
 
 

 
平成 22 年６月 30 日 

各      位 
 

                                 会 社 名 株式会社 栄光 

                                 代表者名 代表取締役社長 近藤 好紀 

                                 （コード番号 ９７８９ 東証第２部） 

                                 問合せ先 常務取締役 神谷 賢治 

                                 電話番号 ０４８（８３８）０３２１ 

 

（訂正・数値データ訂正あり）「平成 22 年３月期 決算短信」の一部訂正について 
 

 平成22年５月14日に開示いたしました「平成22年３月期 決算短信」に、一部訂正がありましたので 

お知らせいたします。 

 また、数値データにも訂正がありましたので訂正後の数値データも送信します。 
 

記 
 

※ 訂正箇所につきましては、該当項目を抜粋し、訂正箇所を   線で表示しております。 

 

Ｐ１ ２．配当の状況 

 

    純資産配当率（連結） 21年３月期    【誤】  － ％    【正】 2.5 ％ 

 
 

Ｐ17 ４．連結財務諸表 （４）連結キャッシュ・フロー計算書 投資活動によるキャッシュ・フロー 

【誤】 

（単位：千円）

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) 

 有形固定資産の取得による支出 △869,096 △1,109,746

 有形固定資産の除却による支出 △153,571 △104,635

 有形固定資産の売却による収入 25,460 45,700

 

【正】 

（単位：千円）

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) 

 有形固定資産の取得による支出 △869,096 △1,020,099

 有形固定資産の除却による支出 △153,571 △190,400

 有形固定資産の売却による収入 25,460 41,817

 

  

－ 1 －



Ｐ24 ４．連結財務諸表 （８）連結財務諸表に関する注記事項 （連結損益計算書関係） 

【誤】 

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） 

※１ 期末たな卸高は、収益性の低下に伴う簿価切下げ後

の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれ

ております。 

45,266 千円

（省 略） 

※１ 期末たな卸高は、収益性の低下に伴う簿価切下げ後 

の金額であり、次のたな卸資産評価益が売上原価に含まれ

ております。 

69,257 千円

（省 略） 

 

【正】 

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） 

※１ 期末たな卸高は、収益性の低下に伴う簿価切下げ後

の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれ

ております。 

45,266 千円

（省 略） 

※１    ―――――――― 

 

 

 

（省 略） 

 

Ｐ29 ４．連結財務諸表 （８）連結財務諸表に関する注記事項 （税効果会計関係） 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の主な原因別項目内訳 

当連結会計年度（平成 22 年３月 31 日） 

 

 

 

 

 

Ｐ38 ４．連結財務諸表 （８）連結財務諸表に関する注記事項 （関連当事者情報） 

    当連結会計年度（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで） 

    (2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引 

（ア）連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等 

【誤】 

資本金又

は出資金 
取引金額 期末残高

種類 
会社等の

名称 
所在地 

（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 

（千円）

科目

（千円）

主要株主 
㈱増進会

出版社  

静岡県駿東

郡長泉町  
264,000 

通信教育

事業等 

（被所有） 

直接 16.2％  

業務、資本提

携  

増資による

新株の発行  

（注）①  

307,800 － －

 (注) 取引条件及び取引条件の決定方針等 

① 株式会社エデュケーショナルネットワークが行った第三者割当増資を株式会社増進会出版社が１株 162,000 円で

引受けたものであります。また、１株当たりの払込金額については外部の評価機関が算定をしております。 

 

【正】 

資本金又

は出資金 
取引金額 期末残高

種類 
会社等の

名称 
所在地 

（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 

（千円）

科目

（千円）

主要株主 
㈱増進会

出版社  

静岡県駿東

郡長泉町  
264,000 

通信教育

事業等 

（被所有） 

直接 16.2％  

業務、資本提

携  

増資による

新株の発行  

（注）① 

持分変動損 

（注）① 

307,800

108,744

 

－ 

 

－ 

－

－

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等 

① 株式会社エデュケーショナルネットワークが行った第三者割当増資を株式会社増進会出版社が１株 162,000 円で

引受けたものであります。なお、これにより持分変動損を計上しております。また、１株当たりの払込金額につい

ては外部の評価機関が算定をしております。 

 

 【誤】 【正】 

評価性引当額の増減 11.3 ％ △11.1 ％  

子会社への投資に係る一時差異 △66.6 ％ △44.0 ％  

その他 △0.4 ％ △0.6 ％  

－ 2 －



 

Ｐ50 ５．個別財務諸表 表示方法の変更 

【誤】 

前事業年度 当事業年度 

（平成 20 年４月１日から （平成 21 年４月１日から 

平成 21 年３月 31 日まで） 平成 22 年３月 31 日まで） 

（１～２ 省略） （１～３ 省略） 

 

【正】 

 

以上 

前事業年度 当事業年度 

（平成 20 年４月１日から （平成 21 年４月１日から 

平成 21 年３月 31 日まで） 平成 22 年３月 31 日まで） 

（１～２ 省略） （１～３ 省略） 

  

４．前期まで損益計算書中の特別利益の「その他」に含め
ておりました「保険解約返戻金」は特別利益総額の 100
分の１を越えたため、当期より区分掲記しております。
 なお、前期における「保険解約返戻金」は 14,716 千
円であります。 

－ 3 －



平成22年3月期 決算短信 
平成22年5月14日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 栄光 上場取引所 東 
コード番号 9789 URL http://www.eikoh.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 近藤 好紀
問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役 （氏名） 神谷 賢治 TEL 048-838-0321
定時株主総会開催予定日 平成22年6月29日 配当支払開始予定日 平成22年6月30日
有価証券報告書提出予定日 平成22年6月30日

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 39,659 △3.9 2,944 0.7 2,877 16.9 1,465 ―
21年3月期 41,273 0.7 2,924 8.2 2,460 △0.4 △1,602 ―

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 84.44 ― 17.5 10.3 7.4
21年3月期 △85.02 ― △17.8 8.2 7.1

（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 27,819 9,155 31.1 505.07
21年3月期 28,023 8,131 29.0 430.56

（参考） 自己資本   22年3月期  8,654百万円 21年3月期  8,114百万円

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 3,141 1,928 △2,017 4,361
21年3月期 2,214 △633 △1,464 1,308

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 ― 6.00 ― 6.00 12.00 226 ― 2.5
22年3月期 ― 6.00 ― 10.00 16.00 284 18.9 3.4
23年3月期 

（予想）
― 10.00 ― 10.00 20.00 28.6

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

18,580 △7.6 2,080 7.0 1,960 △2.5 880 △16.8 51.35

通期 37,100 △6.5 3,200 8.7 2,930 1.8 1,200 △18.1 70.02



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） 

（注）詳細は、21ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の（会計方針の変更）をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、39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 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 18,873,024株 21年3月期 18,873,024株
② 期末自己株式数 22年3月期  1,737,419株 21年3月期  26,460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 31,005 △1.3 2,694 △9.3 2,637 24.9 1,034 ―
21年3月期 31,398 3.1 2,970 3.4 2,112 1.5 △1,309 ―

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 59.61 ―
21年3月期 △69.47 ―

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 24,038 7,997 33.3 466.71
21年3月期 24,599 7,888 32.1 418.58

（参考） 自己資本 22年3月期  7,997百万円 21年3月期  7,888百万円

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 
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当たっての注意事項等について
は、３ページから５ページの「１．経営成績 (1)経営成績に関する分析」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

15,160 △3.5 1,940 5.5 1,960 1.6 980 25.8 57.19

通期 30,200 △2.6 2,800 3.9 2,710 2.8 1,200 16.0 70.02



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 2,871,960 4,898,695

受取手形及び売掛金 2,606,844 2,409,191

有価証券 13,247 19,937

商品及び製品 838,196 695,383

仕掛品 106,586 165,863

原材料及び貯蔵品 92,073 79,809

販売用不動産 77,540 77,540

繰延税金資産 201,927 1,093,948

その他 1,801,654 1,338,996

貸倒引当金 △55,085 △28,850

流動資産合計 8,554,945 10,750,515

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 ※1  10,522,493 ※1  10,475,680

減価償却累計額 △4,428,454 △4,531,285

建物及び構築物（純額） 6,094,039 5,944,394

土地 ※1  3,889,400 ※1  3,771,593

建設仮勘定 22,840 10,700

その他 2,465,823 2,266,125

減価償却累計額 △1,742,403 △1,662,818

その他（純額） 723,419 603,307

有形固定資産合計 10,729,700 10,329,995

無形固定資産 815,889 836,557

投資その他の資産   

投資有価証券 ※2  1,152,745 ※2  944,550

長期貸付金 1,616,990 173,929

敷金及び保証金 3,857,644 3,541,349

繰延税金資産 1,135,370 923,309

その他 1,123,616 720,697

貸倒引当金 △963,121 △401,130

投資その他の資産合計 7,923,246 5,902,705

固定資産合計 19,468,836 17,069,258

資産合計 28,023,782 27,819,774



（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 1,497,494 960,685

短期借入金 ※1  9,676,005 ※1  7,533,007

1年内償還予定の社債 209,200 154,600

未払費用 1,873,090 1,845,846

未払法人税等 311,209 437,149

前受金 412,090 429,742

返品調整引当金 16,000 33,111

事業整理損失引当金 － 262,204

その他 658,386 1,383,149

流動負債合計 14,653,476 13,039,496

固定負債   

社債 354,600 200,000

長期借入金 ※1  2,994,769 ※1  3,381,998

退職給付引当金 1,310,434 1,390,018

役員退職慰労引当金 447,171 －

その他 131,912 653,125

固定負債合計 5,238,887 5,625,142

負債合計 19,892,363 18,664,639

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,692,711 1,692,711

資本剰余金 2,527,782 2,529,702

利益剰余金 4,025,864 5,265,568

自己株式 △6,722 △719,464

株主資本合計 8,239,634 8,768,517

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △124,923 △113,696

評価・換算差額等合計 △124,923 △113,696

少数株主持分 16,707 500,314

純資産合計 8,131,418 9,155,135

負債純資産合計 28,023,782 27,819,774



（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 41,273,465 39,659,256

売上原価 ※1  28,606,815 ※1  27,095,709

売上総利益 12,666,650 12,563,546

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 2,210,858 2,295,498

給料及び手当 2,586,272 2,645,482

退職給付費用 28,802 70,680

役員退職慰労引当金繰入額 116,441 20,383

貸倒引当金繰入額 7,469 4,917

その他 4,791,848 4,582,250

販売費及び一般管理費合計 9,741,693 9,619,213

営業利益 2,924,956 2,944,333

営業外収益   

受取利息 11,127 32,020

受取配当金 18,635 20,577

投資有価証券売却益 － 15,213

投資事業組合運用益 － 126,505

受取家賃 12,030 －

受取手数料 11,834 －

その他 20,084 63,821

営業外収益合計 73,712 258,138

営業外費用   

支払利息 197,742 168,907

貸倒引当金繰入額 125,045 －

投資有価証券売却損 67,338 －

投資事業組合損失 102,815 －

自己株式取得費用 － 54,979

支払手数料 － 74,208

その他 44,900 26,972

営業外費用合計 537,842 325,067

経常利益 2,460,826 2,877,404

特別利益   

固定資産売却益 ※2  5,587 ※2  3,557

貸倒引当金戻入額 － 332,359

受取解約違約金 200,000 －

受取遅延損害金 41,096 －

保険解約返戻金 － 52,308

その他 53,111 27,646

特別利益合計 299,796 415,871



（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) 

特別損失   

固定資産売却損 ※3  1,427 ※3  20,303

固定資産除却損 ※4  241,072 ※4  261,074

投資有価証券評価損 382,551 94,542

事業整理損 － ※5  322,140

会員権評価損 23 10

たな卸資産評価損 129,684 －

役員退職功労金 228,157 232,220

減損損失 ※6  829,093 ※6  649,753

貸倒引当金繰入額 432,615 －

その他 186,603 188,098

特別損失合計 2,431,230 1,768,143

税金等調整前当期純利益 329,392 1,525,132

法人税、住民税及び事業税 617,192 699,340

過年度法人税等 26,360 －

法人税等還付税額 － △19,484

法人税等調整額 1,290,797 △687,648

法人税等合計 1,934,350 △7,791

少数株主利益又は少数株主損失（△） △2,526 67,061

当期純利益又は当期純損失（△） △1,602,431 1,465,862



（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 1,692,711 1,692,711

当期末残高 1,692,711 1,692,711

資本剰余金   

前期末残高 2,527,782 2,527,782

当期変動額   

自己株式の処分 － 1,920

当期変動額合計 － 1,920

当期末残高 2,527,782 2,529,702

利益剰余金   

前期末残高 5,854,455 4,025,864

当期変動額   

剰余金の配当 △226,159 △226,157

当期純利益又は当期純損失（△） △1,602,431 1,465,862

当期変動額合計 △1,828,591 1,239,704

当期末残高 4,025,864 5,265,568

自己株式   

前期末残高 △6,641 △6,722

当期変動額   

自己株式の取得 △80 △1,960,798

自己株式の処分 － 1,248,055

当期変動額合計 △80 △712,742

当期末残高 △6,722 △719,464

株主資本合計   

前期末残高 10,068,307 8,239,634

当期変動額   

剰余金の配当 △226,159 △226,157

当期純利益又は当期純損失（△） △1,602,431 1,465,862

自己株式の取得 △80 △1,960,798

自己株式の処分 － 1,249,976

当期変動額合計 △1,828,672 528,882

当期末残高 8,239,634 8,768,517

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △147,917 △124,923

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 22,993 11,227

当期変動額合計 22,993 11,227

当期末残高 △124,923 △113,696

少数株主持分   

前期末残高 19,233 16,707

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,526 483,606

当期変動額合計 △2,526 483,606

当期末残高 16,707 500,314



（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 329,392 1,525,132

減価償却費 1,222,460 1,123,978

減損損失 829,093 649,753

貸倒引当金の増減額（△は減少） 518,752 △372,295

退職給付引当金の増減額（△は減少） 73,004 79,584

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △362,954 △447,171

その他の引当金の増減額（△は減少） 2,103 279,316

受取利息及び受取配当金 △29,762 △52,597

支払利息 197,742 168,907

受取解約違約金 △200,000 －

投資有価証券売却損益（△は益） 67,338 △15,213

投資有価証券その他資産の評価損 493,060 96,270

持分変動損益（△は益） － 108,744

投資事業組合運用損益（△は益） 102,815 △126,505

固定資産除売却損益（△は益） 236,913 277,819

売上債権の増減額（△は増加） △159,221 178,853

たな卸資産の増減額（△は増加） 233,703 95,800

その他の資産の増減額（△は増加） △8,774 26,346

仕入債務の増減額（△は減少） △93,776 △536,808

未払消費税等の増減額（△は減少） 22,039 △102,852

その他の負債の増減額（△は減少） 39,339 615,901

その他 △10,167 △64,181

小計 3,503,100 3,508,782

解約違約金の受取額 200,000 －

法人税等の支払額 △1,488,840 △623,891

法人税等の還付額 － 256,310

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,214,260 3,141,202

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 △36,221 △36,213

定期預金の払戻による収入 － 1,179,000

有形固定資産の取得による支出 △869,096 △1,020,099

有形固定資産の除却による支出 △153,571 △190,400

有形固定資産の売却による収入 25,460 41,817

投資有価証券の取得による支出 △165,929 △107,459

投資有価証券の売却による収入 328,902 265,721

関係会社株式の取得による支出 △25,000 △44,660

貸付けによる支出 △88,239 △300

貸付金の回収による収入 263,150 1,365,711

その他投資活動による収入 728,617 1,149,465

その他投資活動による支出 △672,950 △727,328

利息及び配当金の受取額 31,388 53,510

投資活動によるキャッシュ・フロー △633,490 1,928,766



（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) 

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 27,800,000 29,000,000

短期借入金の返済による支出 △26,900,000 △32,263,332

長期借入れによる収入 600,000 3,700,000

長期借入金の返済による支出 △2,264,199 △2,192,436

社債の償還による支出 △209,200 △209,200

割賦債務の増減額（△は減少） △63,314 744,183

自己株式の取得による支出 △80 △1,960,798

自己株式の売却による収入 － 1,249,976

配当金の支払額 △227,102 △222,898

利息の支払額 △201,083 △171,249

少数株主からの払込みによる収入 － 307,800

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,464,980 △2,017,955

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,075 508

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 113,714 3,052,521

現金及び現金同等物の期首残高 1,195,141 1,308,855

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  1,308,855 ※1  4,361,377



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 2,301,308 4,326,438

受取手形 2,400 3,300

売掛金 1,201,436 979,974

有価証券 8,088 19,937

商品及び製品 74,586 73,272

仕掛品 14,804 1,127

原材料及び貯蔵品 30,701 34,402

前払費用 661,541 649,860

繰延税金資産 31,671 115,819

未収入金 706,298 441,406

未収還付法人税等 266,580 －

その他 113,063 77,482

貸倒引当金 △95,000 △36,255

流動資産合計 5,317,482 6,686,768

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※1  9,533,494 ※1  9,790,676

減価償却累計額 △4,056,716 △4,121,370

建物（純額） 5,476,777 5,669,306

構築物 429,001 440,167

減価償却累計額 △274,642 △291,803

構築物（純額） 154,359 148,364

機械及び装置 21,146 24,372

減価償却累計額 △18,378 △15,594

機械及び装置（純額） 2,768 8,777

船舶 30,612 16,692

減価償却累計額 △29,648 △16,305

船舶（純額） 963 386

車両運搬具 172,217 130,443

減価償却累計額 △128,434 △100,241

車両運搬具（純額） 43,782 30,201

工具、器具及び備品 1,812,286 1,778,214

減価償却累計額 △1,312,792 △1,343,783

工具、器具及び備品（純額） 499,494 434,430

土地 ※1  3,563,437 ※1  3,521,141

建設仮勘定 20,740 10,700

有形固定資産合計 9,762,323 9,823,307

無形固定資産   

借地権 359 359

ソフトウエア 518,178 510,726

その他 130,611 161,743

無形固定資産合計 649,149 672,828



（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) 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,114,876 885,661

関係会社株式 231,516 239,878

出資金 6,960 6,960

長期貸付金 161,182 153,023

関係会社長期貸付金 4,789,247 2,694,404

破産更生債権等 688 688

長期前払費用 253,109 203,001

繰延税金資産 1,125,559 1,727,612

敷金及び保証金 3,466,306 3,274,617

長期未収入金 － 307,921

その他 531,850 138,726

貸倒引当金 △2,811,000 △2,776,504

投資その他の資産合計 8,870,297 6,855,991

固定資産合計 19,281,770 17,352,126

資産合計 24,599,252 24,038,895

負債の部   

流動負債   

支払手形 22,048 －

買掛金 162,468 126,064

短期借入金 ※1  6,760,000 ※1  4,346,668

1年内返済予定の長期借入金 ※1  1,849,320 ※1  3,019,671

1年内償還予定の社債 209,200 154,600

未払金 462,695 300,153

割賦未払金 － 277,991

未払費用 ※2  1,778,560 ※2  1,817,465

未払法人税等 75,595 344,349

前受金 397,832 414,427

預り金 100,592 104,586

関係会社整理損失引当金 － 113,846

その他 4,566 195

流動負債合計 11,822,880 11,020,019

固定負債   

社債 354,600 200,000

長期借入金 ※1  2,991,942 ※1  3,104,222

長期割賦未払金 － 542,816

退職給付引当金 1,053,566 1,122,379

役員退職慰労引当金 391,840 －

その他 95,600 52,025

固定負債合計 4,887,548 5,021,443

負債合計 16,710,429 16,041,463



（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 1,692,711 1,692,711

資本剰余金   

資本準備金 2,527,782 2,527,782

その他資本剰余金 － 1,920

資本剰余金合計 2,527,782 2,529,702

利益剰余金   

利益準備金 163,436 163,436

その他利益剰余金   

別途積立金 3,700,000 3,400,000

繰越利益剰余金 △63,938 1,044,693

利益剰余金合計 3,799,497 4,608,130

自己株式 △6,722 △719,464

株主資本合計 8,013,268 8,111,078

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △124,444 △113,646

評価・換算差額等合計 △124,444 △113,646

純資産合計 7,888,823 7,997,432

負債純資産合計 24,599,252 24,038,895



（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 31,398,833 31,005,263

売上原価 21,416,550 21,329,567

売上総利益 9,982,283 9,675,696

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 2,453,689 2,529,736

役員報酬 280,883 211,819

給料及び手当 1,529,762 1,593,952

退職給付費用 11,409 28,567

役員退職慰労引当金繰入額 101,209 17,794

支払手数料 698,324 745,108

減価償却費 151,112 135,745

貸倒引当金繰入額 6,749 4,034

その他 1,778,501 1,714,592

販売費及び一般管理費合計 7,011,642 6,981,350

営業利益 2,970,640 2,694,345

営業外収益   

受取利息 ※1  84,414 ※1  89,306

受取配当金 ※2  59,246 ※2  167,892

投資事業組合運用益 － 126,082

その他 44,765 81,711

営業外収益合計 188,426 464,992

営業外費用   

支払利息 164,082 150,022

貸倒引当金繰入額 674,200 214,869

自己株式取得費用 － 54,979

支払手数料 － 74,208

その他 208,424 27,814

営業外費用合計 1,046,707 521,894

経常利益 2,112,359 2,637,444

特別利益   

固定資産売却益 ※3  5,587 ※3  3,372

受取解約違約金 146,000 －

受取遅延損害金 30,822 －

保険解約返戻金 － 52,308

その他 36,531 －

特別利益合計 218,941 55,681

特別損失   

固定資産売却損 ※4  170 ※4  20,303

固定資産除却損 ※5  225,195 ※5  233,435

投資有価証券評価損 381,494 94,542

関係会社整理損 ※6  135,898 ※6  640,932

関係会社株式評価損 142,767 36,298

たな卸資産評価損 129,684 －

役員退職功労金 228,157 203,944

減損損失 ※7  755,467 ※7  566,485

その他 75,060 49,943

特別損失合計 2,073,896 1,845,886

税引前当期純利益 257,404 847,239

法人税、住民税及び事業税 348,000 506,000

過年度法人税等 26,360 －

法人税等調整額 1,192,474 △693,551

法人税等合計 1,566,834 △187,551

当期純利益又は当期純損失（△） △1,309,430 1,034,790



（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 1,692,711 1,692,711

当期末残高 1,692,711 1,692,711

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 2,527,782 2,527,782

当期末残高 2,527,782 2,527,782

その他資本剰余金   

前期末残高 － －

当期変動額   

自己株式の処分 － 1,920

当期変動額合計 － 1,920

当期末残高 － 1,920

資本剰余金合計   

前期末残高 2,527,782 2,527,782

当期変動額   

自己株式の処分 － 1,920

当期変動額合計 － 1,920

当期末残高 2,527,782 2,529,702

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 163,436 163,436

当期末残高 163,436 163,436

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 3,700,000 3,700,000

当期変動額   

別途積立金の取崩 － △300,000

当期変動額合計 － △300,000

当期末残高 3,700,000 3,400,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,471,651 △63,938

当期変動額   

別途積立金の取崩 － 300,000

剰余金の配当 △226,159 △226,157

当期純利益又は当期純損失（△） △1,309,430 1,034,790

当期変動額合計 △1,535,589 1,108,632

当期末残高 △63,938 1,044,693

利益剰余金合計   

前期末残高 5,335,087 3,799,497

当期変動額   

剰余金の配当 △226,159 △226,157

当期純利益又は当期純損失（△） △1,309,430 1,034,790

当期変動額合計 △1,535,589 808,632

当期末残高 3,799,497 4,608,130



（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 △6,641 △6,722

当期変動額   

自己株式の取得 △80 △1,960,798

自己株式の処分 － 1,248,055

当期変動額合計 △80 △712,742

当期末残高 △6,722 △719,464

株主資本合計   

前期末残高 9,548,938 8,013,268

当期変動額   

剰余金の配当 △226,159 △226,157

当期純利益又は当期純損失（△） △1,309,430 1,034,790

自己株式の取得 △80 △1,960,798

自己株式の処分 － 1,249,976

当期変動額合計 △1,535,670 97,810

当期末残高 8,013,268 8,111,078

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △145,078 △124,444

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 20,633 10,798

当期変動額合計 20,633 10,798

当期末残高 △124,444 △113,646




