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1.  平成23年3月期の連結業績（平成22年4月1日～平成23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 ％

23年3月期 5,248 3.0 617 29.3 647 29.0 352 73.0
22年3月期 5,094 △16.1 477 △34.8 502 △36.4 203 △52.9

（注）包括利益 23年3月期 351百万円 （42.5％） 22年3月期 246百万円 （―％）

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 ％ ％ ％

23年3月期 60.43 ― 4.2 6.5 11.8
22年3月期 34.92 ― 2.5 5.1 9.4

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  ―百万円 22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

23年3月期 10,127 8,558 84.5 1,465.78
22年3月期 9,835 8,312 84.5 1,423.61

（参考） 自己資本   23年3月期  8,558百万円 22年3月期  8,312百万円

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

23年3月期 500 86 △109 3,128
22年3月期 719 △101 △178 2,651

2.  配当の状況 

（注）23年３月期の期末配当金は、普通配当21円のほか、会社創立55周年記念配当10円を含んでおります。 

年間配当金 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 ％ ％

22年3月期 ― 0.00 ― 18.00 18.00 105 51.5 1.3
23年3月期 ― 0.00 ― 31.00 31.00 181 51.3 2.1
24年3月期(予想) ― 15.00 ― 16.00 31.00 47.6

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)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) 2,770 5.0 350 21.1 360 17.8 190 3.3 32.54
通期 5,540 5.5 701 13.5 721 11.3 380 7.7 65.08



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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）詳細は、添付資料13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」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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） 23年3月期 5,840,000 株 22年3月期 5,840,000 株
② 期末自己株式数 23年3月期 1,060 株 22年3月期 1,060 株
③ 期中平均株式数 23年3月期 5,838,940 株 22年3月期 5,838,940 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年3月期の個別業績（平成22年4月1日～平成23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 ％

23年3月期 5,025 3.0 628 28.6 659 28.1 371 67.9
22年3月期 4,877 △15.5 488 △34.3 515 △36.0 221 △51.0

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

23年3月期 63.54 ―
22年3月期 37.86 ―

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

23年3月期 10,176 8,656 85.1 1,482.54
22年3月期 9,870 8,392 85.0 1,437.25

（参考） 自己資本 23年3月期  8,656百万円 22年3月期  8,392百万円

2.  平成24年3月期の個別業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
・この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく連結財務諸表の監査手続
は終了していません。 

※ 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条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資
料２ページ「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) 2,650 5.6 339 16.4 350 13.2 182 △5.3 31.17
通期 5,300 5.5 679 8.1 700 6.1 365 △1.6 62.51
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①当期の経営成績  

当連結会計年度におけるわが国経済は、一部で企業収益に改善の兆しがみられたものの、デフレ傾

向は継続していること等から個人消費は伸び悩んでおり、雇用環境も厳しく、依然として先行き不透

明な状況で推移いたしました。 

当社の主要顧客である国内製造業においては、輸出の増加を背景に企業収益が回復してきたこと等

から機械、金属業関係を中心に当社においては新商品であるバッテリー式の小型床洗浄機をはじめ、

自動床洗浄機等の販売が堅調に推移いたしました。 

一方、ビルメンテナンス業においては、受注価格競争をはじめ依然として厳しい経営環境が続いて

おりますが、当社ではビルメンテナンス業者に対して講習会等を通じてあらたな清掃方法を提案して

いくことで商品の付加価値を高めるとともに、業界の汎用品といえる小型真空掃除機をアイテムに加

えること等で、これまで取引のなかった新規顧客の獲得を行ってないりました。 

この結果、総じて環境クリーニング機器の需要が戻ってきたこと等から製造業向け、ビルメンテナ

ンス業向けいずれの売上高も増収となりました。 

また、ＯＥＭ供給によるオリジナル商品（独占販売権付卸売販売）の提案につきましては、好評で

ある小型高圧洗浄機の他に小型真空掃除機をあらたにアイテムに加えたことにより、売上高は前期に

引き続き堅調に推移いたしました。 

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

検等に注力することで工賃とパーツの合計売上高は、前期並みの水準を維持することができました。 

なお、子会社であるエタニ産業株式会社は、ホテル客室関連商品の売上げは低迷しましたが、プー

ル向け水質浄化剤等の化成品関連売上が堅調に推移したため、増収となりました。 

これらの結果、当連結会計年度における当社グループの売上高は、5,248百万円（前年同期比3.0％

増）、経常利益は647百万円（前年同期比29.0％増）、当期純利益は352百万円（前年同期比73.0％

増）となりました。 

  

②品目別の概況 

「清掃機器」の売上高は、1,136百万円（前年同期比13.7％増）、「洗浄機器」は2,055百万円（前

年同期比1.0％減）、「その他」は2,056百万円（前年同期比1.9％増）となりました。 

「清掃機器」については、高額商品である搭乗式大型清掃機の需要が回復したことや、汎用品の小

型真空清掃機の販売が好調であったこと等から増収となりました。 

「洗浄機器」については、前期に低迷していた製造業向けの床洗浄機等を中心に需要が回復してき

ましたが、高圧洗浄機については新商品の投入時期が遅れたこと等により、期中での機器の入替需要

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

等が増収になったためであります。 

  

１．経営成績

（１）経営成績に関する分析
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③次期の見通し 

今後の経済環境につきましては、今年３月11日に発生しました東日本大震災による被害が甚大であ

ることに加えて、福島原子力発電所の放射能漏れ問題が長期化することが懸念されており、先行きを

判断することは極めて難しい状況にあります。 

同震災による影響ですが、幸いにも当社グループの従業員への人的被害はなく、仙台営業所及び船

橋営業所、配送センターの各事業所につき、建物の一部で被害を受けましたが、現在では営業を再開

しております。 

このような状況のなかで当社は、市場ニーズに合った新商品開発を継続するとともに、顧客リスト

に基づいたきめ細かな販売促進を全国の営業拠点及び販売代理店とともに推進していくことで、新規

顧客の獲得はもとより、既存顧客からのリピート率等を向上させ、業界内でのさらなるシェアアップ

を図ってまいります。 

ＯＥＭ供給によるオリジナル商品の販売につきましては、特定の業界に強い販売ルートをもった取

引先に対して、小型高圧洗浄機や小型真空掃除機等を中心としたコンシューマー向け商品のさらなる

拡販に努めてまいります。 

アフターサービスにつきましては、メンテナンススタッフの技術力向上、品質向上に注力していく

ことで、顧客重視のサービス体制づくりをより一層推進してまいります。 

なお、子会社のエタニ産業株式会社につきましては、化成品関連商品のほかに、当社グループの輸

入業務の強みを活かし、商品アイテムを充実していくことであらたな販路を開拓していく等積極的な

営業展開を進めてまいりたいと考えております。 

以上により、次期の連結ベースでの売上高は5,540百万円（前年同期比5.5％増）、経常利益721百

万円（前年同期比11.3％増）、当期純利益は380百万円（前年同期比7.7％増）を見込んでおります。 

また、単独ベースでの売上高は5,300百万円（前年同期比5.5％増）、経常利益700百万円（前年同

期比6.1％増）、当期純利益は365百万円（前年同期比1.6％減）を見込んでおります。 

  

流動資産は、前連結会計年度末に比べて8.8％増加し、5,236百万円となりました。これは主として現

金及び預金が223百万円、商品が67百万円減少したものの、有価証券が700百万円増加したこと等による

ものであります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて2.6％減少し、4,891百万円となりました。これは主として減

価償却により建物及び構築物が60百万円、投資有価証券が52百万円減少したこと等によるものでありま

す。 

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて3.0％増加し、10,127百万円となりました。 

  

流動負債は、前連結会計年度末に比べて0.1％減少し、790百万円となりました。これは主として未払

法人税等が92百万円増加したものの、支払手形及び買掛金が110百万円減少したこと等によるものであ

ります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて6.4％増加し、779百万円となりました。これは主として役員

退職慰労引当金が16百万円、退職給付引当金が14百万円増加したこと等によるものであります。 

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて3.0％増加し、1,569百万円となりました。 

（２）財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況
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純資産合計は、前連結会計年度末に比べて3.0％増加し、8,558百万円となりました。これは主として

利益剰余金が247百万円増加したこと等によるものであります。  

  

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

べて476百万円増加し、3,128百万円となりました。当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの

状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

  

営業活動の結果得られた資金は、500百万円（前年同期比30.5％減）となりました。これは、主とし

て税金等調整前当期純利益が676百万円、減価償却費が89百万円、たな卸資産の減少額が59百万円によ

りキャッシュ・フローを増加させたものの、法人税等の支払額が272百万円、仕入債務の減少額が110百

万円あったこと等によるものであります。 

  

投資活動の結果得られた資金は、86百万円（前年同期は101百万円の支出）となりました。これは、

主として投資有価証券の取得による支出が50百万円あったものの、投資有価証券の売却による収入が

137百万円あったこと等によるものであります。 

  

財務活動の結果支出した資金は109百万円（前年同期比38.6％減）となりました。これは、主として

配当金の支払額が105百万円あったこと等によるものであります。 

  

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

  

 
 （注）１.各指標は、以下の計算式により算出しております。 

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

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

   ４．営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の「営業活動によるキャッシュ・フロー」を使用しており 

      ます。利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書の「利息の支払額」を使用しております。 

②キャッシュ・フローの状況

平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期

自己資本比率（％） 84.0 84.5 84.5

時価ベースの自己資本比率（％） 35.1 31.3 33.5

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ― ― ―

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 12,431.6 ― ―

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
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当社は、株主への利益配分と会社の体質強化のための内部留保との調和を図りながら、配当につきま

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

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

特殊要因による業績変動等を総合的に勘案し、毎期の業績に応じて配当性向50％程度を目標として行っ

てまいります。  

なお、当期の年間配当金につきましては、普通配当として１株あたり21円とするとともに、創立55周

年の記念配当10円を加え、１株あたり31円とさせていただく予定であります。 

また、次期における年間配当金については、１株につき31円を計画しております。 

  

  

 近の有価証券報告書（平成22年6月30日提出）における【事業の内容】及び【関係会社の状況】の内容

から重要な変更がないため、記載を省略しております。 

  

  

  

平成19年３月期決算短信（平成19年４月26日開示）の内容から重要な変更がないため、開示を  

 省略しております。なお、当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

  

 （当社ホームページ） 

http://www.zaohnet.co.jp  

  

（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

２．企業集団の状況

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,192,890 1,969,591 

受取手形及び売掛金 ※２  1,334,273 ※２  1,314,748 

有価証券 458,712 1,158,849 

商品 713,961 646,208 

繰延税金資産 81,651 114,369 

その他 31,499 33,709 

貸倒引当金 △1,012 △1,230 

流動資産合計 4,811,978 5,236,246 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,279,806 3,283,406 

減価償却累計額 △1,993,557 △2,057,835 

建物及び構築物（純額） 1,286,248 1,225,571 

機械装置及び運搬具 65,510 85,646 

減価償却累計額 △46,396 △52,875 

機械装置及び運搬具（純額） 19,114 32,771 

土地 ※１  3,270,925 ※１  3,270,925 

その他 224,271 227,152 

減価償却累計額 △191,649 △197,172 

その他（純額） 32,621 29,979 

有形固定資産合計 4,608,910 4,559,247 

無形固定資産   

のれん 20,471 － 

その他 22,955 19,759 

無形固定資産合計 43,427 19,759 

投資その他の資産   

投資有価証券 130,800 78,200 

繰延税金資産 124,651 133,502 

その他 119,340 104,283 

貸倒引当金 △3,588 △3,308 

投資その他の資産合計 371,203 312,677 

固定資産合計 5,023,541 4,891,685 

資産合計 9,835,520 10,127,932 
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 251,500 140,585 

未払費用 105,781 116,249 

未払法人税等 164,399 256,971 

賞与引当金 102,140 105,020 

商品保証引当金 11,400 13,800 

災害損失引当金 － 15,442 

その他 155,789 142,272 

流動負債合計 791,011 790,341 

固定負債   

退職給付引当金 312,550 326,907 

役員退職慰労引当金 144,867 161,493 

再評価に係る繰延税金負債 ※１  234,216 ※１  234,216 

その他 40,521 56,394 

固定負債合計 732,154 779,011 

負債合計 1,523,166 1,569,352 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,797,681 1,797,681 

資本剰余金 2,122,148 2,122,148 

利益剰余金 6,610,621 6,858,347 

自己株式 △970 △970 

株主資本合計 10,529,480 10,777,206 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 5,926 － 

繰延ヘッジ損益 761 5,188 

土地再評価差額金 ※１  △2,223,814 ※１  △2,223,814 

その他の包括利益累計額合計 △2,217,127 △2,218,626 

純資産合計 8,312,353 8,558,579 

負債純資産合計 9,835,520 10,127,932 
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
 連結損益計算書 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

売上高 5,094,718 5,248,781 

売上原価 2,310,070 2,331,275 

売上総利益 2,784,648 2,917,505 

販売費及び一般管理費 ※  2,307,042 ※  2,300,019 

営業利益 477,605 617,486 

営業外収益   

受取利息 3,405 2,626 

受取配当金 1,831 2,200 

有形固定資産売却益 3,718 1,669 

不動産賃貸料 18,120 17,868 

その他 3,978 5,974 

営業外収益合計 31,054 30,337 

営業外費用   

為替差損 6,485 － 

営業外費用合計 6,485 － 

経常利益 502,174 647,824 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 714 － 

投資有価証券売却益 － 44,952 

特別利益合計 714 44,952 

特別損失   

有形固定資産除却損 3,862 498 

災害損失引当金繰入額 － 15,442 

特別損失合計 3,862 15,940 

税金等調整前当期純利益 499,026 676,836 

法人税、住民税及び事業税 232,360 364,550 

法人税等調整額 62,767 △40,540 

法人税等合計 295,127 324,009 

少数株主損益調整前当期純利益 － 352,826 

少数株主利益 － － 

当期純利益 203,898 352,826 
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 連結包括利益計算書 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 － 352,826 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － △5,926 

繰延ヘッジ損益 － 4,426 

その他の包括利益合計 － ※２  △1,499 

包括利益 － ※１  351,327 

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － 351,327 

少数株主に係る包括利益 － － 
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（３）連結株主資本等変動計算書 

(単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,797,681 1,797,681 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,797,681 1,797,681 

資本剰余金   

前期末残高 2,122,148 2,122,148 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 2,122,148 2,122,148 

利益剰余金   

前期末残高 6,581,891 6,610,621 

当期変動額   

剰余金の配当 △175,168 △105,100 

当期純利益 203,898 352,826 

当期変動額合計 28,730 247,725 

当期末残高 6,610,621 6,858,347 

自己株式   

前期末残高 △970 △970 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 △970 △970 

株主資本合計   

前期末残高 10,500,750 10,529,480 

当期変動額   

剰余金の配当 △175,168 △105,100 

当期純利益 203,898 352,826 

当期変動額合計 28,730 247,725 

当期末残高 10,529,480 10,777,206 
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(単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △162 5,926 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 6,088 △5,926 

当期変動額合計 6,088 △5,926 

当期末残高 5,926 － 

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △35,758 761 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 36,519 4,426 

当期変動額合計 36,519 4,426 

当期末残高 761 5,188 

土地再評価差額金   

前期末残高 △2,223,814 △2,223,814 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 △2,223,814 △2,223,814 

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 △2,259,735 △2,217,127 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 42,608 △1,499 

当期変動額合計 42,608 △1,499 

当期末残高 △2,217,127 △2,218,626 

純資産合計   

前期末残高 8,241,014 8,312,353 

当期変動額   

剰余金の配当 △175,168 △105,100 

当期純利益 203,898 352,826 

自己株式の取得 － － 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 42,608 △1,499 

当期変動額合計 71,338 246,226 

当期末残高 8,312,353 8,558,579 
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（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21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23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 499,026 676,836 

減価償却費 93,881 89,376 

のれん償却額 20,471 20,471 

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,560 2,880 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 33,240 14,357 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △30,782 16,626 

商品保証引当金の増減額（△は減少） △3,600 2,400 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,069 △62 

災害損失引当金の増減額（△は減少） － 15,442 

受取利息及び受取配当金 △5,236 △4,826 

為替差損益（△は益） 14,232 △7 

投資有価証券売却損益（△は益） － △44,952 

有形固定資産売却損益（△は益） △3,718 △1,669 

有形固定資産除却損 3,862 498 

売上債権の増減額（△は増加） 121,781 19,797 

たな卸資産の増減額（△は増加） 185,061 59,192 

その他の流動資産の増減額（△は増加） 2,324 9,107 

仕入債務の増減額（△は減少） 6,732 △110,914 

未払金の増減額（△は減少） △6,432 11,070 

未払費用の増減額（△は減少） △13,763 10,467 

その他の流動負債の増減額（△は減少） 22,560 △23,369 

その他の固定負債の増減額（△は減少） 5,494 5,205 

小計 945,627 767,926 

利息及び配当金の受取額 5,312 4,908 

法人税等の支払額 △231,129 △272,654 

営業活動によるキャッシュ・フロー 719,810 500,180 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

従業員に対する貸付けによる支出 △10,972 △8,100 

従業員に対する貸付金の回収による収入 12,149 13,985 

有形固定資産の取得による支出 △12,229 △11,439 

有形固定資産の売却による収入 4,603 1,308 

投資有価証券の取得による支出 △84,144 △50,000 

投資有価証券の売却による収入 － 137,560 

その他の支出 △11,370 △1,848 

その他の収入 766 5,046 

投資活動によるキャッシュ・フロー △101,197 86,511 

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 △3,126 △4,313 

親会社による配当金の支払額 △175,788 △105,548 

財務活動によるキャッシュ・フロー △178,915 △109,862 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △14,232 7 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 425,465 476,837 

現金及び現金同等物の期首残高 2,225,737 2,651,202 

現金及び現金同等物の期末残高 ※  2,651,202 ※  3,128,040 
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該当事項はありません。 

  

  

重要な引当金の計上基準 

 災害損失引当金 

東日本大震災により、被災した資産の撤去費用および原状回復費用等に備えるため、来期に発生が

見込まれる費用の見積額を計上したものであります。 

なお、上記以外は、最近の有価証券報告書（平成22年６月30日提出）における記載から重要な変更

がないため開示を省略します。 

  

  

会計方針の変更 

 
  

表示方法の変更 

 
  

追加情報 

 

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

（７）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
(自  平成21年４月１日
至  平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

         ─────── （資産除去債務に関する会計基準の適用）

当連結会計年度より、「資産除去債務に関する会計基

準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び「資

産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第21号 平成20年３月31日）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。

前連結会計年度
(自  平成21年４月１日
至  平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

         ─────── 

  

 

  

 

 

          

         ─────── 

 

（連結損益計算書関係）

当連結会計年度より、「連結財務諸表に関する会計基

準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づ

き、財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成21

年３月24日 内閣府令第５号）を適用し、「少数株主損益

調整前当期純利益」の科目で表示しております。

「販売費及び一般管理費」は、前連結会計年度まで主

要な費目を区分掲記する方法によっておりましたが、当連

結会計年度より「販売費及び一般管理費」として一括掲記

し、主要な費目及び金額を注記する方法に変更しておりま

す。

前連結会計年度
(自  平成21年４月１日
至  平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

         ─────── 当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第25号 平成22年６月30日）を適用

しております。ただし、「その他の包括利益累計額」及び

「その他の包括利益累計額合計」の前連結会計年度の金額

は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額等合計」

の金額を記載しております。
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当期連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

  

※１ 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

 
  

※２ 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

 
  

  

  

（８）連結財務諸表に関する注記事項

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成22年３月31日)

当連結会計年度 
(平成23年３月31日)

※１ 土地の再評価

 土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布 
法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行
い、再評価差額金を純資産の部に計上しております。

 再評価の方法
 土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31
日公布政令第119号）第２条第４号に定める路線価を基
準に合理的な調整を行い算出

再評価を行った年月日      平成13年３月31日

再評価を行った土地の期末
における時価と再評価後の
帳簿価格との差額        △1,015,724千円

※２ 受取手形裏書譲渡高         64,559千円

※１ 土地の再評価

 土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布 
法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行
い、再評価差額金を純資産の部に計上しております。

 再評価の方法
 土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31
日公布政令第119号）第２条第４号に定める路線価を基
準に合理的な調整を行い算出

再評価を行った年月日      平成13年３月31日

再評価を行った土地の期末
における時価と再評価後の
帳簿価格との差額        △1,083,423千円

※２ 受取手形裏書譲渡高        103,469千円

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自  平成21年４月１日
至  平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

※ 販売費及び一般管理費のうち重要なもの

給料及び報酬             1,083,919千円

賞与引当金繰入額            102,140千円

福利厚生費               166,053千円

旅費車輌交通費             178,861千円

減価償却費                93,881千円

賃借料                 168,260千円

役員退職慰労引当金繰入額        16,058千円

商品保証引当金繰入額           11,400千円

退職給付費用              37,653千円

※ 販売費及び一般管理費のうち重要なもの

給料及び報酬             1,102,633千円

賞与引当金繰入額            105,020千円

福利厚生費               176,349千円

旅費車輌交通費             175,464千円

減価償却費                89,376千円

賃借料                 159,011千円

役員退職慰労引当金繰入額        16,626千円

商品保証引当金繰入額          13,800千円

退職給付費用              42,392千円

(連結包括利益計算書関係)

親会社株主に係る包括利益 246,506千円

少数株主に係る包括利益    ─   

計 246,506千円

その他有価証券評価差額金 6,088千円     

繰延ヘッジ損益 36,519千円

計 42,608千円
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前連結会計年度(自  平成21年４月１日  至  平成22年３月31日) 

１．発行済株式に関する事項 

 
  

２．自己株式の種類及び株式数 

 
  

３．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度の末日後となる

もの 

 
  

４．株主資本の著しい変動に関する事項 

該当事項はありません。 

  

  

(連結株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 5,840 ― ― 5,840

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 1 ― ― 1

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26日 
定時株主総会

普通株式 175,168 30 平成21年３月31日 平成21年６月29日

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22年６月29日 
定時株主総会

普通株式 105,100 18 平成22年３月31日 平成22年６月30日
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当連結会計年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日) 

１．発行済株式に関する事項 

 
  

２．自己株式の種類及び株式数 

 
  

３．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度の末日後となる

もの 

 
  

４．株主資本の著しい変動に関する事項 

該当事項はありません。 

  

  

(1) 配当金支払額 

  

 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 5,840 ― ― 5,840

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 1 ― ― 1

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22年６月29日 
定時株主総会

普通株式 105,100 18 平成22年３月31日 平成22年６月30日

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23年６月29日 
定時株主総会

普通株式 181,007 31 平成23年３月31日 平成23年６月30日

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自  平成21年４月１日
至  平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

 

※  現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

(平成22年３月31日現在)

現金及び預金 2,192,890千円

有価証券 458,712千円

計 2,651,602千円

預入期間が３ヶ月超の定期預金 △      400千円

現金及び現金同等物 2,651,202千円
 

※  現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

(平成23年３月31日現在)

現金及び預金 1,969,591千円

有価証券 1,158,849千円

  計 3,128,440千円

預入期間が３ヶ月超の定期預金 △      400千円

現金及び現金同等物 3,128,040千円
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(注) 算定上の基礎 

１．１株当たりの純資産額 

 
  

２．１株当たり当期純利益金額 

 
  

特記すべき重要な事項はありません。 

  

リース取引、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、資産除去債務、退職給付、賃貸等

不動産、企業結合等に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えら

れるため開示を省略しております。 

(１株当たり情報)

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日

  至 平成22年３月31日）

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日

   至 平成23年３月31日）

 

１株当たり純資産額 1,423円61銭

１株当たり当期純利益金額 34円92銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

１株当たり純資産額 1,465円78銭

１株当たり当期純利益金額 60円43銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

項目
前連結会計年度 

(平成22年３月31日)
当連結会計年度 

(平成23月３月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 8,312,353 8,558,579

普通株式に係る純資産額(千円) 8,312,353 8,558,579

普通株式の発行済株式数(千株) 5,840 5,840

普通株式の自己株式数(千株) 1 1

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数
(千株)

5,838 5,838

項目
前連結会計年度

(自  平成21年４月１日
至  平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

連結損益計算書上の当期純利益（千円) 203,898 352,826

普通株式に係る当期純利益(千円) 203,898 352,826

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(千株) 5,838 5,838

（重要な後発事象）

（開示の省略）
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【所在地別セグメント情報】  

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

  

(セグメント情報等)

【事業の種類別セグメント情報】

 前連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日）

  全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める環境クリーニング機器事業の割合が90％超

であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

 

 前連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日）

 

   【海外売上高】

 前連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日）

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

【セグメント情報】

(追加情報)

  当連結会計年度より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年

３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20

号 平成20年３月21日）を適用しております。

 当連結会計年度（自平成22年４月１日 至平成23年３月31日）

  当社グループは、環境クリーニング機器等以外の事業に関しては重要性が乏しいと考えられるため、

セグメントの記載は省略しております。
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,132,758 1,912,118 

受取手形 370,927 314,916 

売掛金 931,909 977,531 

有価証券 458,712 1,158,849 

商品 691,176 622,576 

前払費用 10,061 9,726 

繰延税金資産 79,947 113,286 

デリバティブ債権 1,283 8,747 

その他 60,175 34,835 

貸倒引当金 △690 △840 

流動資産合計 4,736,263 5,151,749 

固定資産   

有形固定資産   

建物 3,086,256 3,089,856 

減価償却累計額 △1,858,878 △1,919,310 

建物（純額） 1,227,377 1,170,545 

構築物 122,907 122,907 

減価償却累計額 △106,173 △108,753 

構築物（純額） 16,733 14,154 

機械及び装置 11,494 11,892 

減価償却累計額 △9,412 △9,899 

機械及び装置（純額） 2,081 1,992 

車両運搬具 54,016 73,754 

減価償却累計額 △36,983 △42,975 

車両運搬具（純額） 17,033 30,778 

工具、器具及び備品 170,804 173,685 

減価償却累計額 △140,438 △144,889 

工具、器具及び備品（純額） 30,365 28,795 

土地 ※２  3,174,726 ※２  3,174,726 

有形固定資産合計 ※１  4,468,317 ※１  4,420,994 

無形固定資産   

ソフトウエア 13,455 10,518 

電話加入権 9,035 9,035 

無形固定資産合計 22,491 19,554 

投資その他の資産   

投資有価証券 130,800 78,200 

関係会社株式 272,000 272,000 

出資金 24,400 24,400 

従業員に対する長期貸付金 36,024 29,803 

破産更生債権等 780 508 

長期前払費用 7,692 3,826 

繰延税金資産 124,651 133,502 

その他 47,656 42,956 

貸倒引当金 △800 △520 

投資その他の資産合計 643,203 584,677 

固定資産合計 5,134,013 5,025,226 

資産合計 9,870,276 10,176,975 
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 33,962 19,081 

買掛金 197,989 97,481 

リース債務 3,735 7,481 

未払金 79,513 88,312 

未払費用 104,006 115,687 

未払法人税等 160,834 253,411 

預り金 16,519 17,183 

前受収益 77 38 

賞与引当金 99,000 102,900 

商品保証引当金 11,400 13,800 

災害損失引当金 － 15,442 

その他 52,085 27,048 

流動負債合計 759,125 757,868 

固定負債   

リース債務 11,856 22,523 

再評価に係る繰延税金負債 ※２  234,216 ※２  234,216 

退職給付引当金 308,585 322,389 

役員退職慰労引当金 135,800 149,660 

その他 28,665 33,870 

固定負債合計 719,123 762,660 

負債合計 1,478,248 1,520,528 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,797,681 1,797,681 

資本剰余金   

資本準備金 2,122,148 2,122,148 

資本剰余金合計 2,122,148 2,122,148 

利益剰余金   

利益準備金 402,145 402,145 

その他利益剰余金   

別途積立金 5,742,200 5,942,200 

繰越利益剰余金 545,951 611,869 

利益剰余金合計 6,690,296 6,956,215 

自己株式 △970 △970 

株主資本合計 10,609,155 10,875,073 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,926 － 

繰延ヘッジ損益 761 5,188 

土地再評価差額金 ※２  △2,223,814 ※２  △2,223,814 

評価・換算差額等合計 △2,217,127 △2,218,626 

純資産合計 8,392,028 8,656,447 

負債純資産合計 9,870,276 10,176,975 
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（２）損益計算書 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

売上高 4,877,502 5,025,950 

売上原価   

商品期首たな卸高 869,567 691,176 

当期商品仕入高 2,028,980 2,153,526 

合計 2,898,548 2,844,702 

商品期末たな卸高 691,176 622,576 

他勘定振替高 18,014 25,461 

商品売上原価 2,189,357 2,196,664 

売上総利益 2,688,145 2,829,286 

販売費及び一般管理費   

貸倒引当金繰入額 － 432 

役員報酬 71,042 72,600 

報酬及び給料手当 969,118 989,037 

賞与引当金繰入額 99,000 102,900 

退職給付費用 36,549 41,109 

役員退職慰労引当金繰入額 14,550 13,860 

商品保証引当金繰入額 11,400 13,800 

福利厚生費 157,192 168,132 

旅費及び交通費 175,378 172,020 

減価償却費 91,312 86,778 

賃借料 168,187 158,991 

その他 405,969 381,525 

販売費及び一般管理費合計 2,199,700 2,201,188 

営業利益 488,444 628,097 

営業外収益   

受取利息 3,402 1,328 

有価証券利息 448 1,549 

受取配当金 4,351 3,700 

有形固定資産売却益 3,718 1,669 

不動産賃貸収入 18,120 17,868 

為替差益 － 311 

その他 3,097 5,320 

営業外収益合計 33,138 31,747 

営業外費用   

為替差損 6,485 － 

営業外費用合計 6,485 － 

経常利益 515,098 659,845 
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 714 － 

投資有価証券売却益 － 44,952 

特別利益合計 714 44,952 

特別損失   

有形固定資産除却損 3,741 498 

災害損失引当金繰入額 － 15,442 

特別損失合計 3,741 15,940 

税引前当期純利益 512,071 688,857 

法人税、住民税及び事業税 228,300 359,000 

法人税等調整額 62,735 △41,162 

法人税等合計 291,035 317,837 

当期純利益 221,036 371,019 

蔵王産業（株）(9986) 平成23年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)

22



（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４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,797,681 1,797,681 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,797,681 1,797,681 

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 2,122,148 2,122,148 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 2,122,148 2,122,148 

資本剰余金合計   

前期末残高 2,122,148 2,122,148 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 2,122,148 2,122,148 

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 402,145 402,145 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 402,145 402,145 

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 5,442,200 5,742,200 

当期変動額   

別途積立金の積立 300,000 200,000 

当期変動額合計 300,000 200,000 

当期末残高 5,742,200 5,942,200 

繰越利益剰余金   

前期末残高 800,083 545,951 

当期変動額   

剰余金の配当 △175,168 △105,100 

別途積立金の積立 △300,000 △200,000 

当期純利益 221,036 371,019 

当期変動額合計 △254,131 65,918 

当期末残高 545,951 611,869 

利益剰余金合計   

前期末残高 6,644,428 6,690,296 

当期変動額   

剰余金の配当 △175,168 △105,100 

別途積立金の積立 － － 

当期純利益 221,036 371,019 

当期変動額合計 45,868 265,918 

当期末残高 6,690,296 6,956,215 
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(単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

自己株式   

前期末残高 △970 △970 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 △970 △970 

株主資本合計   

前期末残高 10,563,287 10,609,155 

当期変動額   

剰余金の配当 △175,168 △105,100 

当期純利益 221,036 371,019 

自己株式の取得 － － 

当期変動額合計 45,868 265,918 

当期末残高 10,609,155 10,875,073 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △162 5,926 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 6,088 △5,926 

当期変動額合計 6,088 △5,926 

当期末残高 5,926 － 

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △35,758 761 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 36,519 4,426 

当期変動額合計 36,519 4,426 

当期末残高 761 5,188 

土地再評価差額金   

前期末残高 △2,223,814 △2,223,814 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 △2,223,814 △2,223,814 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △2,259,735 △2,217,127 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 42,608 △1,499 

当期変動額合計 42,608 △1,499 

当期末残高 △2,217,127 △2,218,626 

純資産合計   

前期末残高 8,303,551 8,392,028 

当期変動額   

剰余金の配当 △175,168 △105,100 

当期純利益 221,036 371,019 

自己株式の取得 － － 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 42,608 △1,499 

当期変動額合計 88,476 264,419 

当期末残高 8,392,028 8,656,447 
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

６．その他

（１）役員の移動

（２）その他
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