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1.  22年12月期の業績（平成22年1月1日～平成22年12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12月期 3,406 10.9 108 72.9 107 87.9 122 168.1
21年12月期 3,071 7.8 62 ― 57 ― 45 ―

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12月期 20,486.57 17,936.22 29.0 6.8 3.2
21年12月期 7,599.59 6,658.05 13.0 4.2 2.0
（参考） 持分法投資損益 22年12月期  ―百万円 21年12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12月期 1,764 478 27.1 79,896.90
21年12月期 1,386 368 26.6 61,557.48
（参考） 自己資本  22年12月期  482百万円 21年12月期  368百万円

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12月期 51 △66 81 152
21年12月期 87 △98 △26 85

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
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12月期 ― 0.00 ― 1,000.00 1,000.00 5 13.2 1.7
22年12月期 ― 1,000.00 ― 1,000.00 2,000.00 11 9.8 2.8
23年12月期 
（予想）

― 1,000.00 ― 1,000.00 2,000.00 25.5

3.  23年12月期の業績予想（平成23年1月1日～平成23年12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

1,775 6.3 19 △62.6 14 △71.6 14 △71.2 2,345.46

通期 3,700 8.6 61 △43.1 51 △51.8 46 △62.8 7,842.43



4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

[(注) 詳細は、14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） 

(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、31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12月期 6,380株 21年12月期 6,380株
② 期末自己株式数 22年12月期 388株 21年12月期 388株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の業績予想数値は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成されたものであり、多分に不確定の要素を含んでおります。実際の業
績等は業況の変化等今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 



当期における我が国の経済は、輸出の頭打ちや経済対策効果の一巡による剥落、円高・株安によるマ

インドの悪化もみられることから踊り場入りの感があり、エコカー補助金の打ち切りに伴う自動車生産

の減少等、景気の回復基調は腰折れし先行きの不透明感が増している状況が窺えます。        

 このような経済環境の下、当社にとって主要取引先となる建設・土木関連及び運送関連業ユーザーの

設備投資意欲は依然として低下傾向が続く厳しい状況にありますが、当社は商品仕入れに注力し、在庫

の数量や種類の増加により商品のラインナップを充実してユーザーニーズに即応した結果、国内向け車

輌販売は安定推移し、3,312,244千円の売上高となりました。 

 海外向け販売につきましては、業績全体への影響はほとんどなく国内販売に主力を投じております。

  当期における実績は、売上高3,406,971千円（前年同期比10.9%増加）、営業利益108,486千円（前年

同期比72.9%増加）、経常利益107,586千円（前年同期比87.9%増加）、当期純利益122,755千円（前年同

期比168.1%増加）となりました。 

  

①資産、負債及び純資産の状況 

（イ）資産 

流動資産は、前事業年度末に比べて、35.8％増加し、1,086,461千円となりました。これは、主と

して商品の増加によるものです。 

 固定資産は、前事業年度末に比べて、15.6％増加し、678,167千円となりました。これは、主とし

て賃貸用資産の増加によります。 

 この結果、総資産は、前事業年度末に比べて、27.2％増加し、1,764,628千円となりました。 

（ロ）負債 

流動負債は、前事業年度末に比べて、19.2％増加し、936,315千円となりました。これは、主とし

て未払金が増加したことによります。 

 固定負債は、前事業年度末に比べて、50.4％増加し、349,570千円となりました。これは、主とし

て長期借入金が増加したことによります。 

 この結果、負債合計は、前事業年度末に比べて、26.3％増加し、1,285,886千円となりました。 

（ハ）純資産 

純資産合計は、当期純利益計上に伴う繰越利益剰余金の増加により前事業年度末に比べて、29.8％

増加し、478,742千円となりました。 

  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

(2) 財政状態に関する分析
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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67,046千

円増加し、当事業年度末には、152,819千円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フロ

ーの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（イ）営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動の結果、増加した資金は51,993千円（前事業年度比35,606千円減）となりました。主な要

因としては、税引前当期純利益計上によるものであります。 

（ロ）投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動の結果、減少した資金は66,730千円（前事業年度比32,246千円増）となりました。主な要

因としては、固定資産の取得による支出48,380千円があったことによります。 

（ハ）財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動の結果、増加した資金は81,783千円（前事業年度比108,341千円増）となりました。主な

要因としては、長期借入れによる収入166,550千円があったことによります。 

  

(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、期末株価終値 × 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。 

 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。 

 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。 

 4. 利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を利用しております。 

  

平成19年12月期 平成20年12月期 平成21年12月期 平成22年12月期

自己資本比率(%) 35.4 24.6 26.6 27.1

時価ベースの自己資本比率
(%)

11.4 9.6 14.7 18.3

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率(%)

511.1 - 1,064.9 1,534.2

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ(倍)

6.6 - 4.9 2.8
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当社は、安定的な経営基盤の確保に努めるほか、株主配当につきましては、安定的な配当の継続を基

本方針としております。 

  平成22年12月期の配当につきましては、上記方針に基づき1株当たり1,000円の中間配当に加え、1株

当たり1,000円の期末配当を予定しております。 

 また、次期の配当につきましては、中間、期末ともに1株当たり1,000円を予定しております。 

  

当社の経営成績及び財務状況等に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあ

ります。なお、文中における将来に関する項目は、当期末現在において当社が判断したものであります

が、本記載は将来発生しうる全てのリスクを網羅したものではありません。 

 ①競合について 

 中古商用車市場は、市場規模が中古乗用車市場と比較しても小さく、オークション市場の出品台数や

市場参加者数も限られており、市場としては未成熟であると言えます。また、乗用車と比較して車種が

多い為査定が容易ではなく、参入障壁は比較的高いと考えておりますが、今後当該市場に有力企業が新

規参入してきた場合あるいは新規参入者が増加した場合には、商品の獲得競争及び価格競争が激化し、

当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 ②長期保有と商品評価損の発生可能性について 

 当社では、商品である車両の劣化防止及び早期の資金回収の目的で、仕入を行った車両は可能な限り

早期に売却することとしております。一方で、車両自体に特殊性が強く、早期に薄利で販売するよりも

時間をかければ十分に利益を得られると判断できる車両については、戦略的に長期保有する場合があり

ます。しかしながら、それらの車両が売却にいたらなかった場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能

性があります。 

 棚卸資産の評価基準については、前事業年度より収益性の低下による簿価切下げの方法を採用するこ

とによって、商品の評価は四半期で商品の販売価格に転嫁し、都度業績へ反映しております。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク
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 最近の有価証券報告書（平成22年3月29日提出）における「事業系統図（事業の内容）」から重要な

変更が無く、子会社及び関連会社を有していないため開示を省略します。 

  

当社は「人と環境の調和（Man Harmonize With The Environment）」を経営理念とし、事業活動を進

めてまいりました。 

 今後も、人との調和・環境との調和を図りながら、誠実・迅速なサービスを心掛け、皆様のご期待に

応えてまいります。 

  

当社は堅実性と成長性をともに重視し、更なる企業価値の向上を目指して収益基盤の強化・拡大を図

ることにより株主価値の最大化を実現すべく、積極的な事業展開を進めていく方針であります。そし

て、その事業展開において営業利益の拡大及び営業利益率の向上を目標としてまいります。 

  

当社の主力事業であります中古商用車国内販売の揺るぎない地位の確立を図る為、主要都市への拠点

設置を行い、販売先・仕入先の新規開拓に取り組んで参ります。 

 また、冷凍車レンタル事業を強化し、商品車両国内販売とのシナジー効果を高めながら更なる成長を

目指してまいります。 

  

今後のわが国経済の見通しにつきましては、世界経済の成長減速や円高により、景気の回復は遅れる

ものと予測されます。その中で、当社の属する中古商用車販売市場につきましても、中古商用車及び新

車商用車の登録台数は減少傾向が続く等、市場の環境は厳しい状況となっております。 

 このような状況の中にあって、当社は営業基盤の強化を図り、財務体質の改善を更に進め、一層の経

費節減に努めてまいる所存であります。 

  

2. 企業集団の状況

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題
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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12月31日)

当事業年度
(平成22年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 117,788 184,838

受取手形 31,046 1,729

売掛金 58,207 123,451

商品 562,129 726,349

原材料 629 3,253

仕掛品 12,857 15,494

貯蔵品 24 13

前渡金 2,767 12,075

前払費用 12,395 12,779

繰延税金資産 － 994

その他 2,422 5,536

貸倒引当金 △294 △55

流動資産合計 799,974 1,086,461

固定資産

有形固定資産

賃貸用資産 116,119 184,221

減価償却累計額 △13,384 △31,651

賃貸用資産（純額） 102,735 152,570

建物 147,242 150,156

減価償却累計額 △46,086 △51,589

建物（純額） 101,155 98,566

構築物 54,708 54,708

減価償却累計額 △29,264 △33,052

構築物（純額） 25,444 21,656

機械及び装置 9,796 9,796

減価償却累計額 △7,319 △7,732

機械及び装置（純額） 2,477 2,063

車両運搬具 24,440 36,707

減価償却累計額 △19,960 △20,931

車両運搬具（純額） 4,479 15,776

工具、器具及び備品 27,952 29,458

減価償却累計額 △14,281 △16,881

工具、器具及び備品（純額） 13,670 12,576

土地 282,164 282,164

有形固定資産合計 532,126 585,374

無形固定資産

商標権 333 277

ソフトウエア 4,819 5,980
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(単位：千円)

前事業年度
(平成21年12月31日)

当事業年度
(平成22年12月31日)

電話加入権 883 883

無形固定資産合計 6,036 7,141

投資その他の資産

投資有価証券 15,921 15,042

関係会社株式 － 9,500

出資金 30 30

従業員に対する長期貸付金 － 5,593

長期前払費用 1,725 1,995

破産更生債権等 12,808 1,011

繰延税金資産 － 14,168

敷金及び保証金 23,747 22,782

その他 6,249 16,364

貸倒引当金 △11,805 △836

投資その他の資産合計 48,676 85,651

固定資産合計 586,839 678,167

資産合計 1,386,814 1,764,628

負債の部

流動負債

買掛金 20,141 39,208

短期借入金 650,000 650,000

1年内返済予定の長期借入金 66,612 76,608

リース債務 3,754 8,695

未払金 28,978 125,159

未払法人税等 2,406 2,713

前受金 － 26,356

その他 13,565 7,574

流動負債合計 785,458 936,315

固定負債

長期借入金 222,931 314,537

リース債務 9,044 20,075

長期未払金 － 12,230

長期前受収益 527 2,727

固定負債合計 232,503 349,570

負債合計 1,017,961 1,285,886
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(単位：千円)

前事業年度
(平成21年12月31日)

当事業年度
(平成22年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 97,725 97,725

資本剰余金

資本準備金 42,125 42,125

資本剰余金合計 42,125 42,125

利益剰余金

利益準備金 1,300 1,300

その他利益剰余金

別途積立金 85,373 85,373

繰越利益剰余金 153,357 264,129

利益剰余金合計 240,030 350,802

自己株式 △9,999 △9,999

株主資本合計 369,881 480,653

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △1,029 △1,911

評価・換算差額等合計 △1,029 △1,911

純資産合計 368,852 478,742

負債純資産合計 1,386,814 1,764,628
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(2)【損益計算書】

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当事業年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

売上高

商品売上高 3,015,050 3,339,673

その他の売上高 56,938 67,298

売上高合計 3,071,989 3,406,971

売上原価

商品期首たな卸高 532,181 562,129

当期商品仕入高 2,422,481 2,628,435

当期商品加工原価 156,540 286,142

合計 3,111,203 3,476,706

商品他勘定振替高 － 49,659

商品期末たな卸高 562,129 726,349

商品売上原価 2,549,074 2,800,016

その他売上原価 56,735 59,586

売上原価合計 2,605,809 2,859,603

売上総利益 466,180 547,368

販売費及び一般管理費

発送運賃 24,708 24,369

広告宣伝費 5,924 7,519

役員報酬 34,740 33,972

給料及び手当 89,931 104,123

賞与 17,211 17,242

退職給付費用 1,270 1,430

福利厚生費 17,684 20,826

旅費及び交通費 22,209 19,792

通信費 14,170 12,666

減価償却費 15,578 26,816

租税公課 4,877 4,687

賃借料 55,790 60,752

支払手数料 27,658 27,957

支払報酬 17,133 20,779

雑費 54,538 55,946

販売費及び一般管理費合計 403,428 438,881

営業利益 62,752 108,486
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当事業年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

営業外収益

受取利息 1,630 977

受取配当金 317 357

受取保険金 2,702 9,279

保険解約返戻金 960 3,010

補助金収入 4,000 2,200

雑収入 2,785 4,590

営業外収益合計 12,396 20,415

営業外費用

支払利息 17,865 18,681

雑損失 19 2,634

営業外費用合計 17,884 21,315

経常利益 57,263 107,586

特別利益

固定資産売却益 627 1,535

貸倒引当金戻入額 457 239

特別利益合計 1,085 1,775

特別損失

前期損益修正損 11,100 －

特別損失合計 11,100 －

税引前当期純利益 47,249 109,362

法人税、住民税及び事業税 1,463 1,770

法人税等調整額 － △15,163

法人税等合計 1,463 △13,393

当期純利益 45,786 122,755
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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21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当事業年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 97,725 97,725

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 97,725 97,725

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 42,125 42,125

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 42,125 42,125

資本剰余金合計

前期末残高 42,125 42,125

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 42,125 42,125

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 1,300 1,300

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,300 1,300

その他利益剰余金

別途積立金

前期末残高 85,373 85,373

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 85,373 85,373

繰越利益剰余金

前期末残高 107,571 153,357

当期変動額

剰余金の配当 － △11,984

当期純利益 45,786 122,755

当期変動額合計 45,786 110,771

当期末残高 153,357 264,129

利益剰余金合計

前期末残高 194,244 240,030

当期変動額

剰余金の配当 － △11,984
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当事業年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

当期純利益 45,786 122,755

当期変動額合計 45,786 110,771

当期末残高 240,030 350,802

自己株式

前期末残高 △59 △9,999

当期変動額

自己株式の取得 △9,939 －

当期変動額合計 △9,939 －

当期末残高 △9,999 △9,999

株主資本合計

前期末残高 334,035 369,881

当期変動額

剰余金の配当 － △11,984

当期純利益 45,786 122,755

自己株式の取得 △9,939 －

当期変動額合計 35,846 110,771

当期末残高 369,881 480,653

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 1,164 △1,029

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,194 △881

当期変動額合計 △2,194 △881

当期末残高 △1,029 △1,911

評価・換算差額等合計

前期末残高 1,164 △1,029

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,194 △881

当期変動額合計 △2,194 △881

当期末残高 △1,029 △1,911

純資産合計

前期末残高 335,200 368,852

当期変動額

剰余金の配当 － △11,984

当期純利益 45,786 122,755

自己株式の取得 △9,939 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,194 △881

当期変動額合計 33,652 109,889

当期末残高 368,852 478,742
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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21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当事業年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12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 47,249 109,362

減価償却費 26,327 68,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） △457 △11,209

為替差損益（△は益） 211 －

受取利息及び受取配当金 △1,947 △1,334

支払利息 17,865 18,681

固定資産除売却損益（△は益） △627 △1,535

売上債権の増減額（△は増加） 32,731 △9,569

破産更生債権等の増減額（△は増加） － 11,797

たな卸資産の増減額（△は増加） △21,096 △119,811

未収入金の増減額（△は増加） 166 －

仕入債務の増減額（△は減少） △9,147 9,759

未払金の増減額（△は減少） △1,906 3,501

未収消費税等の増減額（△は増加） 8,199 －

未払消費税等の増減額（△は減少） 9,503 △8,527

その他 △2,863 1,574

小計 104,206 70,689

利息及び配当金の受取額 1,944 1,345

利息の支払額 △17,846 △18,577

法人税等の支払額 △704 △1,463

営業活動によるキャッシュ・フロー 87,600 51,993

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 △16,007 △3

定期預金の払戻による収入 6,000 －

投資有価証券の取得による支出 △1 △3

固定資産の取得による支出 △114,936 △48,380

固定資産の売却による収入 30,560 6,600

その他の支出 △5,764 △26,803

その他の収入 1,172 1,860

投資活動によるキャッシュ・フロー △98,976 △66,730

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） 50,000 －

長期借入れによる収入 － 166,550

長期借入金の返済による支出 △66,612 △64,948

割賦債務の返済による支出 － △892

リース債務の返済による支出 － △7,187

配当金の支払額 △5 △11,739

自己株式の取得による支出 △9,939 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △26,557 81,783
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当事業年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

現金及び現金同等物に係る換算差額 △211 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △38,145 67,046

現金及び現金同等物の期首残高 123,918 85,773

現金及び現金同等物の期末残高 85,773 152,819
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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21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当事業年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12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

① 時価のあるもの

   決算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しており

ます)

その他有価証券

① 時価のあるもの

同左

② 時価のないもの

   移動平均法による原価法

② 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

通常の販売目的で保有するたな卸資産

  評価基準は原価法(収益性の低下

による簿価切下げの方法）によって

おります。

通常の販売目的で保有するたな卸資産

  評価基準は原価法(収益性の低下

による簿価切下げの方法）によって

おります。

① 商品・仕掛品

   個別法

① 商品・仕掛品

   個別法

② 原材料・貯蔵品

   先入先出法

② 原材料・貯蔵品

   先入先出法

    （会計処理の変更） 

 当事業年度から平成18年７月５日

公表の「棚卸資産の評価に関する会

計基準」（企業会計基準委員会 企

業会計基準第９号）を適用し、評価

基準については、原価法から原価法

(収益性の低下による簿価切下げの

方法）に変更しております。 

 当該変更が損益に与える影響は軽

微であります。

   

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 

 ただし、賃貸用資産については定

額法によっております。   

 なお、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、定額法によっております。 

 主な耐用年数は以下のとおりであ 

ります。 

 

① 有形固定資産（リース資産を除 

  く）

同左

 ただし、賃貸用資産については定

額法によっております。   

 なお、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、定額法によっております。 

 主な耐用年数は以下のとおりであ 

ります。 

 

 賃貸用資産

  (車両運搬具) ２年～５年

建物 15年～31年

構築物 10年～60年

機械及び装置 ４年～13年

車両運搬具 ２年～６年

工具器具及び備品 ３年～10年

 賃貸用資産

  (車両運搬具) ２年～５年

建物 15年～31年

構築物 10年～60年

機械及び装置 ４年～13年

車両運搬具 ２年～６年

工具器具及び備品 ３年～10年
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項目
前事業年度

(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当事業年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

 また平成19年3月31日以前に取得し

た有形固定資産については、取得価額

の５％に到達した事業年度の翌事業年

度より5年間にわたり均等償却してお

ります。

  

 また平成19年3月31日以前に取得し

た有形固定資産については、取得価額

の５％に到達した事業年度の翌事業年

度より5年間にわたり均等償却してお

ります。

② 無形固定資産（リース資産を除

く）

 定額法

自社利用のソフトウェアについて

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リース資産
 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、残存

価額をゼロとして算定する方法によ

っております。 

 平成19年3月31日以前に契約した

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・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。

    （会計処理の変更） 

 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、所有権移転外ファイナン

ス・リース取引については、通常の

賃貸借取引に係る会計処理から通常

の売買取引に係る会計処理に変更し

ております。 

 なお、リース取引開始日が適用初

年度前の所有権移転外ファイナン

ス・リース取引については、通常の

賃貸借取引に係る会計処理を引き続

き採用しております。 

 当該変更が損益に与える影響は軽

微であります。

③リース資産
 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、残存

価額をゼロとして算定する方法によ

っております。 

 平成19年3月31日以前に契約した

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・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。
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項目
前事業年度

(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当事業年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

４ 引当金の計上基準 

  

 

  

 

  

 

５ 外貨建の資産及び負債 

 の本邦通貨への換算基準

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。  

 外貨建金銭債権債務は、決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理しております。

貸倒引当金

同左 

  

 

  

 

 

同左 
 

６ キャッシュ・フロー計 

算書における資金の範囲

 手許現金、要求払預金及び取得日か

ら３ヶ月以内に満期の到来する流動性

の高い、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

しか負わない短期的な投資でありま

す。

  

同左

 

７ 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  

 消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜き方式によっております。  

 

消費税等の会計処理

同左
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(7)【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12月31日)

当事業年度
(平成22年12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は次のとおりであります。

建物 90,604千円

土地 226,180千円

計 316,785千円

※１ 担保資産及び担保付債務

   担保に供している資産は次のとおりであります。

建物 87,678千円

土地 226,180千円

計 313,859千円

   担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 650,000千円

１年内返済予定長期借入金 66,612千円

長期借入金 222,931千円

計 939,543千円

   担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 250,000千円

１年内返済予定長期借入金 66,612千円

長期借入金 276,199千円

計 592,811千円

※２          － ※２  関係会社に対する売掛金残高 49,943千円

※３  期末日満期手形の会計処理については、手形交

換日をもって決済処理しております。

    なお、期末日が金融機関の休日であるため、次

の期末日満期手形が、期末残高に含まれておりま

す。

受取手形 996千円

※３  期末日満期手形の会計処理については、手形交

換日をもって決済処理しております。

    なお、期末日が金融機関の休日であるため、次

の期末日満期手形が、期末残高に含まれておりま

す。

受取手形 247千円

 ４ 自由処分権を有する担保受入金融資産の時価

      担保受入れ有価証券      11,070千円

(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当事業年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

※１          ─ ※１ 商品他勘定振替高の内訳

        賃貸用資産からの受入高    59,704千円

        賃貸用資産への振替高      5,221千円

※２ 前期損益修正損は、前事業年度に製造原価の計上

誤りがあったため、11,100千円計上しておりま

す。  
 

        車両運搬具への振替高           4,823千円

※２          ─

※３ 固定資産売却益の内訳 ※３ 固定資産売却益の内訳

車両売却益 627千円

     

車両売却益  1,535千円
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２ 自己株式に関する事項 

 
（注）自己株式の株式数の増加385株は、取締役会決議による自己株式の取得であります。 
  

 
(注)  目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 
  
 ４ 配当に関する事項 

   （１）配当金支払額 
      該当事項はありません。 

   （２）基準日が当会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌会計年度となるもの 

   
  

   
２ 自己株式に関する事項 

 
  
  

 
(注)  目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日)

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 6,380 － － 6,380

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

 普通株式（株） 3 385 － 388

３ 新株予約権に関する事項

内訳
目的となる 
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当事業 
年度末残高 
(千円)

前事業 
年度末

増加 減少
当事業
年度末

平成15年新株予約権 普通株式 852 － － 852 －

(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3月26日   

 定時株主総会
普通株式 5,992 利益剰余金 1,000 平成21年12月31日 平成22年3月29日

当事業年度(自 平成22年１月１日 至 平成22年12月31日)

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 6,380 － － 6,380

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

 普通株式（株） 388 － － 388

３ 新株予約権に関する事項

内訳
目的となる 
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当事業 
年度末残高 
(千円)

前事業 
年度末

増加 減少
当事業
年度末

平成15年新株予約権 普通株式 852 － － 852 －
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 ４ 配当に関する事項 

   （１）配当金支払額 

 
       

   （２）基準日が当会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌会計年度となるもの 

 

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3月26日   

定時株主総会
普通株式 5,992 利益剰余金 1,000 平成21年12月31日 平成22年3月29日

平成22年8月9日

取締役会
普通株式 5,992 利益剰余金 1,000 平成22年6月30日 平成22年9月13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23年3月25日   

 定時株主総会
普通株式 5,992 利益剰余金 1,000 平成22年12月31日 平成23年3月28日

(キャッシュ・フロー計算書関係)

前事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当事業年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12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 117,788千円

預入期間３ヶ月超の定期預金 △32,015千円

 現金及び現金同等物 85,773千円

※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 184,838千円

預入期間３ヶ月超の定期預金 △32,018千円

 現金及び現金同等物 152,819千円
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(リース取引関係)

前事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当事業年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

１ ファイナンス・リース取引
(借主側）
（１）リース資産の内容
 ・有形固定資産
  主としてマルチ解体機(機械）であります。 
 ・無形固定資産 
  主として業務管理用ソフトウエアであります。 
（２）リース資産の減価償却の方法 
 重要な会計方針「３ 固定資産の減価償却の方法」
に記載のとおりであります。 
 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12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、その内容は次の通りであ
ります。

１ ファイナンス・リース取引
(借主側）
（１）リース資産の内容
・有形固定資産
 主としてマルチ解体機(機械）であります。 
 ・無形固定資産 
  主として業務管理用ソフトウエアであります。 
（２）リース資産の減価償却の方法 
 重要な会計方針「３ 固定資産の減価償却の方法」
に記載のとおりであります。 
 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12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、その内容は次の通りであ
ります。

２ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引

 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額、期末残高相当額

取得価額 
相当額 
(千円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円)

減損損失 
累計額 
相当額 
（千円）

期末残高 
相当額 
(千円)

機械及び 
装置

27,600 25,998 － 1,601

工具器具 
及び備品

5,913 5,458 － 454

ソフト 
ウェア

39,900 19,950 － 19,950

合計 73,413 51,407 － 22,006

２ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引

 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額、期末残高相当額

取得価額 
相当額 
(千円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円)

減損損失 
累計額 
相当額 
（千円）

期末残高 
相当額 
(千円)

機械及び 
装置

24,500 24,499 － 0

工具器具 
及び備品

5,913 5,646 － 266

ソフト 
ウェア

39,900 27,930 － 11,970

合計 70,313 58,075 － 12,237

 ② 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 14,796千円

１年超   13,271 〃

合計 28,068千円

 ② 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 9,116千円

１年超 4,154 〃

合計 13,271千円

 ③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 16,566千円

減価償却費相当額 11,745 〃

支払利息相当額 1,026 〃

 ③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 14,796千円

減価償却費相当額 9,760 〃

支払利息相当額 375 〃

 ④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

   減価償却費相当額の算定方法

   ・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とし

て、貸借対照表上の各科目の償却方法に準じ、

定率法または定額法によっております。

 ④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

   減価償却費相当額の算定方法

   ・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とし

て、貸借対照表上の各科目の償却方法に準じ、

定率法または定額法によっております

     利息相当額の算定方法      利息相当額の算定方法

    ・リース料総額とリース物件の取得価額相当額の 

差額を利息相当額とし、各期への配分方法につ

いては、利息法によっております。

    ・リース料総額とリース物件の取得価額相当額の 

差額を利息相当額とし、各期への配分方法につ

いては、利息法によっております。

  （減損損失について） 

  リース資産に配分された減損損失はありません。 

  （減損損失について） 

  リース資産に配分された減損損失はありません。 
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前事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当事業年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

 

３ オペレーティング・リース取引 

（借主側） 

  オペレーティング・リース取引のうち解約不能の 

 ものに係る未経過リース料             

   未経過リース料

１年以内 11,126千円

１年超  6,490 〃

合計 17,616千円

３ オペレーティング・リース取引 

 

―
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当事業年度 (自 平成22年1月1日 至 平成22年12月31日) 

１.金融商品の状況に関する事項 

 (1)金融商品に対する取り組み方針 

当社は、主として金融機関より資金調達する方針であります。一時的な余資は運転資金に賄い、投機的

な取引は行わない方針であります。 

 (2)金融商品の内容及びそのリスクならびにリスク管理体制  

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、取引先毎に、

財政状態や信用状況をモニタリングし、貸倒懸念の早期把握を図っております。 

投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりま

す。当該リスクに関しては、定期的に時価や発行体の財政状態を把握しております。 

営業債務である買掛金・未払金は、そのほとんどが2ヶ月以内の支払期日であります。長期借入金は、

営業取引に係る資金調達であり、長期借入金の返済期日は決算後、最長で12年4ヶ月後であります。これ

らは流動性のリスクに晒されておりますが、資金繰り計画を作成・更新し、当該リスクを管理しておりま

す。 

 (3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額

が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採

用することにより、当該価額が変動することがあります。 

  

２.金融商品の時価等に関する事項 

 平成22年12月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり

ます。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。（ (注)２．参

照） 

  

                                     (単位 千円) 

 
※1．1年以内返済予定長期借入金を含めております。 

  

(金融商品関係)

貸借対照表計上額 時価 差額

(1)現金及び預金 184,838 184.838 -

(2)売掛金 123,451 122,520 △931

(3)投資有価証券 5,510 5,510 -

資産計 313,800 312,868 △931

(1)買掛金 39,208 39,208 -

(2)未払金 125,159 125,159 -

(3)短期借入金 650,000 650,000 -

(4)長期借入金 (※1) 391,145 396,524 5,379

(5)リース債務 28,770 28,426 △344

負債計 1,234,283 1,239,319 5,035
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（注)１．金融商品の時価の算定方法並びにデリバティブ取引に関する事項 

  

資産 

(1)現金及び預金  

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額

によっております。 

(2)売掛金 

短期間で決済される売掛金は、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま

す。 

 それ以外は、債権の回収期間ごとに区分した将来キャッシュ・フローを満期日までの期間及び信用リス

クを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しております。 

(3)投資有価証券 

これらの時価について、株式は取引所等の価格によっております。 

保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。 

  

負債 

(1)買掛金 (2)未払金 (3)短期借入金 

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額

によっております。 

(4)長期借入金 (5)リース債務 

これらの時価については、元利金の合計額を新規に同様の借入又はリース取引を行った場合に想定され

る利率で割り引いた現在価値により算定しております。 

  

(注)２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

 
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価開示

の対象としておりません。 

  

(注)３．金銭債権の決算日後の償還予定額 

                                       (単位 千円) 

 
  

区分 貸借対照表計上額 (千円)

非上場株式
関係会社株式
敷金保証金

9,532
9,500
22,782

1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超

現金及び預金 184,838 - - -

売掛金 86,597 36,854 - -

合計 271,436 36,854 - -
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(注)４. 短期借入金、長期借入金の決算日後の返済予定額 

                                       (単位 千円) 

 
  

(追加情報) 

当事業年度より「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 平成20年3月10日)及び「金融商

品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 平成20年3月10日)を適用しており

ます。 

1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超

短期借入金 650,000 - - -

長期借入金 76,608 271,702 33,300 9,535

リース債務 8,695 20,075 - -

合計 735,303 291,777 33,300 9,535
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(有価証券関係)

前事業年度(自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日)

１ その他有価証券で時価のあるもの

区分
取得原価
(千円)

貸借対照表日における
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

① 株式 7,418 6,389 △1,029

② 債券 － － －

③ その他 － － －

小計 7,418 6,389 △1,029

貸借対照表計上額が取得原価を 
超えないもの

① 株式
－

－ －

② 債券 － － －

③ その他 － － －

小計 － － －

合計 7,418 6,389 △1,029

２ 時価評価されていない主な有価証券の内訳

内容
貸借対照表計上額

(千円)

 その他有価証券 
    非上場株式

9,532
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当事業年度(自 平成22年１月１日 至 平成22年12月31日)

１ その他有価証券で時価のあるもの

区分
取得原価
(千円)

貸借対照表日における
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

① 株式 7,421 5,510 △1,911

② 債券
－ － －

③ その他
－ － －

小計 7,418 5,510 △1,911

貸借対照表計上額が取得原価を 
超えないもの

① 株式
－ － －

② 債券
－ － －

③ その他
－ － －

小計 － － －

合計 7,418 5,510 △1,911
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当社は一切デリバティブ取引を行っておりませんので該当事項はありません。 

  

当社は一切デリバティブ取引を行っておりませんので該当事項はありません。 

  

  

  

  

(デリバティブ取引関係)

前事業年度(自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日)

当事業年度(自 平成22年１月１日 至 平成22年12月31日)

(持分法投資損益等)

前事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当事業年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

  関連会社がないため、該当事項はありません。   関連会社がないため、該当事項はありません。
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※1. 当社は、銀行借入に対して、当社代表取締役社長小川澄雄の債務保証を受けております。 

なお、銀行借入に係る被保証債務の取引金額につきましては、期末借入残高を記載しております。 

また、当該債務保証につきましては、保証料の支払い及び担保の提供等は行っておりません。 

※2. 取引金額は、被保証の対象となっているリース契約の期末日における、リース料支払予定残高を表示しております。 

  

 役員及び個人主要株主等 

 
取引条件等 

※1. 当社は、銀行借入に対して、当社代表取締役社長小川澄雄の債務保証を受けております。 

  なお、銀行借入に係る被保証債務の取引金額につきましては、期末借入残高を記載しております。 

  また、当該債務保証につきましては、保証料の支払い及び担保の提供等は行っておりません。 

※2. 取引金額は、被保証の対象となっているリース契約の期末日における、リース料支払予定残高を表示しております。 

  

 財務諸表提出会社の子会社等 

 
取引条件等 

※1. 価格その他取引条件は交渉の上決定しております。 

※2. 取引金額は、対象となっている車両リース契約の期末日における、リース料支払予定残高を表示しております。 

 なお、運送委託及び車両の修理につきましたは、期末取引残高を記載しております。 

(関連当事者情報)

前事業年度(自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日)

役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所
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

関係内容

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高 
(千円)役員の 

兼任等
事業上 
の関係

役員及
び個人
主要株
主

小川澄雄 － －
当社代表 
取締役社長

(被所有) 
直接30.1％

－ －

当社銀行借入に
対する被債務保
証※1

939,543 － －

当社リース取引
に対する被保証
※2

38,303 － －

取引条件等

当事業年度(自 平成22年１月１日 至 平成22年12月31日)

属性 氏名 住所
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

関係内容

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高 
(千円)役員の 

兼任等
事業上 
の関係

役員及
び個人
主要株
主

小川澄雄 － －
当社代表 
取締役社長

(被所有) 
直接30.1％

－ －

当社銀行借入に
対する被債務保
証※1

1,041,145 － －

当社リース取引
に対する被保証
※2

25,288 － －

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

関係内容

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高 
(千円)役員の 

兼任等
事業上 
の関係

子会社 ㈱T.L.G 山口県 9,500 運送、陸送
(所有) 
直接100％

－
運送委
託・車両
リース

 買掛金  1,753

 運送委託・ 11,578 未払金  2,024

 車両の修理 売掛金  2,697

 車両リース 48,975 売掛金 47,246
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(税効果会計関係)

前事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当事業年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

(繰延税金資産)

  商品評価損 332千円

  貸倒引当金損金算入限度超過額 2,883 〃

  繰越欠損金 74,666 〃

  その他  69 〃

 繰延税金資産小計 77,952千円

 評価性引当額 △77,952 〃

 繰延税金資産合計 ─

(繰延税金負債)

  その他有価証券評価差額金 －千円

 繰延税金負債合計 －千円

 繰延税金負債の純額 －千円

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

(繰延税金資産)

  商品評価損 994千円

  貸倒引当金損金算入限度超過額 1,031 〃

  繰越欠損金 29,879 〃

  その他   811 〃

 繰延税金資産小計 32,717千円

 評価性引当額 △17,553 〃

 繰延税金資産合計    15,163千円

(繰延税金負債)

  その他有価証券評価差額金 －千円

 繰延税金負債合計 －千円

 繰延税金負債の純額 －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

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 41.74％

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 4.49〃

住民税均等割等 3.10〃

評価性引当金額の増減額 △46.16〃

その他 △0.07〃

税効果会計適用後の法人税等の負担率 3.10〃

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 41.74％

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.34〃

住民税均等割等 1.62〃

評価性引金額の増減額 △55.95〃

その他 △0.01〃

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △12.25〃
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前事業年度（自 平成21年1月1日 至 平成21年12月31日） 

該当する事項はありません。 

  

当事業年度（自 平成22年1月1日 至 平成22年12月31日）  

該当する事項はありません。  

  

(退職給付関係)

前事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当事業年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12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

同左

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 1,775千円

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 1,910千円

(ストック・オプション等関係)

当事業年度(自 平成22年１月１日 至 平成22年12月31日)

ストック・オプション等に関する注記事項については、平成19年12月期より状況の変化がない事から、決算

短信によ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いたします。

(企業結合等関係)
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１株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失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 

 
  

 
  

  

①代表者の異動 

  該当事項はありません。 

  

 ②その他の役員の異動 

 退任監査役 

  監査役 久樂 榮司 (平成22年6月1日付) 

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当事業年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

１株当たり純資産額 61,557円48銭 １株当たり純資産額 79,896円90銭

１株当たり当期純損失 7,599円59銭 １株当たり当期純利益 20,486円57銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 6,658円05銭 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 17,936円22銭

項目
前事業年度

(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当事業年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

１株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失

損益計算書上の当期純利益 (千円) 45,786 122,755

普通株式に係る当期純利益 (千円) 45,786 122,755

普通株主に帰属しない金額(千円) － －

普通株式の期中平均株式数（株） 6,025 5,992

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） 852 852

  （うち新株予約権） (852)  （852）

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まれなかった潜在株式の概要

－ －

(重要な後発事象)

前事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当事業年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

―             ─ 

 

5. その他

(1) 役員の異動
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