご参照ください。 

  （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/ 

  

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題

 ①事業の改善への取組み

 ②社内の改革への取組み

(4) 内部管理体制の整備・運用状況
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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 491,282 816,933

受取手形 191,677 215,075

売掛金 509,017 537,485

商品 22,890 35,459

半成工事 2,297 6,428

原材料及び貯蔵品 3,169 3,897

前払費用 15,517 13,725

繰延税金資産 15,355 19,155

未収入金 85,947 40,768

その他 7,947 3,299

貸倒引当金 △33,135 △33,570

流動資産合計 1,311,968 1,658,658

固定資産

有形固定資産

レンタル資産 1,070,744 1,043,428

減価償却累計額 △1,035,766 △1,020,374

レンタル資産（純額） 34,978 23,053

建物 477,249 478,539

減価償却累計額 △209,059 △220,843

建物（純額） 268,189 257,695

構築物 99,624 93,231

減価償却累計額 △79,259 △78,484

構築物（純額） 20,364 14,746

機械及び装置 7,420 7,420

減価償却累計額 △6,286 △6,712

機械及び装置（純額） 1,134 708

車両運搬具 172,779 188,213

減価償却累計額 △138,931 △156,253

車両運搬具（純額） 33,848 31,960

工具、器具及び備品 11,940 12,134

減価償却累計額 △8,875 △9,680

工具、器具及び備品（純額） 3,065 2,454

土地 730,861 730,861

リース資産 752,737 966,873

減価償却累計額 △174,073 △347,904

リース資産（純額） 578,663 618,968

有形固定資産合計 1,671,105 1,680,449

㈱シーティーエス （4345）　平成22年３月期決算短信 （非連結）

11



(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)

無形固定資産

借地権 3,000 3,000

商標権 501 231

ソフトウエア 16,954 12,590

電話加入権 7,466 －

リース資産 3,395 2,364

その他 － 7,466

無形固定資産合計 31,317 25,653

投資その他の資産

投資有価証券 16,500 25,610

出資金 310 360

従業員に対する長期貸付金 － 1,735

長期前払費用 5,809 650

差入保証金 15,740 －

その他 10,935 25,303

貸倒引当金 △5,598 △2,790

投資その他の資産合計 43,697 50,868

固定資産合計 1,746,120 1,756,970

資産合計 3,058,088 3,415,628

負債の部

流動負債

支払手形 243,581 282,770

買掛金 140,157 206,469

リース債務 189,494 203,915

未払金 39,631 9,217

未払費用 44,848 44,956

未払法人税等 45,502 106,092

前受金 13,077 28,085

預り金 4,345 4,394

設備関係支払手形 42,519 40,196

その他 8,213 21,388

流動負債合計 771,373 947,486

固定負債

リース債務 394,062 422,260

繰延税金負債 107,637 108,192

長期未払金 8,516 －

その他 － 13,719

固定負債合計 510,216 544,173

負債合計 1,281,590 1,491,659
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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)

純資産の部

株主資本

資本金 425,996 425,996

資本剰余金

資本準備金 428,829 428,829

資本剰余金合計 428,829 428,829

利益剰余金

利益準備金 23,600 23,600

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金 173,192 171,927

別途積立金 108,000 108,000

繰越利益剰余金 1,029,131 832,154

利益剰余金合計 1,333,923 1,135,682

自己株式 △412,664 △66,324

株主資本合計 1,776,084 1,924,182

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 414 △213

評価・換算差額等合計 414 △213

純資産合計 1,776,498 1,923,968

負債純資産合計 3,058,088 3,415,628
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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

商品売上高 1,531,621 1,831,845

レンタル売上高 1,352,922 1,327,334

その他の売上高 332,784 298,035

売上高合計 3,217,328 3,457,215

売上原価

商品売上原価

商品期首たな卸高 35,272 22,890

当期商品仕入高 943,277 1,170,178

合計 978,549 1,193,068

商品期末たな卸高 22,890 35,459

商品売上原価 955,659 1,157,608

レンタル売上原価 639,415 655,037

その他の原価 253,157 224,719

売上原価合計 1,848,232 2,037,366

売上総利益 1,369,095 1,419,848

販売費及び一般管理費

貸倒引当金繰入額 20,930 10,550

役員報酬 55,850 59,400

給料及び手当 429,356 458,823

法定福利費 57,305 61,725

減価償却費 70,201 55,112

退職給付費用 10,586 12,255

その他 ※１ 394,475 ※１ 370,107

販売費及び一般管理費合計 1,038,705 1,027,973

営業利益 330,390 391,875
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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)

営業外収益

受取利息 130 77

受取配当金 365 300

受取地代家賃 3,600 3,618

受取保険金 6,627 4,737

補助金収入 － 2,200

その他 3,364 3,054

営業外収益合計 14,088 13,987

営業外費用

貸倒引当金繰入額 662 －

支払利息 5,036 11,270

コミットメントフィー 1,560 1,575

投資有価証券評価損 3,960 －

その他 2,131 741

営業外費用合計 13,351 13,587

経常利益 331,127 392,275

特別利益

固定資産売却益 ※２ 361 －

特別利益合計 361 －

特別損失

固定資産除却損 ※３ 11,060 ※３ 4,295

減損損失 ※４ 3,166 －

特別損失合計 14,226 4,295

税引前当期純利益 317,262 387,980

法人税、住民税及び事業税 134,290 167,910

法人税等調整額 1,949 △2,822

法人税等合計 136,239 165,087

当期純利益 181,023 222,892
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【レンタル売上原価明細表】

前事業年度 当事業年度
比較増減(自 平成20年４月１日

  至 平成21年３月31日) 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成22年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比 
(％)

金額(千円)

Ⅰ 材料費 27,824 4.3 28,872 4.4 1,047

Ⅱ 労務費 153,799 24.1 150,596 23.0 △ 3,202

Ⅲ 経費 457,791 71.6 475,569 72.6 17,777

合計 639,415 100.0 655,037 100.0 15,622

前事業年度 当事業年度
(自 平成20年４月１日 
  至 平成21年３月31日) 

(自 平成21年４月１日 
  至 平成22年３月31日) 

経費のうち主なもの 経費のうち主なもの

 レンタル資産減価償却費 171,768千円 レンタル資産減価償却費 177,559千円

 少額レンタル資産 47,748千円 少額レンタル資産 43,492千円

 外注配送費 31,500千円 外注配送費 28,789千円
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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 425,996 425,996

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 425,996 425,996

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 428,829 428,829

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 428,829 428,829

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 23,600 23,600

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 23,600 23,600

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金

前期末残高 174,456 173,192

当期変動額

固定資産圧縮積立金の取崩 △1,264 △1,264

当期変動額合計 △1,264 △1,264

当期末残高 173,192 171,927

別途積立金

前期末残高 108,000 108,000

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 108,000 108,000

繰越利益剰余金

前期末残高 931,157 1,029,131

当期変動額

剰余金の配当 △84,313 △74,794

当期純利益 181,023 222,892

固定資産圧縮積立金の取崩 1,264 1,264

自己株式の消却 － △346,339

当期変動額合計 97,974 △196,976

当期末残高 1,029,131 832,154
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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)

利益剰余金合計

前期末残高 1,237,214 1,333,923

当期変動額

剰余金の配当 △84,313 △74,794

当期純利益 181,023 222,892

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

自己株式の消却 － △346,339

当期変動額合計 96,709 △198,241

当期末残高 1,333,923 1,135,682

自己株式

前期末残高 △412,664 △412,664

当期変動額

自己株式の消却 － 346,339

当期変動額合計 － 346,339

当期末残高 △412,664 △66,324

株主資本合計

前期末残高 1,679,375 1,776,084

当期変動額

剰余金の配当 △84,313 △74,794

当期純利益 181,023 222,892

当期変動額合計 96,709 148,098

当期末残高 1,776,084 1,924,182

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 73 414

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 341 △628

当期変動額合計 341 △628

当期末残高 414 △213

評価・換算差額等合計

前期末残高 73 414

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 341 △628

当期変動額合計 341 △628

当期末残高 414 △213
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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)

純資産合計

前期末残高 1,679,448 1,776,498

当期変動額

剰余金の配当 △84,313 △74,794

当期純利益 181,023 222,892

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 341 △628

当期変動額合計 97,050 147,469

当期末残高 1,776,498 1,923,968
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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)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 317,262 387,980

減価償却費 245,880 235,076

貸倒引当金の増減額（△は減少） 10,001 △2,373

受取利息及び受取配当金 △495 △377

支払利息 5,036 11,270

有形固定資産売却損益（△は益） △361 －

固定資産除却損 11,060 4,295

減損損失 3,166 －

投資有価証券評価損益（△は益） 3,960 －

売上債権の増減額（△は増加） △34,777 △36,857

たな卸資産の増減額（△は増加） 7,026 △17,428

仕入債務の増減額（△は減少） 45,170 105,501

その他 △31,447 46,804

小計 581,481 733,890

利息及び配当金の受取額 495 377

利息の支払額 △5,036 △11,270

法人税等の支払額 △214,416 △109,933

営業活動によるキャッシュ・フロー 362,523 613,064

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △22,663 △24,830

有形固定資産の除却による支出 － △900

有形固定資産の売却による収入 885 －

無形固定資産の取得による支出 △4,631 △2,946

無形固定資産の売却による収入 － 1,013

投資有価証券の取得による支出 － △10,160

貸付けによる支出 － △2,300

貸付金の回収による収入 202 202

その他 3,108 △468

投資活動によるキャッシュ・フロー △23,097 △40,389

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出 △195,142 △171,366

配当金の支払額 △83,393 △75,657

財務活動によるキャッシュ・フロー △278,536 △247,023

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 60,889 325,651

現金及び現金同等物の期首残高 430,393 491,282

現金及び現金同等物の期末残高 ※１, ※２ 491,282 ※１, ※２ 816,933
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該当事項はありません。 

 
  

(5)【継続企業の前提に関する注記】

(6)【重要な会計方針】

項目

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)

１ 有価証券の評価基準及

び評価方法

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)を採用しております。

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を採用して

おります。

時価のないもの

同  左

２ たな卸資産の評価基準

及び評価方法

(1) 商品

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)を採用してお

ります。

(1) 商品
同  左

(2) 半成工事

個別法による原価法(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)を採用しておりま

す。

(2) 半成工事
同  左

(3) 原材料及び貯蔵品

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)を採用し

ております。

(3) 原材料及び貯蔵品
同  左

３ 固定資産の減価償却の

方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法によっております。ただし、

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。)及び、レンタ

ル資産については、定額法によってお

ります。

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

レンタル資産(賃貸用ハウス)７年

建物        ７年～50年

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
同  左
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項目

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)

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

市場販売目的のソフトウエアについ

ては、見込有効期間(３年以内)におけ

る販売見込数量を基準とした償却額と

残存有効期間に基づく均等配分額とを

比較し、いずれか大きい額を償却して

おります。

自社利用のソフトウエアについて

は、社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法によっておりま

す。

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

同  左

(3) 所有権移転外ファイナンス・リース 

  取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とした定額法

を採用しており、残存価額について

は、リース契約上に残価保証の取決め

があるものは当該残価保証額とし、そ

れ以外のものは零としております。

(3) 所有権移転外ファイナンス・リース 

  取引に係るリース資産
同  左

４ 引当金の計上基準 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるた

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。

貸倒引当金

同  左

５ キャッシュ・フロー計

算書における資金の範

囲

手許現金、随時引き出し可能な預金

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

わない取得日から３ヶ月以内に償還期

限の到来する短期投資からなっており

ます。

同  左

６ 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

消費税等の会計処理は、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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(7)【重要な会計方針の変更】

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)

(棚卸資産の評価に関する会計基準の適用)

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。

(リース取引に関する会計基準の適用)

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、期首

に前事業年度末における未経過リース料残高を取得価

額として取得したものとしてリース資産に計上する方

法によっております。

なお、当事業年度の損益に与える影響額は軽微であ

ります。

────────

────────

【表示方法の変更】

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)

（貸借対照表関係）

前事業年度において、「商品」に含めて表示してお

りました「原材料及び貯蔵品」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「原材料及び貯蔵品」に区分掲

記しております。なお、前事業年度末の「原材料及び

貯蔵品」は4,216千円であります。

（貸借対照表関係）

１．前事業年度まで区分掲記しておりました「電話 

  加入権」(当事業年度7,466千円)は、総資産額の 

  1/100以下であるため、当事業年度においては無 

  形固定資産の「その他」に含めて表示しておりま 

  す。

２．前事業年度まで区分掲記しておりました「差入 

  保証金」(当事業年度15,645千円)は、総資産額の  

  1/100以下であるため、当事業年度においては投 

  資その他の資産の「その他」に含めて表示して 

  おります。

３．前事業年度まで区分掲記しておりました「長期 

  未払金」(当事業年度13,719千円)は、総資産額の  

  1/100以下であるため、当事業年度においては固 

  定負債の「その他」に含めて表示しております。
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(8)【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21年３月31日)

当事業年度 
(平成22年３月31日)

 

  当社は、運転資金の効率的な調達を行なうため、取

引銀行とコミットメントライン契約を締結しておりま

す。当該契約に基づく当事業年度末における借入極度

額及び借入未実行残高は次のとおりであります。

借入コミットメントラインの極度額 500,000千円
借入コミットメントラインの未実行残高 500,000千円

  

  当社は、運転資金の効率的な調達を行なうため、取引

銀行とコミットメントライン契約を締結しております。

当該契約に基づく当事業年度末における借入極度額及び

借入未実行残高は次のとおりであります。

借入コミットメントラインの極度額 500,000千円
借入コミットメントラインの未実行残高 500,000千円

(損益計算書関係)

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)

※１ 研究開発費の総額は、28,372千円であり、全て一

般管理費に含まれております。

※１ 研究開発費の総額は、26,358千円であり、全て一

般管理費に含まれております。

※２ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

車両運搬具 361千円
 

────────

※３ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

リース資産 10,939千円

レンタル資産 58千円

建物 15千円

機械及び装置 23千円

工具、器具及び備品 24千円

計 11,060千円

 

※３ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

レンタル資産 111千円

構築物 3,988千円

車両運搬具 195千円

計 4,295千円

 

※４ 減損損失

   当事業年度において当社は、以下の資産グルー  

   プについて減損損失を計上いたしました。   

場所 用途 種類
金額 

（千円）

長野県長野市

（長野支店）
事業用資産

建物 854

構築物 952

工具、器具 

及び備品
9

差入保証金 1,350

合計 3,166

    当社は、原則として、事業用資産については、管

理会計上の区分を基準としてグルーピングを行って

おり、遊休資産については個々の物件ごとに資産の

グルーピングを行っております。

   上記の資産グループは、営業拠点の閉鎖により、

今後の使用が見込まれないことから、帳簿価額を回

収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失とし

て特別損失に計上いたしました。

     なお、回収可能価額は閉鎖日までの使用価値によ

り算出しております。

 
────────
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前事業年度(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 

 
  

２ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(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事業年度となるもの 

 
  

(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)

発行済株式

普通株式 16,094 ― ― 16,094

合計 16,094 ― ― 16,094

自己株式

普通株式 2,495 ─ ─ 2,495

合計 2,495 ─ ─ 2,495

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20日

定時株主総会
普通株式 57,115 4,200 平成20年３月31日 平成20年６月23日

平成20年11月６日

取締役会
普通株式 27,198 2,000 平成20年９月30日 平成20年12月８日

決議 株式の種類 配当の原資
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21年６月19日

定時株主総会
普通株式 利益剰余金 40,797 3,000 平成21年３月31日 平成21年６月22日
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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 

 
(注)  普通株式の発行済株式総数の減少2,094株は、自己株式の消却によるものであります。 

  

２ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  

 (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事業年度となるもの 

 
  

 
  

リース取引、金融商品、デリバティブ取引、ストック・オプション等、賃貸等不動産に関する注記事

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。 

当事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日）

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 16,094 ― 2,094 14,000

合計 16,094 ― 2,094 14,000

自己株式

普通株式 2,495 ─ 2,094 401

合計 2,495 ─ 2,094 401

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21年６月19日

定時株主総会
普通株式 40,797 3,000 平成21年３月31日 平成21年６月22日

平成21年11月５日

取締役会
普通株式 33,997 2,500 平成21年９月30日 平成21年12月７日

決議 株式の種類 配当の原資
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22年６月18日

定時株主総会
普通株式 利益剰余金 48,956 3,600 平成22年３月31日 平成22年６月21日

(キャッシュ・フロー計算書関係)

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)

 

※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

現金及び預金勘定 491,282千円

現金及び現金同等物 491,282千円

※２ 重要な非資金取引の内容

  当事業年度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額は、それぞれ 294,209 
 千円であります。
  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・リース取引に係る資  
 産及び債務の計上額は、それぞれ552,271千円であ  
 ります。

 

※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

現金及び預金勘定 816,933千円

現金及び現金同等物 816,933千円

※２ 重要な非資金取引の内容

 当事業年度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額は、それぞれ258,978千 
 円であります。

(開示の省略)
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前事業年度(平成21年３月31日現在) 

 その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
(注) 当事業年度において、その他有価証券で時価のあるものについて3,960千円減損処理を行っております。 

なお、時価のあるその他有価証券について、個々の銘柄について時価の下落率が50％を超える場合は、時価が 

著しく下落していると判断し、回復可能性がない場合は減損処理を行うこととしております。 

  

当事業年度(平成22年３月31日現在) 

 その他有価証券で時価のあるもの 

 
  

前事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

該当事項はありません。 
  

当事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

(有価証券関係)

種類 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

株式 7,050 8,750 1,700

債券 ─ ─ ─

その他 ─ ─ ─

小計 7,050 8,750 1,700

貸借対照表計
上額が取得原
価を超えない
もの

株式 8,757 7,750 △1,007

債券 ─ ─ ─

その他 ─ ─ ─

小計 8,757 7,750 △1,007

合計 15,807 16,500 692

種類 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

株式 9,090 10,370 1,280

債券 ─ ─ ─

その他 ─ ─ ─

小計 9,090 10,370 1,280

貸借対照表計
上額が取得原
価を超えない
もの

株式 11,877 10,240 △1,637

債券 ─ ─ ─

その他 ─ ─ ─

小計 11,877 10,240 △1,637

合計 20,967 20,610 △357

(持分法投資損益等)
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前事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

  (追加情報) 

 当事業年度から平成18年10月17日公表の、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準委員会 企業

会計基準第11号）及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 企業会計基準適

用指針第13号）を適用しております。 

 なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。 

関連当事者との取引 

役員及び個人主要株主等 

 
(注) １ 取引条件ないし取引条件の決定方針については、一般的条件と同様に決定しております。 

２ 取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

３ レベル建設株式会社は、当社代表取締役社長横島泰蔵の近親者が議決権の100％を直接所有しております。 

  

当事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

関連当事者との取引 

役員及び個人主要株主等 

 
(注) １ 取引条件ないし取引条件の決定方針については、一般的条件と同様に決定しております。 

２ 取引金額には消費税等は含まれておりません。 

３ レベル建設株式会社は、当社代表取締役社長横島泰蔵の近親者が議決権の100％を直接所有しております。 

  

(関連当事者情報)

種類
会社等 

の名称又は
氏名

所在地
資本金又 
は出資金 
(千円)

事業の内容
又は職業

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)

役員及び

その近親

者が議決

権の過半

数を所有

している

会社 

 

レベル建設 
株式会社

長野県 

上田市
10,000 建設業 ―

商 品 の 販
売 及 び レ
ン タ ル 用
ユ ニ ッ ト
ハ ウ ス の
製 造・修
理委託先

レンタル用
ユニットハ
ウスの修理
及び修理部
材の購入

21,778 買掛金 48

種類
会社等 

の名称又は
氏名

所在地
資本金又 
は出資金 
(千円)

事業の内容
又は職業

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)

役員及び

その近親

者が議決

権の過半

数を所有

している

会社 

 

レベル建設 
株式会社

長野県 

上田市
10,000 建設業 ―

商 品 の 販
売 及 び レ
ン タ ル 用
ユ ニ ッ ト
ハ ウ ス の
製 造・修
理委託先

レンタル用
ユニットハ
ウスの修理
及び修理部
材の購入

11,025 ─ ─
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(税効果会計関係)

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)

 

 

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別の内訳

繰延税金資産(流動)

未払事業税 3,607千円

貸倒引当金 10,542千円

その他 1,204千円

15,355千円

繰延税金資産(固定)

貸倒引当金 1,787千円

ソフトウエア 730千円

固定資産除却損 556千円

減損損失 3,816千円

投資有価証券評価損 1,590千円

その他 2,792千円

11,275千円

評価性引当額 △2,330千円

8,945千円

  繰延税金負債(固定)

固定資産圧縮積立金 △116,304千円

その他有価証券評価差額金 △278千円

△116,583千円

繰延税金負債(固定)の純額 △107,637千円

 

 

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別の内訳

繰延税金資産(流動)

未払事業税 4,184千円

未払地方法人特別税 4,252千円

貸倒引当金 9,619千円

その他 1,098千円

19,155千円

繰延税金資産(固定)

貸倒引当金 427千円

ソフトウエア 541千円

固定資産除却損 504千円

減損損失 3,816千円

投資有価証券評価損 1,590千円

その他 2,712千円

9,592千円

評価性引当額 △2,330千円

7,262千円

  繰延税金負債(固定)

固定資産圧縮積立金 △115,455千円

△115,455千円

繰延税金負債(固定)の純額 △108,192千円

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因

となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.17％

(調整)

交際費等永久に損金に算入され 

ない項目
1.46％

住民税均等割額 1.08％

その他 0.23％

税効果会計適用後の法人税等の 

負担率
42.94％

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因

となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.17％

(調整)

交際費等永久に損金に算入され 

ない項目
1.32％

住民税均等割額 0.86％

その他 0.20％

税効果会計適用後の法人税等の 

負担率
42.55％
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該当事項はありません。 

  

 
（注）算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
２ １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

 
  

(退職給付関係)

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)

１ 採用している退職給付制度の概要

当社は確定拠出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

当社は確定拠出年金制度を採用しております。

 

２ 退職給付費用に関する事項

確定拠出年金への掛金支払額 13,456千円

退職給付費用 13,456千円
 

２ 退職給付費用に関する事項

確定拠出年金への掛金支払額 15,448千円

退職給付費用 15,448千円

(企業結合等関係)

(１株当たり情報)

項目
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)

１株当たり純資産額 130,634円51銭 141,478円69銭

１株当たり当期純利益 13,311円50銭 16,390円37銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

 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。

項目
前事業年度末

(平成21年３月31日)
当事業年度末

(平成22年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 1,776,498 1,923,968

普通株式に係る純資産額(千円) 1,776,498 1,923,968

普通株式の発行済株式数(株) 16,094 14,000

普通株式の自己株式数(株) 2,495 401

１株当たり純資産額の算定に
用いられた普通株式の数(株)

13,599 13,599

項目
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)

１株当たり当期純利益

当期純利益(千円) 181,023 222,892

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) 181,023 222,892

普通株式の期中平均株式数(株) 13,599 13,599
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(重要な後発事象)

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)

────────

 

 

(株式分割)

平成22年３月４日開催の取締役会に基づき、平成22年
４月１日をもって次のように株式分割を実施しておりま
す。

１ 分割方法
平成22年３月31日を基準日として、同日最終の株主名

簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主の所有普
通株式１株につき２株の割合をもって分割します。

２ 分割により増加する株式数

普通株式 14,000株

３ 当該株式分割が前事業年度の開始日(平成20年４月
１日)に行われたと仮定した場合の前事業年度及び当事
業年度における１株当たり情報は次のとおりでありま
す。

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)

１株当たり 

純資産
63,317円26銭 70,739円35銭

１株当たり 

当期純利益
6,655円75銭 8,195円18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、前事業年度、当事業年度共に潜在株式が存在しない
ため記載しておりません。
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商品仕入実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 

  

(2) 販売実績 

  販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 

5. 仕入及び販売の状況

(1) 商品仕入実績

事業部門別の名称

前事業年度 当事業年度
比較増減(自 平成20年４月１日

  至 平成21年３月31日)
(自 平成21年４月１日 
  至 平成22年３月31日)

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 金額(千円)

システム事業 450,193 47.7 508,286 43.4 58,092

ハウス備品事業 78,006 8.3 96,736 8.3 18,730

工事・安全用品事業 234,187 24.8 176,259 15.1 △57,928

測量機器事業 180,889 19.2 388,896 33.2 208,006

合計 943,277 100.0 1,170,178 100.0 226,901

(注) 金額には、消費税等は含まれておりません。

事業部門別の名称

前事業年度 当事業年度
比較増減(自 平成20年４月１日

  至 平成21年３月31日)
(自 平成21年４月１日 
  至 平成22年３月31日)

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 金額(千円)

システム事業 1,177,218 36.6 1,259,933 36.4 82,714

ハウス備品事業 920,612 28.6 855,364 24.7 △65,248

工事・安全用品事業 668,069 20.8 586,481 17.0 △81,588

測量機器事業 451,427 14.0 755,436 21.9 304,009

合計 3,217,328 100.0 3,457,215 100.0 239,886

(注) 金額には、消費税等は含まれておりません。
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