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1.  22年5月期の業績（平成21年6月1日～平成22年5月31日） 

 

(2) 財政状態 

（注）21年５月期の１株当たり純資産につきましては、平成22年１月20日付で実施した株式分割を考慮しておりません。詳しくは、３ページ「（参考）株式分割
に伴う１株当たり数値の遡及修正」をご覧下さい。 

(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5月期 36,485 5.7 444 41.4 409 23.8 241 151.1
21年5月期 34,523 7.3 314 28.3 330 33.9 96 15.6

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5月期 49.32 48.39 15.2 3.0 1.2
21年5月期 473.64 ― 9.0 2.7 0.9

（参考） 持分法投資損益 22年5月期  ―百万円 21年5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5月期 14,473 1,948 13.5 334.86
21年5月期 13,158 1,219 9.3 5,281.12

（参考） 自己資本   22年5月期  1,948百万円 21年5月期  1,219百万円

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5月期 453 △1,012 690 661
21年5月期 498 △2,078 1,590 528

2.  配当の状況 

（注）21年５月期の１株当たり配当金につきましては、平成22年１月20日付で実施した株式分割を考慮しておりません。詳しくは、３ページ「（参考）株式分割
に伴う１株当たり数値の遡及修正」をご覧下さい。 

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5月期 ― 0.00 ― 100.00 100.00 23 21.1 2.0
22年5月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00 58 20.3 3.3
23年5月期 

（予想）
― 5.00 ― 5.00 10.00 22.1

3.  23年5月期の業績予想（平成22年6月1日～平成23年5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）

 

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

19,460 11.5 144 57.0 123 21.3 43 △7.3 7.45

通期 39,712 8.8 571 28.4 530 29.4 263 9.3 45.34



4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

（注）詳細は、16ページ「重要な会計方針」をご覧ください。 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

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5月期 5,820,000株 21年5月期 202,000株
② 期末自己株式数 22年5月期  ―株 21年5月期  ―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、本資料の発表日現在における将来の前提に基づいており、今後の様々な要因によって予想数値と異なることがあります。 



（参考）株式分割に伴う1株当たり数値の遡及修正 

 当社は、平成22年1月20日付で普通株式1株につき20株の株式分割を行っております。当該株式分割が前事業年度の

開始日に行われたと仮定した場合の、平成21年5月期における1株当たりの情報は以下のとおりであります。 

  

  

  

  １株当たり純資産 

  円 銭 

21年５月期   264.06 

  １株当たり配当金 

（基準日）  第１四半期末  第２四半期末 第３四半期末 期末 年間  

   円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年５月期  －  0.00  －  5.00 5.00 



(1）経営成績に関する分析 

  当事業年度におけるわが国経済は、一部製造業の海外輸出の持ち直しから、生産量が回復し、緩やかながら回復の

兆しが見えてまいりました。しかしながら、依然として雇用環境は厳しく、個人消費の冷え込みが続く状況となって

おります。先行きの経済状況につきましても、景気の持ち直しが期待されるものの、欧州を中心とした海外景気の下

ぶれ懸念、金融市場の変動など、景気を下押しするリスクの存在が懸念され、自律的かつ力強く日本経済が回復する

までには、しばらく時間を要するものと思われます。 

  当業界におきましては、消費者の節約志向から外食利用が手控えられ、また、その低価格志向も一層強まる傾向に

あります。この結果、当社の販売先である外食産業は、全般的に伸び悩みが続き、当社の販売拡大にとって、大変厳

しい経営環境が継続していると認識しております。 

  このような環境のなか、当社は、大手外食チェーン・ホテル等を販売先とする「外商事業」及びキャッシュアンド

キャリー形式による小規模飲食事業者・一般消費者を販売先とする「アミカ事業」を２つの販売チャネルとして、両

事業の相乗効果を高めつつ、積極的に事業を推進してまいりました。 

  外商事業におきましては、大手食品卸各社が重視している巨大市場である関東地区において、青葉営業所を中心と

して物流機能を強化し、新規顧客の獲得などにより、売上高の増加を図りました。アミカ事業におきましては、当社

の利益成長の柱であり、平成21年６月に名古屋市内に出店した中村井深店にあるように、東海地区におけるドミナン

ト化を進めております。今後も、出店を継続する方針であり、特に東海地区における新規出店計画を進めておりま

す。 

 また、一方において、安全・安心・高品質を基本方針とし、引き続き自社ブランドを強化するため、製造委託先工

場に当社スタッフを派遣するなどして品質管理を徹底し、採算のよいプライベートブランド商品比率を向上させてお

ります。さらに、平成22年３月９日におけるジャスダック証券取引所への株式上場を契機に、よりよい人材を確保

し、食に関するプロを育成することにより、一層強固な営業体制を確立してまいります。 

 この結果、当事業年度の売上高は364億85百万円（前期比5.7％増）となりました。出店等により販売費及び一般管

理費は増加いたしましたが、売上高の増加などにより売上総利益が増加したことにより、営業利益は４億44百万円

（前期比41.4％増）、経常利益は４億９百万円（前期比23.8％増）、当期純利益は２億41百万円（前期比151.1％

増）となりました。 

  

 次期の見通しにつきましては、外商事業における新規顧客の獲得やアミカ事業における４店舗の新規出店等により

事業の拡大を計画し、売上高397億12百万円、営業利益５億71百万円、経常利益５億30百万円、当期純利益２億63百

万円を予想しております。また、第２四半期累計期間につきましては、売上高194億60百万円、営業利益１億44百万

円、経常利益１億23百万円、当期純利益43百万円を予想しております。  

  

 (2）財政状態に関する分析 

① 資産・負債及び純資産の状況 

当事業年度末の資産につきましては、前事業年度末と比較して現金及び預金が１億33百万円増加し、売掛金が２

億47百万円増加し、商品が２億42百万円増加したこと等により、流動資産は全体で７億19百万円増加し、65億73百

万円となりました。一方固定資産は、建設仮勘定が４億12百万円増加し、投資有価証券が２億31百万円増加したこ

と等により、全体で５億95百万円増加し、79億円となりました。その結果、資産総額は、前事業年度末と比べて13

億14百万円増加し、144億73百万円となりました。 

 負債につきましては、前事業年度末と比較して短期借入金が５億80百万円減少したものの、買掛金が２億55百万

円増加し、１年内返済予定の長期借入金が２億98百万円増加したこと等により、流動負債が全体で５百万円増加

し、85億55百万円となりました。一方固定負債は、長期借入金が５億64百万円増加したこと等により、全体で５億

80百万円増加し、39億69百万円となりました。その結果、負債総額は前事業年度末と比べて５億85百万円増加し、

125億24百万円となりました。 

    純資産につきましては、前事業年度末と比較して新株発行により資本金及び資本剰余金がそれぞれ２億32百万円

増加し、また、利益剰余金が２億18百万円増加したこと等により、全体で７億28百万円増加し、19億48百万円とな

りました。 

  

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、前事業年度末に比べ１億32百万円増加し

て６億61百万円となりました。  

 当事業年度における各キャッシュ・フローの状況は以下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、前事業年度に比べ44百万円減少して、４億53百万円となりました。これは、売

１．経営成績



上高の増加に伴う売上債権の増加２億48百万円（前事業年度比１億39百万円増加）、たな卸資産の増加２億48百万

円（前事業年度比２億29百万円増加）などがあったものの、仕入債務の増加２億55百万円（前事業年度比２億53百

万円増加）などによる収入の増加及び減価償却費４億65百万円（前事業年度比96百万円増加）が計上されたためで

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、前事業年度に比べ10億66百万円減少して、10億12百万円となりました。これ

は、店舗出店等による有形固定資産の取得７億21百万円（前事業年度比９億23百万円減少）、投資有価証券の取得

１億53百万円（前事業年度比３億６百万円減少）などの支出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） 

 財務活動の結果得られた資金は、前事業年度に比べ８億99百万円減少して、６億90百万円となりました。これ

は、短期借入金の純減額５億80百万円（前事業年度比４億80百万円減少）、長期借入金の返済11億37百万円（前事

業年度比84百万円減少）などによる支出があったものの、長期借入金20億円（前事業年度比11億円減少）、株式の

発行４億59百万円（前事業年度比２億26百万円増加）などによる収入が増加したためであります。 

  

(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／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：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。 

（注２）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

（注３）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全ての負債を対象としておりま 

    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、株主に対する利益還元を経営の重要課題と考え、中長期的な企業価値の増大が利益還元の最大の源泉にな

るものと考えております。配当政策につきましては、将来の企業価値の増大に向けた事業展開のための内部留保を図

るとともに、当社の財務状況、収益動向及び配当性向等を総合的に判断しつつ、継続的かつ安定的な配当を行うこと

を基本的な方針としております。 

 平成22年５月期に係る配当につきましては、上記の方針に基づき１株当たりの期末配当金10円を予定しておりま

す。これにより、当期の年間配当金は１株当たり10円となる予定です。 

 また、次期の１株当たり配当金につきましては、中間配当金５円、期末配当金５円の年間10円を予定しておりま

す。 

 内部留保資金の使途につきましては、新店舗への投資、人材確保・育成投資、及び物流・販売拠点整備投資並びに

経営管理機構の強化等中長期的な企業価値の増大を図るための先行投資に投入していくこととしております。  

   

   平成20年５月期  平成21年５月期  平成22年５月期 

自己資本比率（％）   8.1  9.3  13.5

時価ベースの自己資本比率（％）   －  －  14.2

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年）  85.4  14.9  17.0

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  1.2  7.6  7.8



 当社は、大手外食チェーン、ホテル、レストラン及び事業所給食等の多様な外食産業等に対して、直接販売を中心と

した卸売業を行う外商事業と小規模外食業者及び一般消費者に対して、現金で販売し商品をお客様自身に持ち帰ってい

ただくキャッシュアンドキャリー形式による小売業を行うアミカ事業の２つの事業において、業務用食品等を販売して

おります。  

 外商事業につきましては、東海地区を中心に関東地区から関西地区までを９つの支店・営業所・物流センターでカバ

ーし、主にホテル・レストラン等で使用される食品から給食・弁当・惣菜等に使用される食品の卸売を行っておりま

す。 

 アミカ事業につきましては、小規模外食業者及び一般消費者に対して、現金で販売し商品をお客様自身に持ち帰って

いただくキャッシュアンドキャリー形式による直営店舗「アミカ」を、愛知・岐阜を中心に三重・静岡・滋賀の５県に

30店舗展開しております。 

   

      事業系統図は次のとおりであります。  

 
  

２．企業集団の状況



(1）会社の経営の基本方針 

当社は、業務用食品商社として、「食」「豊かさ」の本質を追究し、お客様、社員の幸福、豊かな社会の実現に貢

献するという基本理念を掲げております。外商事業及びアミカ事業を通じまして、あらゆる食シーンに業務用食材等

の販売、情報の提供及び提案を進めることにより事業を拡大してまいりました。 

   当社の基本方針は、①お客様、お取引先との信頼関係をより深めていくこと、②社内環境の整備と合理化・効率

化を図っていくこと、③食に関するプロとしての責任と誇りを持ち、社会に奉仕することであります。 

   この基本方針に基づき、多様化するお客様のニーズにお応えすることにより、市場の深耕を図り、一層の経営基

盤の強化と業績の向上に努めてまいります。 

企業価値の向上を目指し、お客様、従業員、株主・投資家、お取引先、地域社会などのステークホルダーに対す

る社会的責任を果たしていくことをお約束いたします。 

   

(2）目標とする経営指標 

当社は、売上高経常利益率を主な経営指標とし、その目標を３％以上としております。 

   会社本来の営業活動から生じた営業利益に、営業外の金融収支が加わった経常利益の売上高に対する比率を指標と

することにより、継続的な収益力の改善効果を測定し、経営判断を行うことが重要であると考えております。 

   目標達成に向け、収益性の高いアミカ事業の売上高比率を高めることや、仕入・販売の諸施策、ロスの削減による

粗利益率の向上、業務の効率性の追求による販管比率の低下を追求しております。  

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

当社では、平成23年５月期（第61期）から平成25年５月期（第63期）における中期経営計画において以下の項目を 

経営戦略として策定し、全社を挙げて取り組んでおります。 

① 収益性の強化 

  収益性の強化につきましては、プライベートブランド商品の販売強化と物流業務の強化が、最重要であると考え

ております。 

  外商事業におきましては、食のプロとしてすべてのお客様へ提案と情報を提供することを基本として営業を行っ

てまいります。物流面につきましては、食の「安全・安心」を提供することを基本として、マニュアルの整備によ

る業務の標準化、システム化による業務の効率化及び配送効率の見直しを進めてまいります。また、新規顧客・市

場の開拓において物流機能の強化が必要であると考え、物流拠点の新設及び既存施設の増強を行ってまいります。

  購買本部におきましても、外商事業・アミカ事業のシナジー効果を生かした仕入業務と信頼できる仕入先の選

択、仕入価格の見直し及びプライベートブランド商品の開発強化に注力することにより、収益性の強化に努めてま

いります。 

② 戦略的な店舗展開 

  戦略的な店舗展開につきましては、東海地区における一層のドミナント化が必要であると考えております。 

  アミカ事業におきましては、本部物流施設の増強を行い、43店舗体制を目指して準備を進めてまいります。店舗

展開のスピードに応じた本部機能の強化、社員の育成、業務の標準化及び効率化に努めてまいります。 

 店舗展開を進めるにあたりましては、店舗開発部門が重要であると考えており、組織や要員の強化を順次進めて

まいります。 

③ 人材の育成 

  社員教育の充実につきましては、すべての取り組みにおいて推進力となるのは人材であるとの考えに基づき、従

来からの現場教育だけでなく、全社的な社員教育として階層別の研修の実施及び業務フロー・各種マニュアル等の

整備を行ってまいります。また、企業として「豊かな社会の実現に貢献する」ために、コンプライアンス経営が重

要であるとの考えから、コンプライアンス体制の整備、法令及び定款の遵守を徹底するための教育・研修の充実を

図ってまいります。 

   

３．経営方針



(4）会社の対処すべき課題 

当社を取り巻く環境は、消費者の節約志向から外食利用が手控えられ、また、その低価格志向も一層強まる傾向

にあります。この結果、当社の販売先である外食産業は、全般的に伸び悩みが続き、当社の販売拡大にとって、大

変厳しい経営環境が継続していると認識しております。 

  

  ① 全社に共通した課題  

 全社の課題として、人材や商品力で他社と差別化することが重要であると考えております。 

   人材による差別化とは、多様化するお客様のニーズに的確に応え、満足していただける人材を育成することであ

ります。食材ガイドブックを作成し、商品知識を深めるなど、外商事業、アミカ事業それぞれの販売方法に合わせ

た社員のスキルアップと細かなデータの活用との相乗効果で激変する市場環境を乗り切るための提案力を磨いてま

いります。本社におきましても、研修等を通じて会社方針の統一を図り、人材育成を行ってまいります。  

  もう１つの差別化は商品力であり、価格・品質・健康志向・高齢者向けなど他社との差別化を図ることができる

プライベートブランド商品等を開発する必要があると考えております。購買本部を中心に開発に取り組み、市場シ

ェアの拡大を図ってまいります。 

   

 ② 外商事業の課題  

 外食産業は、Ｍ＆Ａに伴う大手チェーン店のシェアが高まると予想され、ターゲットを大手チェーンとする場合

と中小とする場合では、ニーズが異なるため、ターゲットに即した対応が必要であると考えております。  

 東海地区では、大手各社の進出により、より一層、競争が激しくなる可能性があると考えております。これまで

以上に既存の顧客ニーズを把握し、深耕を図るために、情報を収集し共有できる体制の整備とそれを活用できる組

織的な営業体制の構築が必要となってまいります。また、東海地区の中でも都心部名古屋の営業強化と大手各社が

重視している関東地区の巨大な市場において、ターゲットを絞った取組みが必要になると考えております。 

  

    ③ アミカ事業の課題  

 東海地区では現状では比較的競争は少ない状況にありますが、今後は、他社の進出も予想されます。したがっ

て、出店スピードをより速め、当該地区における一層のドミナント化を進める必要があると考えております。ま

た、関東地区への出店を見据えた物流の構築と顧客サービスを重視した当社の直営店舗展開を推進する人材の育成

を進めてまいります。 

  

 ④ 食品安全に関する課題 

食品に対する安全・安心がより強く求められております。 

  プライベートブランド商品の製造委託工場におきまして、衛生管理体制、品質管理体制など品質管理の強化を図

ってまいりました。また、賞味期限管理につきましても、商品管理の徹底により期限切れの商品の販売防止を図っ

てまいりました。今後におきましても、製造委託工場のチェック担当者の品質管理に対する知識を深めるために研

修等を実施し、また期限切れ管理など品質管理システムを一層強化することで、安全・安心を追求して消費者の皆

様に十分な信頼を頂けるよう努めてまいります。 

  



４．財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年５月31日) 

当事業年度 
(平成22年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 961,515 1,095,406

受取手形 ※3  9,681 11,063

売掛金 2,909,940 3,157,339

有価証券 2,460 850

商品 1,520,883 1,763,151

前払費用 67,895 99,025

繰延税金資産 138,151 105,549

未収入金 197,608 237,337

その他 100,704 154,977

貸倒引当金 △54,972 △51,210

流動資産合計 5,853,866 6,573,491

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） ※1, ※2  3,531,300 ※1, ※2  3,521,003

構築物（純額） ※2  255,967 ※2  226,692

機械及び装置（純額） ※2  236,478 ※2  201,784

工具、器具及び備品（純額） ※2  229,339 ※2  184,426

土地 ※1  306,355 ※1  306,355

リース資産（純額） ※2  56,015 ※2  131,063

建設仮勘定 182,260 595,095

有形固定資産合計 4,797,717 5,166,421

無形固定資産   

商標権 1,274 1,101

ソフトウエア 22,391 24,840

その他 4,729 5,284

無形固定資産合計 28,395 31,225

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  1,251,620 ※1  1,482,898

出資金 5,640 5,640

破産更生債権等 91,482 46,587

長期前払費用 114,710 110,917

繰延税金資産 141,439 92,338

建設協力金 415,040 386,310

敷金及び保証金 497,911 536,046

その他 64,993 100,240

貸倒引当金 △103,952 △58,407

投資その他の資産合計 2,478,885 2,702,571

固定資産合計 7,304,999 7,900,218

資産合計 13,158,866 14,473,710



（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年５月31日) 

当事業年度 
(平成22年５月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,357,875 3,613,323

短期借入金 3,300,000 2,720,000

1年内返済予定の長期借入金 ※1  1,037,880 ※1  1,336,152

リース債務 1,134 1,147

未払金 445,891 494,139

未払費用 41,384 23,166

未払法人税等 110,044 108,525

賞与引当金 192,002 136,668

ポイント引当金 15,080 20,602

デリバティブ債務 13,873 －

その他 34,827 101,498

流動負債合計 8,549,994 8,555,222

固定負債   

社債 100,000 100,000

長期借入金 ※1  2,966,370 ※1  3,530,782

リース債務 6,186 5,039

退職給付引当金 121,140 140,479

役員退職慰労引当金 158,071 179,231

その他 37,164 14,090

固定負債合計 3,388,932 3,969,623

負債合計 11,938,927 12,524,845

純資産の部   

株主資本   

資本金 213,000 445,800

資本剰余金   

資本準備金 117,000 349,800

資本剰余金合計 117,000 349,800

利益剰余金   

利益準備金 70,000 70,000

その他利益剰余金   

別途積立金 300,000 300,000

繰越利益剰余金 505,350 723,732

利益剰余金合計 875,350 1,093,732

株主資本合計 1,205,350 1,889,332

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 14,588 59,531

評価・換算差額等合計 14,588 59,531

純資産合計 1,219,939 1,948,864

負債純資産合計 13,158,866 14,473,710



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成22年５月31日) 

売上高 34,523,117 36,485,201

売上原価   

商品期首たな卸高 1,501,599 1,520,883

当期商品仕入高 27,626,168 29,322,399

合計 29,127,768 30,843,283

商品期末たな卸高 1,520,883 1,763,151

商品売上原価 27,606,884 29,080,131

売上総利益 6,916,232 7,405,070

販売費及び一般管理費 ※1  6,601,721 ※1  6,960,342

営業利益 314,511 444,728

営業外収益   

受取利息 15,923 16,134

受取配当金 3,282 8,640

受取賃貸料 23,431 22,472

デリバティブ評価益 45,280 13,873

その他 20,097 19,523

営業外収益合計 108,014 80,644

営業外費用   

支払利息 62,599 56,653

社債利息 3,178 1,240

貸倒引当金繰入額 1,819 300

賃貸費用 19,291 19,291

株式公開費用 － 27,489

その他 4,859 10,837

営業外費用合計 91,748 115,811

経常利益 330,778 409,561

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 4,999

保険解約返戻金 － 61,392

特別利益合計 － 66,391

特別損失   

前期損益修正損 － ※3  5,012

固定資産除売却損 ※2  13,466 ※2  11,816

投資有価証券売却損 88,377 －

投資有価証券評価損 12,213 －

会員権売却損 － 1,369

特別損失合計 114,057 18,198

税引前当期純利益 216,720 457,754

法人税、住民税及び事業税 134,738 167,285

法人税等調整額 △14,169 48,986

法人税等合計 120,568 216,271

当期純利益 96,152 241,482



（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６月１日 
 至 平成21年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成22年５月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 96,000 213,000

当期変動額   

新株の発行 117,000 232,800

当期変動額合計 117,000 232,800

当期末残高 213,000 445,800

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 － 117,000

当期変動額   

新株の発行 117,000 232,800

当期変動額合計 117,000 232,800

当期末残高 117,000 349,800

資本剰余金合計   

前期末残高 － 117,000

当期変動額   

新株の発行 117,000 232,800

当期変動額合計 117,000 232,800

当期末残高 117,000 349,800

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 70,000 70,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 70,000 70,000

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 300,000 300,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 300,000 300,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 428,398 505,350

当期変動額   

剰余金の配当 △19,200 △23,100

当期純利益 96,152 241,482

当期変動額合計 76,952 218,382

当期末残高 505,350 723,732

利益剰余金合計   

前期末残高 798,398 875,350

当期変動額   

剰余金の配当 △19,200 △23,100

当期純利益 96,152 241,482

当期変動額合計 76,952 218,382

当期末残高 875,350 1,093,732



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成22年５月31日) 

株主資本合計   

前期末残高 894,398 1,205,350

当期変動額   

新株の発行 234,000 465,600

剰余金の配当 △19,200 △23,100

当期純利益 96,152 241,482

当期変動額合計 310,952 683,982

当期末残高 1,205,350 1,889,332

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 19,227 14,588

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,639 44,943

当期変動額合計 △4,639 44,943

当期末残高 14,588 59,531

評価・換算差額等合計   

前期末残高 19,227 14,588

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,639 44,943

当期変動額合計 △4,639 44,943

当期末残高 14,588 59,531

純資産合計   

前期末残高 913,626 1,219,939

当期変動額   

新株の発行 234,000 465,600

剰余金の配当 △19,200 △23,100

当期純利益 96,152 241,482

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,639 44,943

当期変動額合計 306,312 728,925

当期末残高 1,219,939 1,948,864



（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６月１日 
 至 平成21年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成22年５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 216,720 457,754

減価償却費 369,013 465,165

貸倒引当金の増減額（△は減少） 43,463 △48,358

賞与引当金の増減額（△は減少） 11,933 △55,334

ポイント引当金の増減額（△は減少） 4,194 5,521

退職給付引当金の増減額（△は減少） 15,892 19,339

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 23,376 21,160

受取利息及び受取配当金 △19,205 △24,774

支払利息及び社債利息 65,777 57,893

デリバティブ評価損益（△は益） △45,280 △13,873

株式公開費用 － 27,489

固定資産除売却損益（△は益） 13,466 11,816

投資有価証券売却損益（△は益） 88,377 －

投資有価証券評価損益（△は益） 12,213 －

保険返戻金 － △61,392

売上債権の増減額（△は増加） △109,175 △248,781

たな卸資産の増減額（△は増加） △19,284 △248,344

未収入金の増減額（△は増加） △18,286 △39,729

仕入債務の増減額（△は減少） 1,753 255,448

未払金の増減額（△は減少） 107,577 △15,255

その他の流動資産の増減額（△は増加） △74,720 △79,251

未払消費税等の増減額（△は減少） － 82,908

その他 △43,946 22,610

小計 643,863 592,013

利息及び配当金の受取額 10,790 15,797

利息の支払額 △66,425 △57,754

保険金の受取額 － 61,392

法人税等の支払額 △90,105 △157,652

営業活動によるキャッシュ・フロー 498,122 453,795



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成22年５月31日) 

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 △525,000 △435,000

定期預金の払戻による収入 565,000 435,000

有形固定資産の取得による支出 △1,644,596 △721,036

無形固定資産の取得による支出 △10,924 △12,469

投資有価証券の取得による支出 △460,032 △153,336

投資有価証券の売却による収入 116,226 －

建設協力金の支払による支出 △42,309 △80,000

敷金及び保証金の差入による支出 △72,137 △36,786

敷金及び保証金の回収による収入 1,401 －

その他 △6,386 △8,549

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,078,758 △1,012,178

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） △100,000 △580,000

長期借入れによる収入 3,100,000 2,000,000

長期借入金の返済による支出 △1,221,479 △1,137,316

社債の発行による収入 98,600 －

社債の償還による支出 △500,000 －

リース債務の返済による支出 △828 △1,134

株式の発行による収入 232,941 459,731

株式の発行による支出 － △27,489

配当金の支払額 △19,200 △23,100

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,590,033 690,691

現金及び現金同等物に係る換算差額 △58 △27

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 9,339 132,280

現金及び現金同等物の期首残高 519,635 528,975

現金及び現金同等物の期末残高 ※  528,975 ※  661,256



 該当事項はありません。  

  

  

  

継続企業の前提に関する注記

重要な会計方針

項目 
前事業年度 

(自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年６月１日 
至 平成22年５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 

 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） 

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 

時価のないもの 

同左 

２．デリバティブの評価基準及

び評価方法 

デリバティブ 

時価法 

デリバティブ 

同左 

３．たな卸資産の評価基準及び

評価方法 

商品 

 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

切下げの方法により算定） 

商品 

 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

切下げの方法により算定） 

  （会計方針の変更） 

 通常の販売目的で保有するたな卸資

産については、従来、総平均法による

原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。 

 これにより、当事業年度の営業利

益、経常利益及び税引前当期純利益

は、それぞれ12,853千円減少しており

ます。 

  



  

項目 
前事業年度 

(自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年６月１日 
至 平成22年５月31日) 

４．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 

 ただし、平成10年４月１日以降に取

得した建物（附属設備を除く）につい

ては、定額法 

 なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。 

建物        ３～38年 

構築物       10～20年 

機械及び装置    ９～17年 

工具、器具及び備品 ３～20年 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法 

 ただし、平成10年４月１日以降に取

得した建物（附属設備を除く）につい

ては、定額法 

 なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。 

建物        ３～38年 

構築物       10～20年 

機械及び装置    ９～17年 

工具、器具及び備品 ３～20年 

  （追加情報） 

 当事業年度より、平成20年度法人税

法の改正に伴い、資産の利用状況等を

勘案した結果、有形固定資産のうち機

械及び装置に係る耐用年数について、

従来の13～17年から、９～17年に変更

しております。これにより、当事業年

度の営業利益、経常利益及び税引前当

期純利益は、それぞれ8,237千円減少

しております。 

  

  (2）無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法 

 なお、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）に基づいております。 

(2）無形固定資産（リース資産を除く） 

同左  



項目 
前事業年度 

(自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年６月１日 
至 平成22年５月31日) 

  (3）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５月31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）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５月31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。 

  （会計方針の変更） 

 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。 

 これによる損益に与える影響は軽微

であります。 

 なお、リース取引開始日が平成20年

５月31日以前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

た会計処理を適用しております。  

  

５. 繰延資産の処理方法  (1）株式交付費 

 支出時に全額費用として処理してお

ります。 

(1）株式交付費 

同左 

  (2）社債発行費 

 支出時に全額費用として処理してお

ります。 

―――――― 

  

６．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 債権の貸倒れ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検討し、回

収不能見込額を計上しております。 

(1）貸倒引当金 

同左 

  (2）賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備えるため、

支給見込額に基づき計上しておりま

す。 

(2）賞与引当金 

同左 

  (3）ポイント引当金 

 顧客へ付与したポイントサービスの

利用による費用負担に備えるため、利

用実績に基づき、将来利用されると見

込まれるポイントに対する所要額を見

積計上しております。 

(3）ポイント引当金 

同左 



  

項目 
前事業年度 

(自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年６月１日 
至 平成22年５月31日) 

  (4）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度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。 

(4）退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度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。 

    

  

（会計方針の変更） 

 当事業年度より、「「退職給付に係

る会計基準」の一部改正（その３）」

（企業会計基準第19号 平成20年７月

31日）を適用しております。 

  なお、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。 

  (5）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に備えるた

め、役員退職慰労金規程に基づく期末

要支給見込額を計上しております。 

(5）役員退職慰労引当金 

同左 

７．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か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 

８．その他財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

消費税等の処理方法 

 税抜方式によっております。 

消費税等の処理方法 

同左 



   

  

表示方法の変更

前事業年度 
(自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年６月１日 
至 平成22年５月31日) 

（キャッシュ・フロー計算書） 

 営業活動によるキャッシュ・フローの「その他の流動

資産の増減額」は、前事業年度は「その他」に含めて表

示しておりましたが、金額的重要性が増したため区分掲

記しております。 

 なお、前事業年度の「その他」に含まれている「その

他の流動資産の増減額」は35,132千円であります。 

（キャッシュ・フロー計算書） 

 営業活動によるキャッシュ・フローの「未払消費税等

の増減額」は、前事業年度は「その他」に含めて表示し

ておりましたが、金額的重要性が増したため区分掲記し

ております。 

 なお、前事業年度の「その他」に含まれている「未払

消費税等の増減額」は△31,486千円であります。 

追加情報

前事業年度 
(自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年６月１日 
至 平成22年５月31日) 

（外形標準課税の適用） 

 当事業年度より、資本金が１億円を超えたことから、

「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上

の表示についての実務上の取扱い」（企業会計基準委員

会実務対応報告第12号 平成16年２月13日）を適用し、

法人事業税の付加価値割及び資本割については、販売費

及び一般管理費に計上しております。この結果、当事業

年度の販売費及び一般管理費が16,712千円増加し、営業

利益、経常利益及び税引前当期純利益が、同額減少して

おります。 

（ポイント引当金） 

 現行のポイント制度導入から３年以上経過し、利用実

績率を合理的に見積もることが可能になったことから、

当事業年度より、利用実績率を加味してポイント引当金

を計上する方法に変更いたしました。この結果、当事業

年度の販売費及び一般管理費が1,311千円減少し、営業利

益、経常利益及び税引前当期純利益が、同額増加してお

ります。 

―――――― 

  

  

  

  

  

  

  

  

―――――― 



  

注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成21年５月31日） 

当事業年度 
（平成22年５月31日） 

※１ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産 

※１ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産 

建物 269,488千円

土地 236,964   

投資有価証券 122,935   

 合計 629,388   

         

上記に対応する債務        

１年内返済予定 

の長期借入金 
897,600千円

長期借入金 2,559,000   

 合計 3,456,600   

  

建物 241,364千円

土地 224,100   

投資有価証券 568,632   

 合計 1,034,096   

         

上記に対応する債務        

１年内返済予定 

の長期借入金 
1,155,792千円

長期借入金 3,123,612   

 合計 4,279,404   

※２ 有形固定資産の減価償却累計額 ※２ 有形固定資産の減価償却累計額 

建物 1,503,612千円

構築物 267,349   

機械及び装置 270,219   

工具、器具及び備品 441,489   

リース資産  1,735   

 合計 2,484,407   

  

建物 1,729,313千円

構築物 316,538   

機械及び装置 324,013   

工具、器具及び備品 562,778   

リース資産  6,688   

 合計 2,939,332   

※３ 期末日満期手形 

期末日満期手形の会計処理については、当事業年

度の末日は金融機関の休日でしたが、満期日に決済

が行われたものとして処理しております。期末日満

期手形の金額は次のとおりであります。 

―――――― 

  
受取手形 1,081千円   

  



  

（損益計算書関係）

前事業年度 
(自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年６月１日 
至 平成22年５月31日) 

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は ％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は ％でありま

す。 

   主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

30

70

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は ％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は ％でありま

す。 

   主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

32

68

  

役員報酬 194,620千円

給料手当 2,029,400   

賞与 174,736   

賞与引当金繰入額 192,002   

退職給付費用 24,270   

役員退職慰労引当金繰入額 23,376   

法定福利費 320,665   

水道光熱費 408,385   

減価償却費 369,013   

リース料  288,896   

運搬費 793,683   

地代家賃 656,971   

ポイント引当金繰入額 15,080   

貸倒引当金繰入額 44,086   

役員報酬 184,212千円

給料手当 2,148,694   

賞与 136,959   

賞与引当金繰入額 136,668   

退職給付費用 27,488   

役員退職慰労引当金繰入額 21,160   

法定福利費 311,942   

水道光熱費 406,590   

減価償却費 465,165   

リース料  236,236   

運搬費 1,055,722   

地代家賃 723,671   

ポイント引当金繰入額 20,602   

         

※２ 固定資産除売却損の内訳 ※２ 固定資産除売却損の内訳 

  

工具、器具及び備品 7,209千円

撤去費用 3,555   

その他 2,701   

合計 13,466   

撤去費用 11,816千円

 ―――――― ※３ 前期損益修正損の内容 

  

過年度水道光熱費 5,012千円 



前事業年度（自平成20年６月１日 至平成21年５月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

（注） 平成21年２月18日を払込期日として、普通株式10,000株（発行価額6,000円/株）、第一種種類株式29,000株

（発行価額6,000円/株）の第三者割当増資（合計234,000千円）を実施しております。 

  

２．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

  

(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

   

（株主資本等変動計算書関係）

 株式の種類 
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  192,000  10,000  －  202,000

第一種種類株式  －  29,000  －  29,000

合計   192,000  39,000  －  231,000

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８月26日 

定時株主総会 
普通株式  19,200  100 平成20年５月31日 平成20年８月27日 

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８月26日 

定時株主総会 
普通株式  20,200 利益剰余金  100 平成21年５月31日 平成21年８月27日

平成21年８月26日 

定時株主総会 
第一種種類株式  2,900 利益剰余金  100 平成21年５月31日 平成21年８月27日



当事業年度（自平成21年６月１日 至平成22年５月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

（注）１．普通株式の発行済株式の増加5,618,000株は、第一種種類株式の普通株式への転換による増加29,000株、株

式分割（１：20）による増加4,389,000株、公募による新株式発行による増加1,200,000株であります。 

   ２．第一種種類株式の発行済株式の減少29,000株は、普通株式への転換による減少であります。 

  

２．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

  

(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

  次のとおり、決議を予定しております。  

  

 株式の種類 
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    （注）１  202,000  5,618,000  －  5,820,000

第一種種類株式（注）２  29,000  －  29,000  －

合計   231,000  5,618,000  29,000  5,820,000

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８月26日 

定時株主総会 
普通株式  20,200  100 平成21年５月31日 平成21年８月27日 

平成21年８月26日 

定時株主総会 
第一種種類株式  2,900  100 平成21年５月31日 平成21年８月27日 

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22年８月25日 

定時株主総会 
普通株式  58,200 利益剰余金  10 平成22年５月31日 平成22年８月26日



  

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度 
(自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年６月１日 
至 平成22年５月31日) 

※ 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 961,515千円

預入期間が３か月を超える 

定期預金 
△435,000   

取得日から３か月以内に償 

還期限の到来する短期投資 

(有価証券) 

2,460   

現金及び現金同等物 528,975   

現金及び預金勘定 1,095,406千円

預入期間が３か月を超える 

定期預金 
△435,000   

取得日から３か月以内に償 

還期限の到来する短期投資 

(有価証券) 

850   

現金及び現金同等物 661,256   



  

（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

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の算定上の基礎は、以下のとおりでありま

す。 

  

（１株当たり情報）

前事業年度 
(自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年６月１日 
至 平成22年５月31日) 

１株当たり純資産額 円 銭 5,281 12

１株当たり当期純利益 円 銭 473 64

１株当たり純資産額 円 銭 334 86

１株当たり当期純利益 円 銭 49 32

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できな

いため記載しておりません。 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 円 銭 48 39

  
前事業年度末 

(平成21年５月31日) 
当事業年度末 

(平成22年５月31日) 

純資産の部の合計額（千円）  1,219,939   1,948,864

純資産の部の合計額から控除する金額  

（千円） 
 －   －

普通株式に係る期末の純資産額 

（千円） 
 1,219,939   1,948,864

１株当たり純資産額の算定に用いられた

期末の普通株式の数（株） 
 231,000   5,820,000

  
前事業年度 

(自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年６月１日 
至 平成22年５月31日) 

１株当たり当期純利益           

当期純利益（千円）  96,152  241,482

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）  96,152  241,482

普通株式の期中平均株式数（株）  203,005  4,896,164

（うち、普通株式）  194,821  4,616,493

（うち、第一種種類株式）  8,183  279,671

            

潜在株式調整後１株当たり当期純利益           

当期純利益調整額（千円）  －  －

普通株式増加数（株）   －  94,303

（うち、新株予約権）   －  94,303

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり当期純利益の算定に含め

なかった潜在株式の概要 

新株予約権（平成19年11月26日臨時

株主総会決議） 

第１回ストックオプション 

  個 

第２回ストックオプション  

 個 

10,950

7,730

―――――― 



３．当社は、平成22年１月20日付で株式１株につき20株の株式分割を行っております。 

  なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前事業年度における１株当たり情報については、

以下のとおりとなります。   

  

前事業年度 
(自 平成20年６月１日 至 平成21年５月31日) 

１株当たり純資産額                                                          264円06銭  

１株当たり当期純利益                                                           23円68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、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できない

ため記載しておりません。              



  

  

   リース取引、金融商品、有価証券、関連当事者との取引、税効果会計、退職給付、ストック・オプションに関する

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。 

      なお、デリバティブ取引、企業結合等、賃貸等不動産、持分法投資損益等については、該当ありません。  

  

(1）役員の異動 

 該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

  

（重要な後発事象）

前事業年度 
（自 平成20年６月１日 
至 平成21年５月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年６月１日 
至 平成22年５月31日） 

１．株式分割 

 当社は、平成21年12月28日開催の取締役会決議に基づ

き、平成22年１月20日を効力発生日として普通株式１株

につき20株の割合で株式分割を行っております。  

(1) 分割により増加する株式数 

  普通株式 4,389,000株 

(2) 分割方法 

 平成22年１月19日最終の株主名簿に記載された株主

の所有株式数を、１株につき20株の割合により分割い

たしました。 

  

 当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の 

１株当たり情報及び当期首に行われたと仮定した場合の

１株当たり情報は、それぞれ以下のとおりとなります。

―――――― 

  

前事業年度末 
（平成20年５月31日） 

当事業年度末
（平成21年５月31日） 

１株当たり純資産額 237円92銭

１株当たり当期純利益 21円67銭

１株当たり純資産額 264円06銭

１株当たり当期純利益 23円68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、当社株

式は非上場であり、期中平均株価

が把握できないため記載しており

ません。 

同左 

  

（開示の省略）

５．その他


