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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 17,490 20.4 722 6.5 621 2.2 302 △10.5

22年3月期 14,530 △5.3 678 △62.3 607 △62.2 337 △34.3

（注）包括利益 23年3月期 283百万円 （△19.8％） 22年3月期 353百万円 （―％）

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 27.89 ― 5.4 2.3 4.1
22年3月期 31.15 ― 6.1 2.4 4.7

（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 29,594 5,738 19.1 521.53
22年3月期 25,283 5,679 22.1 515.92

（参考） 自己資本   23年3月期  5,648百万円 22年3月期  5,587百万円

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 2,483 △692 △477 3,039
22年3月期 1,923 △1,210 △584 1,734

2.  配当の状況 

 

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 ― 20.00 20.00 216 64.2 3.9
23年3月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00 216 71.7 3.9

24年3月期(予想) ― 0.00 ― 20.00 20.00 41.8

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) 10,600 49.9 252 △13.4 120 △40.8 170 202.6 15.70
通期 22,600 29.2 1,050 45.2 850 36.8 518 71.5 47.83



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） ： 有  

(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Ｐ．16「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」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 2社 （社名） ホリー株式会社、ホリーコリア株式会社 、 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 11,156,000 株 22年3月期 11,156,000 株

② 期末自己株式数 23年3月期 325,424 株 22年3月期 325,202 株

③ 期中平均株式数 23年3月期 10,830,636 株 22年3月期 10,830,900 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 12,784 △2.1 618 △7.4 546 4.0 280 61.2
22年3月期 13,055 △4.7 668 △55.6 525 △60.8 174 △55.0

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 25.89 ―

22年3月期 16.07 ―

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 24,749 5,070 20.5 468.14
22年3月期 23,930 5,030 21.0 464.46

（参考） 自己資本 23年3月期  5,070百万円 22年3月期  5,030百万円

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Ｐ．２「経営成績に関する分析」をご覧ください。 

売上高 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 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 6,497 4.2 117 △56.4 43 △70.4 4.05
通期 13,900 8.7 650 19.0 337 20.3 31.15



  

  

  

※ 当社は、以下のとおり投資家向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布する決算説明資料については、

開催後速やかに当社ホームページに掲載する予定です。 

  

・平成23年５月25日（水）・・・・・機関投資家・アナリスト向け 
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(1）経営成績に関する分析 

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、輸出関連の企業を中心としてやや回復基調でありましたが、一方で財政

危機や政治不安に陥った諸外国の影響を受け、さらには平成23年３月11日に発生した東日本大震災の影響もあり、

株価や為替は不安定な状況で推移いたしました。 

当仮設機材レンタル業界は、民間建設投資の回復の遅れや公共工事の減少等の影響により、補修工事、耐震補強

工事等のメンテナンス工事に注力する動きが増えてまいりました。しかし、一部で新規工事の発注が行われたもの

の、建設会社が建設工事のコスト削減を強めたため、同業者間による受注価格競争はより激しくなりました。 

このような状況の中で当社グループは、仮設機材の組立・解体工事を施工する工事部門を設置し、ユーザーから

のあらゆる要請にも対応できるサービス体制を構築いたしました。これにより、従来から保有している仮設機材及

び新型の移動昇降式足場「リフトクライマー」により、マンションやオフィスビル等の改修工事や学校、病院等の

耐震補強工事において、当社ならではの技術及びサービスの提供を行い、保有仮設機材の稼動率上昇に努めてまい

りました。  

依然、単価の厳しい状況は続いておりますが、採算性を重視し受注を選択するよう努力しております。また、平

成22年９月に仮設機材の製造及び太陽光パネル据付架台製造等を手掛けるホリー株式会社を完全子会社化したこと

により、連結売上高は増加いたしました。 

これらの結果、当連結会計年度の連結業績は、売上高が17,490,952千円（前年同期比20.4％増）、営業利益が

722,920千円（同6.5％増）、経常利益が621,126千円（同2.2％増）となりました。また、資産除去債務会計基準の

適用に伴う影響額38,562千円を特別損失に計上したこと等により、税金等調整前当期純利益が583,261千円（同

12.8％増）となり、法人税、住民税及び事業税、法人税等調整額、少数株主利益の合計281,231千円を差し引きし

た結果、当期純利益は302,029千円（同10.5％減）となりました。 

② 次期の見通し 

東日本大震災が経済に与える影響は多大であり、先行きは不透明な状況であります。当業界におきましては、建

設資材の供給不足等により予定されている工事の着工の延期等も予測されますが、長期的には復興工事の本格化に

ともない事業環境は変化するもの思われます。 

このような状況下で、当社グループは、対処すべき課題として掲げた「グループ連携の強化」、「既存事業の収

益力の強化」、「環境関連への多角化」、「復興工事への対応」につき重点的に取り組み、次の成長戦略への基盤

をより強固にしてまいります。 

具体的には、引き続き、鉄道インフラ関連（整備新幹線工事関連、リニア工事関連）や改修工事関連など通常時

の営業活動を強化するとともに、太陽光パネル架台の製造販売や防災関連商材の普及ＰＲを本格化するなど、次の

事業の柱として環境関連への領域を拡大してまいります。 

また、復興関連において、東北地域での機材供給体制を強化し、当面は、早期復旧、復興に対応すべく、社会イ

ンフラの復旧等、政府が中心となり推進する公共工事関連の要請に万全を期する所存であります。 

これらの活動により、平成24年３月期の連結業績予想は、売上高22,600,000千円、営業利益1,050,000千円、経

常利益850,000千円、当期純利益518,000千円を見込んでおります。 

  

(2）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度の総資産は、29,594,823千円となり、前連結会計年度末と比べ4,311,536千円増加いたしまし

た。この主な要因は、ホリー株式会社を完全子会社化したこと等に伴う、現金及び預金の増加1,291,739千円、受

取手形及び売掛金の増加1,087,340千円、商品及び製品の増加765,282千円、原材料及び貯蔵品の増加334,774千

円、土地の増加677,596千円等によるものであります。 

負債合計は、23,856,200千円となり、前連結会計年度末と比べ4,252,701千円増加いたしました。この主な要因

は、ホリー株式会社を完全子会社化したこと等に伴う、支払手形及び買掛金の増加1,346,441千円、１年内返済予

定の長期借入金の増加224,629千円、長期借入金の増加1,674,634千円等によるものであります。 

純資産合計は、5,738,623千円となり、前連結会計年度末と比べ58,834千円増加いたしました。この主な要因

は、利益剰余金の増加85,413千円等によるものであります。 

１．経営成績
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② キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、税金等調整前当期純利益が増加し、賃貸資産の取得による支

出の減少及び仕入債務の増加等により、前連結会計年度末に比べ1,304,458千円増加し、3,039,217千円（前年同

期比75.2％増）となりました。 

当連結会計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。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  営業活動によるキャッシュ・フローは、2,483,852千円の収入（前連結会計年度は1,923,641千円の収入）とな

りました。主な要因は、税金等調整前当期純利益583,261千円計上し、減価償却費2,745,795千円が賃貸資産の取

得による支出1,221,627千円を上回ったこと及び仕入債務の増加308,807千円等によります。 

（投資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・フローは、692,936千円の支出（前連結会計年度は1,210,600千円の支出）となり

ました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出408,830千円、有形固定資産の売却による収入71,559千

円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出330,802千円等があったことによります。 

（財務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・フローは、477,709千円の支出（前連結会計年度は584,682千円の支出）となりま

した。主な要因は、長期借入れによる収入5,188,660千円及び社債の発行による収入973,920千円に対して短期借

入金の純増減額929,423千円の支出、長期借入金の返済による支出4,246,535千円、社債の償還による支出

1,508,200千円等があったことによります。 

（参考）キャッシュ・フロー関係指標の推移 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースでの自己資本比率：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）各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

（注２）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３）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４）有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っているすべての負債を対象としてお

ります。 

（注５）平成21年３月期の営業キャッシュ・フローはマイナスとなるため、当該期のキャッシュ・フロー対有利子負債比

率及びインタレスト・カバレッジ・レシオは記載しておりません。 

(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、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、株主の皆様への利益還元を重視

し安定した配当を継続して実施していくことを基本としております。内部留保につきましては、財務体質の改善と将

来の収益確保及び市場シェア獲得のための新型機材等への設備投資に充ててまいりたいと考えております。  

なお、当期の配当につきましては、平成23年５月24日に開催予定の当社取締役会決議により、１株当たり20円の配

当を実施させていただく予定であります。また、次期の配当につきましても１株当たり20円とさせていただく予定で

あります。  

  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（％）  21.8  22.1  19.1

時価ベースの自己資本比率（％）  18.8  15.4  18.3

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％）  －  8.2  7.6

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  －  7.4  9.3
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当社グループは、建設用仮設機材のレンタルを主たる業務としております。 

当社グループは、建設用仮設機材のレンタル事業の単一セグメントであり、当社グループの事業内容及び当社と関係

会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。 

 当社グループがレンタルする主要な仮設機材は外部足場材、支保工材、吊り足場材、型枠材、安全養生材、屋根型仮

設材等であります。当社が全国各地に支店５ヶ所、営業所７ヶ所及び機材センター22ヶ所を配備してレンタル及び販売

するほか、連結子会社７社が仮設機材をレンタル及び販売しております。 

㈱キャディアンが、仮設図面の作成を行い、当社グループ及び取引先に提供しております。 

ホリー㈱及びホリーコリア㈱が、仮設機材の製造を行い、当社グループ及び取引先に提供しております。 

(1）事業系統図 

 
（注） 平成22年９月28日に、ホリー株式会社の全株式を取得し、同社及び同社の100％子会社であるホリーコリア株

式会社を連結子会社といたしました。 

２．企業集団の状況
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(2）関係会社の状況 

（注）１．主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。 

２．株式会社キャディアンは、平成22年５月７日付で大阪市北区に本店登記を移転しております。 

３．平成22年９月28日に、ホリー株式会社の全株式を取得し、同社及び同社の100％子会社であるホリーコリア

株式会社を連結子会社といたしました。 

４．株式会社ＳＮビルテックは、平成23年２月22日付で東京都中央区新川二丁目に本店登記を移転しておりま

す。 

５．株式会社ナガキタは、平成23年３月18日に実施された株式譲渡により、当社の議決権の所有割合は100％と

なっております。 

６．株式会社ナガキタは、平成23年４月１日付で、株式会社新建ナガキタに商号変更しております。 

７．特定子会社に該当しております。 

８．議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。  

名称 住所 
資本金 

（千円） 
主要な事業内容 

議決権の

所有割合

（％） 

関係内容 

連結子会社           

㈱イワタ 和歌山県紀の川市  10,032
建設用仮設機材の

レンタル事業 
 60.0

当社から仮設機材をレンタ

ル・販売しております。 

役員の兼任１名 

㈱ナガキタ 

（注）５、６ 
新潟市江南区  10,000

建設用仮設機材の

レンタル事業 
 100.0

当社から仮設機材をレンタ

ル・販売しております。 

役員の兼任１名 

㈱タツミ 茨城県水戸市  10,000
建設用仮設機材の

レンタル事業 
 60.0

当社から仮設機材をレンタ

ル・販売しております。 

役員の兼任２名 

㈱キャディアン 

（注）２  
大阪市北区  30,000

建設用仮設機材の

レンタル事業 
 100.0

当社から仮設図面の作成を

依頼しております。 

役員の兼任３名 

㈱ヒラマツ 静岡県牧之原市  10,000
建設用仮設機材の

レンタル事業 
 60.0

当社から仮設機材をレンタ

ル・販売しております。 

役員の兼任２名 

㈱ＳＮビルテック 

（注）４  
東京都中央区  30,000

建設用仮設機材の

レンタル事業 
 100.0

当社から仮設機材をレンタ

ル・販売しております。 

役員の兼任２名 

㈱青森アトム 
青森県下北郡 

東通村 
 10,000

建設用仮設機材の

レンタル事業 
 100.0

当社から仮設機材をレンタ

ル・販売しております。 

役員の兼任４名 

㈱石島機材製作所 

（注）７ 
名古屋市中川区  10,000

建設用仮設機材の

レンタル事業 
 100.0

当社から仮設機材をレンタ

ル・販売しております。 

役員の兼任１名 

ホリー㈱ 

（注）３、７ 
東京都江東区  400,000

建設用仮設機材の

レンタル事業 
 100.0

当社へ仮設機材を販売して

おります。 

役員の兼任１名 

ホリーコリア㈱ 

（注）３、７、８ 
大韓民国慶尚南道 

 

百万ウォン 

3,400 建設用仮設機材の

レンタル事業 

 100.0

(100.0)

ホリー㈱へ仮設機材を販売

しております。 
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(1）会社の経営の基本方針 

当社グループは、仮設機材の提供を通じて質の高いサービスを広くお客様に提供し、建設・環境・防災分野での社

会的貢献を果たすことを目指しております。また、常にお客様のニーズにお応えするために、新商品の開発及びサー

ビスの向上に努め、新しい価値を提供し続けることにより、当社グループのさらなる発展を図るとともに、社会、株

主、そして従業員に対して信頼と期待に応え、事業の永続的な発展を目指してまいります。 

(2）目標とする経営指標 

当社グループは、毎期の業績目標を着実に達成することが企業価値の増大に繋がると考えております。そのため、

第一の目標としては、平成24年３月期の業績目標の達成に注力する所存であります。また、中期的な目標として、財

務体質の改善を図るとともに、環境関連事業の毎期10％以上の成長、売上高経常利益率５％を確保することを掲げて

おります。  

(3）会社の対処すべき課題と中長期的な会社の経営戦略 

当社グループは、建設投資の低迷や同業他社との価格競争により厳しい環境に置かれております。このような状況

下で当社グループはここ数年、保有機材の更新、安全機材、新型機材への投資、環境関連事業への投資、Ｍ＆Ａによ

る事業領域の拡大を推進し、次の成長戦略への基盤作りを行ってまいりました。今後は、さらなる成長を遂げるため

に、以下のような取組みを行ってまいります。 

① グループ連携の強化 

グループ経営資源を 大限に活かし運用するため、情報、レンタル資産、機材センター等を一元管理、共有化す

ることにより、グループ連携の強化を図ってまいります。また、お客様に対しましては、グループ保有のリソース

を活用した総合提案を実施し、受注拡大を目指してまいります。  

② 既存事業の収益力の強化 

当社グループにメーカー機能を保有したことにより、業界内のディファクトスタンダードをより強固に推進し、

商品戦略等において優位性を発揮してまいります。また、受注形態の多様化による売上拡大を図る一方で、適正価

格受注の推進、グループ内の重複拠点、部門の統廃合によるコスト削減を実施し、収益力の強化を図ります。  

③ 環境関連への多角化 

社会インフラの耐震化、自然災害の予防保全等の防災関連商品、土壌改良等の周辺環境に配慮を要する工事に対

応する屋根材、高層構築物の改修工事において省力・省コストを実現する昇降式足場、太陽光発電システム及び太

陽光パネル架台等、環境問題を広く捉えた関連商材の拡販を強化し、コア事業とのシナジーを生みながら、環境関

連への事業領域を拡大してまいります。  

④ 復興工事への対応 

当社グループは、社会インフラ整備に携わる企業として、この度の大震災の復旧・復興活動への要請に対して

は、当社グループが保有する仮設機材を 大限に活用し、全力で取り組む所存であります。  

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 2,049,084 3,340,824

受取手形及び売掛金 3,804,662 4,892,003

商品 616,899 －

商品及び製品 － 1,382,181

仕掛品 － 213,033

貯蔵品 7,862 －

原材料及び貯蔵品 － 342,636

繰延税金資産 111,114 142,858

その他 300,953 360,425

貸倒引当金 △252,224 △277,860

流動資産合計 6,638,353 10,396,103

固定資産   

有形固定資産   

賃貸資産 23,643,944 24,282,183

減価償却累計額 △11,907,215 △13,387,316

賃貸資産（純額） 11,736,729 10,894,866

建物及び構築物 2,858,391 3,208,701

減価償却累計額及び減損損失累計額 △1,518,568 △1,820,916

建物及び構築物（純額） 1,339,822 1,387,785

機械装置及び運搬具 342,176 464,601

減価償却累計額 △283,492 △365,242

機械装置及び運搬具（純額） 58,684 99,359

土地 3,037,777 3,715,374

リース資産 11,448 632,602

減価償却累計額 △2,910 △131,551

リース資産（純額） 8,537 501,051

建設仮勘定 6,721 10,383

その他 272,887 448,973

減価償却累計額 △146,038 △283,083

その他（純額） 126,849 165,890

有形固定資産合計 16,315,122 16,774,709

無形固定資産   

借地権 395,858 395,858

のれん － 94,796

リース資産 5,653 4,503

その他 337,001 323,436

無形固定資産合計 738,513 818,595
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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) 

投資その他の資産   

投資有価証券 570,919 530,916

長期貸付金 10,378 4,754

差入保証金 371,542 383,945

会員権 76,879 77,149

繰延税金資産 109,859 96,954

その他 765,958 687,621

貸倒引当金 △314,239 △175,926

投資その他の資産合計 1,591,298 1,605,414

固定資産合計 18,644,934 19,198,719

資産合計 25,283,287 29,594,823

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,637,760 2,984,201

短期借入金 800,000 971,502

1年内償還予定の社債 1,305,000 1,026,400

1年内返済予定の長期借入金 3,927,472 4,152,101

リース債務 3,495 125,648

未払法人税等 84,606 227,621

繰延税金負債 － 172

賞与引当金 85,396 124,007

設備関係支払手形 389,875 92,349

その他 975,462 1,041,309

流動負債合計 9,209,069 10,745,315

固定負債   

社債 1,030,000 1,278,000

長期借入金 8,187,760 9,862,394

リース債務 11,405 345,508

繰延税金負債 118,284 173,543

退職給付引当金 195,052 395,323

役員退職慰労引当金 160,900 183,045

資産除去債務 － 12,146

負ののれん 10,123 －

その他 680,904 860,924

固定負債合計 10,394,429 13,110,885

負債合計 19,603,498 23,856,200
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 679,750 679,750

資本剰余金 717,750 717,750

利益剰余金 4,378,083 4,463,496

自己株式 △170,744 △170,820

株主資本合計 5,604,838 5,690,176

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △7,411 △41,537

繰延ヘッジ損益 △9,548 △5,515

為替換算調整勘定 － 5,309

その他の包括利益累計額合計 △16,959 △41,743

少数株主持分 91,909 90,189

純資産合計 5,679,788 5,738,623

負債純資産合計 25,283,287 29,594,823
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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 14,530,367 17,490,952

売上原価 8,770,307 11,509,246

売上総利益 5,760,060 5,981,705

販売費及び一般管理費 5,081,525 5,258,785

営業利益 678,535 722,920

営業外収益   

受取利息 10,763 4,359

受取配当金 17,773 13,805

受取賃貸料 43,856 51,586

負ののれん償却額 656 －

賃貸資産受入益 71,757 50,069

スクラップ売却収入 59,766 72,186

匿名組合投資利益 － 36,446

その他 102,646 92,915

営業外収益合計 307,221 321,368

営業外費用   

支払利息 259,540 257,060

支払手数料 52,902 53,675

社債発行費 － 26,079

その他 65,704 86,346

営業外費用合計 378,147 423,162

経常利益 607,608 621,126

特別利益   

固定資産売却益 － 6,354

賞与引当金戻入額 － 11,793

負ののれん発生益 114,957 3,279

特別利益合計 114,957 21,426

特別損失   

固定資産売却損 6,000 －

固定資産除却損 8,875 8,428

機材センター移転費用 190,773 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 38,562

災害による損失 － 12,300

特別損失合計 205,648 59,291

税金等調整前当期純利益 516,917 583,261

法人税、住民税及び事業税 64,712 293,524

法人税等調整額 127,700 △18,193

法人税等合計 192,412 275,331

少数株主損益調整前当期純利益 324,504 307,930

少数株主利益又は少数株主損失（△） △12,902 5,900

当期純利益 337,406 302,029
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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 － 307,930

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － △34,134

繰延ヘッジ損益 － 4,032

為替換算調整勘定 － 5,309

その他の包括利益合計 － ※2  △24,792

包括利益 － ※1  283,137

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － 277,246

少数株主に係る包括利益 － 5,891
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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 679,750 679,750

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 679,750 679,750

資本剰余金   

前期末残高 717,750 717,750

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 717,750 717,750

利益剰余金   

前期末残高 4,257,295 4,378,083

当期変動額   

剰余金の配当 △216,618 △216,615

当期純利益 337,406 302,029

当期変動額合計 120,788 85,413

当期末残高 4,378,083 4,463,496

自己株式   

前期末残高 △170,688 △170,744

当期変動額   

自己株式の取得 △56 △75

当期変動額合計 △56 △75

当期末残高 △170,744 △170,820

株主資本合計   

前期末残高 5,484,107 5,604,838

当期変動額   

剰余金の配当 △216,618 △216,615

当期純利益 337,406 302,029

自己株式の取得 △56 △75

当期変動額合計 120,731 85,338

当期末残高 5,604,838 5,690,176
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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 △37,546 △7,411

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 30,134 △34,125

当期変動額合計 30,134 △34,125

当期末残高 △7,411 △41,537

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △8,121 △9,548

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,426 4,032

当期変動額合計 △1,426 4,032

当期末残高 △9,548 △5,515

為替換算調整勘定   

前期末残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 5,309

当期変動額合計 － 5,309

当期末残高 － 5,309

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 △45,667 △16,959

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 28,708 △24,783

当期変動額合計 28,708 △24,783

当期末残高 △16,959 △41,743

少数株主持分   

前期末残高 104,810 91,909

当期変動額   

連結子会社株式の取得による持分の増減 － △7,611

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △12,900 5,891

当期変動額合計 △12,900 △1,720

当期末残高 91,909 90,189

純資産合計   

前期末残高 5,543,249 5,679,788

当期変動額   

剰余金の配当 △216,618 △216,615

当期純利益 337,406 302,029

自己株式の取得 △56 △75

連結子会社株式の取得による持分の増減 － △7,611

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 15,807 △18,892

当期変動額合計 136,538 58,834

当期末残高 5,679,788 5,738,623
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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 516,917 583,261

減価償却費 2,602,089 2,745,795

機材センター移転費用 190,773 －

のれん償却額 － 10,927

負ののれん償却額 △656 －

負ののれん発生益 △114,957 △3,279

賃貸資産除却に伴う原価振替額 379,765 216,108

賃貸資産売却に伴う原価振替額 50,326 157,545

賃貸資産の取得による支出 △2,064,719 △1,221,627

賃貸資産受入益 △71,757 △50,069

貸倒引当金の増減額（△は減少） △437,872 △135,819

賞与引当金の増減額（△は減少） △17,320 9,150

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △3,090 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 63,575 27,430

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 14,000 △1,710

受取利息及び受取配当金 △28,536 △18,164

支払利息 259,540 257,060

社債発行費 － 26,079

有形固定資産除却損 8,875 8,428

匿名組合投資損益（△は益） － △36,446

売上債権の増減額（△は増加） 1,146,093 465,255

たな卸資産の増減額（△は増加） △23,456 △454,549

仕入債務の増減額（△は減少） 85,995 308,807

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 38,562

災害損失 － 12,300

その他 △270,349 △156,401

小計 2,285,234 2,788,648

利息及び配当金の受取額 28,810 17,932

利息の支払額 △259,228 △267,672

法人税等の支払額 △131,175 △176,160

法人税等の還付額 － 121,104

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,923,641 2,483,852
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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) 

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 △15,379 △16,618

定期預金の払戻による収入 75,100 29,400

有形固定資産の取得による支出 △398,007 △408,830

有形固定資産の売却による収入 85,487 71,559

無形固定資産の取得による支出 △190,629 △8,577

投資有価証券の取得による支出 △110,165 △2,856

投資有価証券の償還による収入 50,000 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△690,580 △330,802

子会社株式の取得による支出 － △4,332

貸付けによる支出 △23,620 △14,116

貸付金の回収による収入 17,934 27,088

その他 △10,739 △34,851

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,210,600 △692,936

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） △900,000 △929,423

セール・アンド・リースバックによる収入 － 287,417

リース債務の返済による支出 △2,388 △73,295

セール・アンド・割賦バックによる収入 － 52,979

割賦債務の返済による支出 － △7,072

長期借入れによる収入 5,120,000 5,188,660

長期借入金の返済による支出 △4,185,618 △4,246,535

社債の発行による収入 － 973,920

社債の償還による支出 △400,000 △1,508,200

配当金の支払額 △216,618 △216,085

自己株式の取得による支出 △56 △75

財務活動によるキャッシュ・フロー △584,682 △477,709

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △8,748

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 128,358 1,304,458

現金及び現金同等物の期首残高 1,606,401 1,734,759

現金及び現金同等物の期末残高 1,734,759 3,039,217
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 該当事項はありません。  

  

  

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 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 

  

(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） 

（企業結合に関する会計基準等の適用） 

 「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号

平成20年12月26日）、「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）、

「「研究開発費等に係る会計基準」の一部改正」（企業

会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に

関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成20年12月

26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第

16号 平成20年12月26日公表分）及び「企業結合会計基

準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会

計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）が平成21年

４月１日以後開始する連結会計年度において 初に実施

される企業結合及び事業分離等から適用することができ

ることになったことに伴い、当連結会計年度よりこれら

の会計基準等を適用しております。  

（資産除去債務に関する会計基準等の適用） 

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。 

これにより、営業利益及び経常利益は2,541千円減少

し、税金等調整前当期純利益は41,103千円減少しており

ます。 

(7）連結財務諸表に関する注記事項

（連結包括利益計算書関係）

親会社株主に係る包括利益 366,114千円

少数株主に係る包括利益 △12,900 

計 353,213 

その他有価証券評価差額金 30,136千円

繰延ヘッジ損益 △1,426 

計 28,709 
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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） 

 仮設機材のレンタル事業の売上高、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び

全セグメントの資産の金額の合計額に占める割合がいずれも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） 

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

   

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） 

 海外売上高は、いずれも連結売上高の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。 

  

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、建設用仮設機材のレンタル事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

   

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） 

１．製品及びサービスごとの情報 

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を

省略しております。 

  

２．地域ごとの情報 

(1）売上高 

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。  

  

(2）有形固定資産 

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載

を省略しております。  

  

３．主要な顧客ごとの情報 

連結損益計算書の売上高の10％以上を占める顧客が存在しないため、記載を省略しております。  

   

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） 

該当事項はありません。 

   

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、建設用仮設機材のレンタル事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

    

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、建設用仮設機材のレンタル事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

  

（追加情報） 

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、「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。 

    

（セグメント情報等）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高

ｄ．セグメント情報

ｅ．関連情報

ｆ．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

ｇ．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

ｈ．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
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(注）１．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

     ２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、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 円 銭515 92

１株当たり当期純利益金額 円 銭31 15

１株当たり純資産額 円 銭521 53

１株当たり当期純利益金額 円 銭27 89

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。 

  
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） 

当期純利益（千円）  337,406  302,029

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）  337,406  302,029

期中平均株式数（千株）  10,830  10,830

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金額の算定に含めなかった

潜在株式の概要 

－ 
連結子会社の新株予約権２種類 

（新株予約権の数236個） 

  
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) 

純資産の部の合計額（千円）  5,679,788  5,738,623

純資産の部の合計額から控除する金額（千円）  91,909  90,189

（うち少数株主持分） ( ) 91,909 ( ) 90,189

普通株式に係る期末の純資産額（千円）  5,587,878  5,648,433

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の

普通株式数（千株） 
 10,830  10,830

（重要な後発事象）

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） 

──────  当社の連結子会社である株式会社ナガキタは、平成23

年４月１日付で民事再生手続中である新建機材株式会社

の事業を譲り受けました。 

(1）事業譲受の目的 

 新潟県及び関東地区の事業強化 

(2）譲り受けた事業の内容 

 建設用仮設機材のレンタル及び販売事業  

(3）譲り受けた資産・負債の額 

流動資産 276,774千円

固定資産 273,964千円

流動負債 71,201千円

固定負債 41,977千円
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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 1,425,381 2,422,746

受取手形 771,367 753,390

売掛金 2,641,828 2,566,497

商品 597,541 873,283

貯蔵品 7,790 6,999

前払費用 126,858 135,894

繰延税金資産 52,231 64,779

その他 132,800 67,333

貸倒引当金 △254,751 △261,863

流動資産合計 5,501,049 6,629,062

固定資産   

有形固定資産   

賃貸資産 23,271,138 22,801,965

減価償却累計額 △11,916,425 △12,683,725

賃貸資産（純額） 11,354,713 10,118,239

建物 986,763 988,679

減価償却累計額及び減損損失累計額 △435,194 △483,152

建物（純額） 551,569 505,527

構築物 1,567,383 1,597,149

減価償却累計額及び減損損失累計額 △912,944 △1,035,620

構築物（純額） 654,438 561,528

機械及び装置 185,989 187,423

減価償却累計額 △155,128 △162,456

機械及び装置（純額） 30,860 24,966

車両運搬具 62,065 65,320

減価償却累計額 △50,046 △57,200

車両運搬具（純額） 12,018 8,119

工具、器具及び備品 251,798 287,568

減価償却累計額 △130,152 △150,001

工具、器具及び備品（純額） 121,646 137,566

土地 2,663,938 2,652,376

リース資産 8,136 333,270

減価償却累計額 △1,898 △38,534

リース資産（純額） 6,237 294,735

建設仮勘定 6,721 4,140

有形固定資産合計 15,402,145 14,307,201

無形固定資産   

借地権 395,858 395,858

ソフトウエア 60,140 30,736

ソフトウエア仮勘定 269,220 269,220

リース資産 5,653 4,503

無形固定資産合計 730,872 700,319
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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) 

投資その他の資産   

投資有価証券 426,235 394,904

関係会社株式 1,050,054 1,993,886

長期貸付金 6,488 4,204

破産更生債権等 234,135 73,370

長期前払費用 109,023 118,274

繰延税金資産 81,768 64,484

差入保証金 348,378 300,751

会員権 75,726 75,926

その他 210,259 187,771

貸倒引当金 △245,919 △101,090

投資その他の資産合計 2,296,149 3,112,482

固定資産合計 18,429,168 18,120,003

資産合計 23,930,217 24,749,066

負債の部   

流動負債   

支払手形 597,613 641,923

買掛金 907,526 903,330

短期借入金 1,000,000 500,000

1年内償還予定の社債 1,290,000 880,000

1年内返済予定の長期借入金 3,856,400 3,681,100

リース債務 2,915 57,929

未払金 597,728 641,039

未払費用 111,078 108,506

未払法人税等 19,921 206,472

未払消費税等 43,889 52,049

預り金 24,885 25,992

賞与引当金 61,992 73,751

設備関係支払手形 389,875 176,884

その他 19,764 39,402

流動負債合計 8,923,591 7,988,381

固定負債   

社債 1,000,000 1,020,000

長期借入金 8,137,400 9,420,950

退職給付引当金 161,604 171,663

役員退職慰労引当金 160,900 156,700

長期未払金 349,410 517,280

リース債務 9,569 252,282

資産除去債務 － 12,146

負ののれん 3,310 3,116

その他 153,987 136,341

固定負債合計 9,976,183 11,690,480

負債合計 18,899,774 19,678,861
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 679,750 679,750

資本剰余金   

資本準備金 717,750 717,750

資本剰余金合計 717,750 717,750

利益剰余金   

利益準備金 76,812 76,812

その他利益剰余金   

別途積立金 2,010,000 2,010,000

繰越利益剰余金 1,732,372 1,796,212

利益剰余金合計 3,819,184 3,883,024

自己株式 △170,744 △170,820

株主資本合計 5,045,939 5,109,704

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5,948 △33,984

繰延ヘッジ損益 △9,548 △5,515

評価・換算差額等合計 △15,497 △39,500

純資産合計 5,030,442 5,070,204

負債純資産合計 23,930,217 24,749,066
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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   

賃貸収入 10,812,479 10,039,910

商品売上高 2,243,141 2,744,609

売上高合計 13,055,620 12,784,519

売上原価   

賃貸収入原価 7,238,373 7,209,655

商品売上原価 980,457 1,046,176

売上原価合計 8,218,831 8,255,831

売上総利益 4,836,788 4,528,688

販売費及び一般管理費   

販売手数料 54,229 50,206

貸倒引当金繰入額 167,679 7,757

役員報酬 161,400 143,505

給料及び手当 1,190,985 1,186,715

賞与及び手当 115,592 115,467

法定福利費 168,465 174,037

福利厚生費 80,921 96,598

賞与引当金繰入額 61,992 73,751

退職給付費用 99,823 97,045

役員退職慰労引当金繰入額 21,000 19,700

通信費 61,794 53,851

賃借料 76,259 75,164

減価償却費 210,434 246,000

長期前払費用償却 12,944 15,198

地代 466,673 431,349

家賃 400,497 349,643

その他 817,871 773,888

販売費及び一般管理費合計 4,168,564 3,909,882

営業利益 668,224 618,805

営業外収益   

受取利息 9,430 2,161

受取配当金 6,751 65,349

受取賃貸料 53,840 61,530

負ののれん償却額 194 194

賃貸資産受入益 71,757 50,069

スクラップ売却収入 28,077 41,579

雑収入 29,680 59,882

営業外収益合計 199,732 280,766

営業外費用   

支払利息 227,703 205,428

社債利息 28,988 25,174

支払手数料 52,902 53,525

社債発行費 － 26,079

雑損失 32,854 42,690

営業外費用合計 342,449 352,898

経常利益 525,507 546,674
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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) 

特別損失   

固定資産売却損 6,000 －

固定資産除却損 4,454 2,676

機材センター移転費用 190,773 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 36,686

災害による損失 － 12,300

特別損失合計 201,227 51,663

税引前当期純利益 324,279 495,010

法人税、住民税及び事業税 6,130 208,425

法人税等調整額 144,121 6,129

法人税等合計 150,252 214,554

当期純利益 174,026 280,456
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 （注） 他勘定受入高は、賃貸資産の振替受入高であります。 

  

売上原価明細書

    
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） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

Ⅰ 賃貸収入原価               

１．賃借料    1,053,613      1,154,973     

２．検収修理費    1,557,427      1,495,674     

３．運賃    1,483,316      1,452,888     

４．減価償却費    2,316,825      2,274,469     

５．その他    827,190  7,238,373  88.1  831,649  7,209,655  87.3

Ⅱ 商品売上原価               

１．期首商品棚卸高    539,295      597,541     

２．当期商品仕入高    989,207      1,179,173     

３．他勘定受入高    49,495      142,744     

合計    1,577,999      1,919,460     

４．期末商品棚卸高    597,541  980,457  11.9  873,283  1,046,176  12.7

売上原価      8,218,831  100.0    8,255,831  100.0
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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 679,750 679,750

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 679,750 679,750

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 717,750 717,750

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 717,750 717,750

資本剰余金合計   

前期末残高 717,750 717,750

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 717,750 717,750

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 76,812 76,812

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 76,812 76,812

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 2,010,000 2,010,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,010,000 2,010,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,774,963 1,732,372

当期変動額   

剰余金の配当 △216,618 △216,615

当期純利益 174,026 280,456

当期変動額合計 △42,591 63,840

当期末残高 1,732,372 1,796,212

利益剰余金合計   

前期末残高 3,861,776 3,819,184

当期変動額   

剰余金の配当 △216,618 △216,615

当期純利益 174,026 280,456

当期変動額合計 △42,591 63,840

当期末残高 3,819,184 3,883,024
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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 △170,688 △170,744

当期変動額   

自己株式の取得 △56 △75

当期変動額合計 △56 △75

当期末残高 △170,744 △170,820

株主資本合計   

前期末残高 5,088,588 5,045,939

当期変動額   

剰余金の配当 △216,618 △216,615

当期純利益 174,026 280,456

自己株式の取得 △56 △75

当期変動額合計 △42,648 63,764

当期末残高 5,045,939 5,109,704

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △37,546 △5,948

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 31,597 △28,035

当期変動額合計 31,597 △28,035

当期末残高 △5,948 △33,984

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △8,121 △9,548

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,426 4,032

当期変動額合計 △1,426 4,032

当期末残高 △9,548 △5,515

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △45,667 △15,497

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 30,170 △24,003

当期変動額合計 30,170 △24,003

当期末残高 △15,497 △39,500

純資産合計   

前期末残高 5,042,920 5,030,442

当期変動額   

剰余金の配当 △216,618 △216,615

当期純利益 174,026 280,456

自己株式の取得 △56 △75

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 30,170 △24,003

当期変動額合計 △12,477 39,761

当期末残高 5,030,442 5,070,204
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