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1.  平成24年4月期の連結業績（平成23年5月1日～平成24年4月30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 ％

24年4月期 6,781 4.9 486 7.9 484 6.3 318 29.7
23年4月期 6,461 ― 450 ― 455 ― 245 ―

（注）包括利益 24年4月期 321百万円 （31.8％） 23年4月期 244百万円 （―％）

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 ％ ％ ％

24年4月期 73.95 ― 9.0 8.3 7.2
23年4月期 57.04 ― 7.6 8.1 7.0

（参考） 持分法投資損益 24年4月期  ―百万円 23年4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

24年4月期 5,823 3,552 61.0 824.74
23年4月期 5,805 3,321 57.2 771.04

（参考） 自己資本   24年4月期  3,552百万円 23年4月期  3,321百万円

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

24年4月期 218 △34 △190 606
23年4月期 306 △486 176 612

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 ％ ％

23年4月期 ― 0.00 ― 21.00 21.00 90 36.8 2.8
24年4月期 ― 0.00 ― 25.00 25.00 107 33.8 3.0
25年4月期(予想) ― 0.00 ― 22.00 22.00 ―

3. 平成25年 4月期の連結業績予想（平成24年 5月 1日～平成25年 4月30日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期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) 3,418 7.5 162 1.1 161 0.6 93 △39.2 21.62
通期 7,217 6.4 501 3.1 497 2.8 277 △12.8 64.49
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※  注記事項 
(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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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会計方針の変更  ： 無
② ①以外の会計方針の変更  ： 無
③ 会計上の見積りの変更  ： 無
④ 修正再表示  ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年4月期 4,512,640 株 23年4月期 4,512,640 株
② 期末自己株式数 24年4月期 205,040 株 23年4月期 205,040 株

③ 期中平均株式数 24年4月期 4,307,600 株 23年4月期 4,307,600 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成24年4月期の個別業績（平成23年5月1日～平成24年4月30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 ％

24年4月期 6,502 3.4 442 4.0 449 3.2 284 25.9
23年4月期 6,290 1.0 425 5.5 435 5.2 225 1.2

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

24年4月期 65.94 ―
23年4月期 52.37 ―

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

24年4月期 5,698 3,497 61.4 811.98
23年4月期 5,695 3,301 58.0 766.36

（参考） 自己資本 24年4月期  3,497百万円 23年4月期  3,301百万円

2. 平成25年 4月期の個別業績予想（平成24年 5月 1日～平成25年 4月30日） 
（％表示は、通期は対前期、四半期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予想等の将来に関する記述は、当社が現状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
４ページ「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) 3,300 7.9 153 1.4 81 △43.2 19.01
通期 6,938 6.7 462 3.1 236 △16.6 54.98
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(1）経営成績に関する分析 

（当期の経営成績） 

当連結会計年度におけるわが国経済は、東日本大震災の影響による厳しい状況からのゆるやかな回復もみられ、

又、欧州財政危機や急激な円高などの影響をうけたものの個人消費も底堅く推移するなど緩やかな持直し傾向がみら

れました。 

当社グループが関係する安全機材業界及びサインメディア業界におきましても、復興に係る財源の確保をはじめ公

共事業予算は前年度を上回るなど公共事業は全般的に底堅く推移致しましたものの、西日本地域におきましては、東

北地方を中心とした震災復興関連への予算のシフトによる、公共事業の縮減や民間設備投資の縮小等、総じて厳しい

経営環境が続いております。 

その一方で、全国的に防災に対する予算が承認されるなど安全に対するニーズがますます高まる中、当社の企業使

命は重要性を高めつつあり、いよいよに真価を問われてきております。 

このような状勢のもと、当社グループは完璧な安全環境の構築、快適な労働環境の創造に向け、変容する外部環境

に素早く適応すべく経営理念に基づく企業使命全うへと、環境に配慮したエコプリントシステムや当社独自のサイン

メディア戦略推進システム等の活用によるサインメディア事業の推進、更にはグリーンクロスロジスティクスの機能

力を活かしたグリーンレンタル事業の強化を図ると共に、西日本を中心とした国内39拠点のネットワーク網を 有効

活用し、更には環境対応型安全機材用品やＮＥＴＩＳ商品、当社オリジナル商品の開発等、経営資源を有効に活用の

もと提案型営業の推進による販路の拡大及び細やかなサービスの提供による取引深耕を強力に推進し、より一層の経

営努力を傾注いたしました結果、当連結会計年度の売上高は6,781百万円（前期比4．9％増）、営業利益は486百万円

（前期比7.9％増）、経常利益は484百万円（前期比6.3％増）、純利益は318百万円（前期比29.7％増）となりまし

た。 

（次期の見通し） 

次期の見通しにつきましては、引続き欧州財政危機の長期化や急激な円高、又電力供給の制約等による経済の停滞

や財政悪化等厳しい状況が続きつつも緩やかな内需回復基調が期待されます。  

このような状勢のもと、サインメディア事業におきましては、エコプリントシステムの活用等当社独自の提案型営

業による更なる市場領域の広域化及び販売チャンネルの多様化を図ってまいります。 

また、グリーンレンタル事業におきましては、お客様の高度化・多様化するニーズに専門の位置からお応えしてゆ

くために、環境に適応してゆく商品開発をはじめ、39拠点ネットワーク網並びにグリーンクロスロジスティクスの機

能力を 大限発揮してまいります。 

社会が求める、新たな安全・サインメディアへの環境ニーズに、安全・サイン・レンタル等トータル的な提案を強

力に推進し、中期における経営理念に基づく総合安全産業立脚へと西日本を起点に日本全国への販売拠点網構築に向

け、収益力の強化並びに財務体質の健全化等盤石な体制基盤の確立に邁進いたします。 

  次期の業績につきましては、売上高7,217百万円（前期比6.4％増）、営業利益は501百万円（前期比3.1％増）経常利

益は497百万円（前期比2.8％増）、当期純利益は277百万円（前期比12.8％減）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 

(流動資産） 

 当連結会計年度における流動資産は、3,521百万円で、前連結会計年度末に比べ86百万円の増加となりました。 

 主な要因は売掛金の増加88百万円等によるものです。 

（固定資産） 

 当連結会計年度における固定資産は、2,301百万円で、前連結会計年度末に比べ69百万円の減少となりました。 

  主な要因は減価償却による有形固定資産の減少55百万円、繰延税金資産の減少11百万円等によるものです。 

（流動負債） 

 当連結会計年度における流動負債は、2,003百万円で、前連結会計年度末に比べ111百万円の減少となりました。 

主な要因は支払手形及び買掛金の減少31百万円、未払金の減少338百万円、未払法人税等の増加239百万円、未払

消費税等の増 加16百万円等によるものです。 

（固定負債） 

 当連結会計年度における固定負債は、266百万円で、前連結会計年度末に比べ102百万円の減少となりました。 

 主な要因は長期借入金の減少99百万円等によるものです。 

（純資産） 

 当連結会計年度における純資産は、3,552百万円で、前連結会計年度末に比べ231百万円の増加となりました。 

 主な要因は利益剰余金の増加228百万円、その他有価証券評価差額金の増加2百万円等によるものです。 

１．経営成績
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 この結果、１株当たり純資産額は、前事業年度末に比べ53円70銭増加し、824円74銭となりました。 

 また、自己資本比率は前連結会計年度末の57.2％から61.0％となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況   

 当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ6百万円減少し、606百万円となりまし

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主な要因は、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） 

 当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、218百万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597百万円の計上、減価償却費94百万円、売上債権の増加40百万円、たな卸資

産の増加48百万円、仕入債務の減少31百万円、未払金の減少344百万円等によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、34百万円の支出となりました。 

 主な要因は有形固定資産の取得42百万円、投資有価証券の売却10百万円等によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の減少99百万円、配当金の支払額90百

万円等により、190百万円の支出となりました。 

 以上の結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は前事業年度末に比べ6百万円減少し、606百万円とな

りました。 

 なお、当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりであります。 

  

（キャッシュ・フロー指標の推移） 

自己資本：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（中間期は営業キャッシュ・フロー×２） 

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 

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数により算出しています。 

※営業キャッシュ・フローはキャッシュ・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。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。また、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使用しております。  

   

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

利益配分につきましては、経営の 重要課題として位置付け、個別配当性向40％以上を目標とし、より高くより安

定的な配当の継続をもって、株主の皆様への利益還元に努めてまいります。 

内部留保につきましては、業績に応じた適切な利益配分のもと、経営戦略に基づく中長期的資金として有効活用し

てまいります。  

 当期の１株当たりの年間配当金につきましては、普通配当22円に記念配当３円を加えた合計25円の配当を予定い

たしております。   

 また、次期の配当金につきましては、現時点で１株当たり年間配当金22円を予定いたしております。  

  

(4）事業等のリスク 

 当社グループの経営成績、財政状態及び株価等に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事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものでありま

す。  

①事業環境の変化 

 想定を上回る需要の減少や主要な商品及び原材料等の急激な価格上昇等、当社グループの事業に係る著しい環境変

  
 第40期 

平成23年４月期  

 第41期 

平成24年４月期  

自己資本比率（％）    52.7   61.0

時価ベースの自己資本比率（％）    35.7   36.9

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年）    1.5   1.7

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）    265.9     44.7
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化が生じた場合には、業績等に影響を及ぼす可能性があります。 

  

②保有資産の価格変動 

 投資有価証券等の保有資産の時価が著しく下落した場合には、業績等に影響を及ぼす可能性があります。 

 また、「固定資産の減損に係る会計基準」に従い、事業用不動産の収益性が著しく低下した場合には、業績等に影

響を及ぼす可能性があります。  

  

③貸倒れの発生 

 受注時には信用リスクの回避に 大限の注意をはらっておりますが、景気の悪化等により当社グループが計上して

いる貸倒引当金を上回る予想し得ない貸倒れが発生した場合には、業績等に影響を及ぼす可能性があります。 

  

 当社グループは、当社と子会社２社で構成され、道路安全資材、建築防災用品、保安用品、保護具等の安全機材用品

の販売及びレンタル並びに各種サインメディアの製作販売を事業としております。 

  

  

２．企業集団の状況
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(1）会社の経営の基本方針 

 当社グループは、総合安全産業立脚を目標として完璧な安全環境の構築、快適な労働環境の創造、自然との調和へ

の美しい環境づくり等社会の緊要な環境ニーズに誠心誠応えていくことを企業使命とし、社員各々が仕事を実学とし

て自己実現に歩む生き方を理念に、より活力ある健全な企業精神の漲る組織文化に醸成のもと、社会貢献に正しく適

合させ、成長企業への道を力強く着実に歩んでいくをもって、株主の皆様をはじめ多方面に亘るお取引先様からの信

頼に、より確かに応え報いていくことを経営の基本方針としております。  

  

(2）目標とする経営指標 

 当社グループが目標とする経営指標は、個別配当性向40％以上と株主資本利益率（ＲＯＥ）10％以上としておりま

す。 

 経営の基本方針に基づく成長企業への道を力強く着実に歩む戦略を、全社の各々の経営指標を基準とする経営目標

体系として統一のもと強力に推進し、着実な収益力の向上に基づき株主の皆様への還元を実現してゆくことに努めて

まいります。 

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

社会が求める、新たな安全・サインメディアへの環境ニーズに、営業戦略推進に機能する当社独自のシステム・イ

ンフラを活用のもと、当社のコアスキルであるサインメディアのノウハウを活かし、新たな市場開拓・需要創造を図

ると共に、多様化・高度化した安全へのレンタルニーズにより専門性を活かした積極的提案営業活動を全営業拠点ネ

ットワーク網の有効化による組織機能力に相乗化させ、新たな需要創造・シェア拡張等、安全・サイン・レンタルを

融合のもと、トータル的な提案営業を強力に推進し、従来市場である建設関連市場への深耕開拓はもとより、官公

庁・学校・病院・一般企業等あらゆる市場領域に的確に応えていく事をもってより優位な拡販体制構築等、営業基盤

の一層の拡充を進めてまいります。 

   

(4）会社の対処すべき課題 

 当社グループを取り巻く事業環境は、公共投資が東日本へ推移しつつあるなか、全国的に安全や環境に対するニー

ズも高まっており、市場領域拡大と需要創造への機会も拡大しております。 

 このような事業環境のもと、当社グループの当面の課題は収益力向上に向けた営業力の格段の向上と社内教育シス

テムの一層の充実化はもとより外部教育機関を有効活用のもと、当社独自のシステムインフラの 有効活用を促進

し、社員各々の生産性向上を図るとともに、事務の効率化、経費の削減等に努め、変化変容する外部環境に対してよ

り強力な組織機能力の発揮に向けた役割・課題指向型の組織作りに邁進してゆくことであります。  

   

(5）その他、会社の経営上重要な事項 

 記載すべき事項はありません。  

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23年４月30日) 

当連結会計年度 
(平成24年４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 612,685 606,109

受取手形及び売掛金 1,556,409 1,597,237

商品 670,613 745,957

レンタル品 401,072 353,760

貯蔵品 107,894 128,262

繰延税金資産 68,789 72,084

その他 46,077 47,848

貸倒引当金 △29,020 △30,048

流動資産合計 3,434,521 3,521,211

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 898,906 902,351

減価償却累計額 △417,037 △449,889

建物及び構築物（純額） 481,868 452,462

機械装置及び運搬具 24,014 51,039

減価償却累計額 △21,368 △29,597

機械装置及び運搬具（純額） 2,646 21,442

工具、器具及び備品 219,722 225,757

減価償却累計額 △185,586 △203,645

工具、器具及び備品（純額） 34,136 22,111

土地 1,318,253 1,318,253

建設仮勘定 － 6,000

有形固定資産合計 1,836,905 1,820,269

無形固定資産   

ソフトウエア 118,052 85,404

のれん 29,039 22,464

電話加入権 8,382 8,382

無形固定資産合計 155,474 116,251

投資その他の資産   

投資有価証券 225,303 226,232

関係会社出資金 32,075 32,075

長期貸付金 5,500 4,034

破産更生債権等 72,784 59,047

長期前払費用 4,339 1,020

繰延税金資産 47,197 35,331

その他 65,337 67,639

貸倒引当金 △73,784 △60,047

投資その他の資産合計 378,753 365,333

固定資産合計 2,371,133 2,301,854

資産合計 5,805,654 5,823,066
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年４月30日) 

当連結会計年度 
(平成24年４月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,354,133 1,323,067

1年内返済予定の長期借入金 99,996 99,996

未払金 408,619 69,505

未払費用 65,431 66,759

未払法人税等 20,535 259,586

未払消費税等 5,938 22,581

賞与引当金 135,000 140,000

役員賞与引当金 18,000 17,000

その他 7,162 5,232

流動負債合計 2,114,816 2,003,728

固定負債   

長期借入金 366,672 266,676

長期未払金 2,730 －

固定負債合計 369,402 266,676

負債合計 2,484,218 2,270,404

純資産の部   

株主資本   

資本金 697,266 697,266

資本剰余金 662,208 662,208

利益剰余金 2,064,558 2,292,678

自己株式 △100,277 △100,277

株主資本合計 3,323,756 3,551,876

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △2,430 511

その他の包括利益累計額合計 △2,430 511

少数株主持分 108 273

純資産合計 3,321,435 3,552,661

負債純資産合計 5,805,654 5,823,066
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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22年５月１日 
 至 平成23年４月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年５月１日 

 至 平成24年４月30日) 

売上高 6,461,942 6,781,283

売上原価 3,755,269 3,935,611

売上総利益 2,706,672 2,845,671

販売費及び一般管理費 2,256,087 2,359,591

営業利益 450,585 486,080

営業外収益   

受取利息 1,719 136

受取配当金 1,603 2,857

雑収入 14,775 4,546

営業外収益合計 18,097 7,540

営業外費用   

支払利息 3,637 4,881

投資事業組合運用損 2,831 3,057

為替差損 3,524 753

雑損失 3,168 860

営業外費用合計 13,161 9,551

経常利益 455,522 484,069

特別利益   

投資有価証券売却益 685 －

受取保険金 － 113,846

特別利益合計 685 113,846

特別損失   

固定資産除却損 2,852 192

損害賠償金 － 455

特別損失合計 2,852 647

税金等調整前当期純利益 453,354 597,267

法人税、住民税及び事業税 36,105 271,880

法人税等調整額 171,437 6,643

法人税等合計 207,542 278,523

少数株主損益調整前当期純利益 245,812 318,744

少数株主利益 96 164

当期純利益 245,715 318,579
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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22年５月１日 

 至 平成23年４月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年５月１日 

 至 平成24年４月30日) 

少数株主損益調整前当期純利益 245,812 318,744

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,611 2,941

その他の包括利益合計 △1,611 2,941

包括利益 244,200 321,685

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 243,223 321,521

少数株主に係る包括利益 976 164
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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22年５月１日 
 至 平成23年４月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年５月１日 
 至 平成24年４月30日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 697,266 697,266

当期末残高 697,266 697,266

資本剰余金   

当期首残高 662,208 662,208

当期末残高 662,208 662,208

利益剰余金   

当期首残高 1,909,303 2,064,558

当期変動額   

剰余金の配当 △90,459 △90,459

当期純利益 245,715 318,579

当期変動額合計 155,255 228,119

当期末残高 2,064,558 2,292,678

自己株式   

当期首残高 △100,277 △100,277

当期末残高 △100,277 △100,277

株主資本合計   

当期首残高 3,168,501 3,323,756

当期変動額   

剰余金の配当 △90,459 △90,459

当期純利益 245,715 318,579

当期変動額合計 155,255 228,119

当期末残高 3,323,756 3,551,876

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 △818 △2,430

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,611 2,941

当期変動額合計 △1,611 2,941

当期末残高 △2,430 511

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △818 △2,430

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,611 2,941

当期変動額合計 △1,611 2,941

当期末残高 △2,430 511

㈱グリーンクロス　平成24年4月期　決算短信

12



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年５月１日 
 至 平成23年４月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年５月１日 

 至 平成24年４月30日) 

少数株主持分   

当期首残高 － 108

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 108 164

当期変動額合計 108 164

当期末残高 108 273

純資産合計   

当期首残高 3,167,682 3,321,435

当期変動額   

剰余金の配当 △90,459 △90,459

当期純利益 245,715 318,579

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,502 3,106

当期変動額合計 153,752 231,226

当期末残高 3,321,435 3,552,661
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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22年５月１日 
 至 平成23年４月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年５月１日 

 至 平成24年４月30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 453,354 597,267

減価償却費 85,200 94,748

のれん償却額 5,275 6,575

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7,498 △12,709

賞与引当金の増減額（△は減少） － 5,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － △1,000

受取利息及び受取配当金 △3,322 △2,994

支払利息 3,637 4,881

投資事業組合運用損益（△は益） 2,831 3,057

投資有価証券売却損益（△は益） △685 －

固定資産除却損 2,852 192

受取保険金 － △113,846

売上債権の増減額（△は増加） △104,271 △40,828

たな卸資産の増減額（△は増加） △19,151 △48,400

仕入債務の増減額（△は減少） 115,057 △31,065

未払金の増減額（△は減少）  △344,277

その他 △33,667 24,001

小計 499,611 140,601

利息及び配当金の受取額 3,050 2,994

利息の支払額 △3,787 △4,886

保険金の受取額 － 113,846

法人税等の支払額 △192,773 △34,213

営業活動によるキャッシュ・フロー 306,101 218,341

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △360,487 △42,834

無形固定資産の取得による支出 △79,623 －

投資有価証券の取得による支出 △46,113 △117

投資有価証券の売却による収入 40,784 10,149

関係会社出資金の払込による支出 △32,075 －

出資金の分配による収入 1,000 1,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△14,129 －

貸付けによる支出 △1,000 －

貸付金の回収による収入 1,396 2,326

その他 3,727 △5,211

投資活動によるキャッシュ・フロー △486,522 △34,687
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年５月１日 
 至 平成23年４月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年５月１日 

 至 平成24年４月30日) 

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） △200,000 －

長期借入れによる収入 500,000 －

長期借入金の返済による支出 △33,332 △99,996

配当金の支払額 △90,645 △90,234

財務活動によるキャッシュ・フロー 176,022 △190,230

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,399 △6,575

現金及び現金同等物の期首残高 617,084 612,685

現金及び現金同等物の期末残高 612,685 606,109
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 該当事項はありません。 

   

  

  

継続企業の前提に関する注記

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
当連結会計年度 

（自 平成23年５月１日 
至 平成24年４月30日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1)連結子会社の数  社 

東亜安全施設株式会社  

1

  (2)非連結子会社の名称等 

 非連結子会社 

杭州緑十字貿易有限公司 

   （連結の範囲から除いた理由） 

非連結子会社は、小規模であり総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等の定量的重要性及び定性的重要性

のいずれにおいても連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであり

ます。 

２．持分法の適用に関する事項 (1)持分法適用関連会社はありません。 

(2)持分法を適用しない非連結子会社の状況 

 主要な会社等の名称 

杭州緑十字貿易有限公司 

  （持分法を適用していない理由） 

持分法を適用していない非連結子会社は、当期純損益（持分に見合う額）及

び利益剰余金（持分に見合う額）等の定量的重要性及び定性的重要性のいず

れにおいても連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。 

３．連結子会社の事業年度等に関す

る事項 

連結子会社の決算日と連結決算日は一致しております。 
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項目 
当連結会計年度 

（自 平成23年５月１日 
至 平成24年４月30日） 

４．会計処理基準に関する事項   

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

①有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

連結決算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、売却原価は総平均法により算定） 

  時価のないもの 

総平均法による原価法 

  ②たな卸資産 

商品 

総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）  

  レンタル品 

総平均法又は個別法による原価から減耗費を控除する方法 

  貯蔵品 

終仕入原価法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法） 

(2）重要な減価償却資産の減価償

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（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。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物 ４～45年  

なお、建物（建物附属設備を除く。）については、平成10年度の法人税法の改

正により法定耐用年数の短縮が行なわれておりますが、改正前の耐用年数を継

続して適用しております。  

  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エアについては、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。   

(3）重要な引当金の計上基準 ①貸倒引当金 

債権の貸倒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勘案し、回収不能見

込額を計上しております。 

  ②賞与引当金 

従業員の賞与支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。 

  ③役員賞与引当金 

役員の賞与支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。 

(4）のれんの償却方法及び償却期

間 

のれんの償却については、５年間の定額法により償却を行っております。 

(5）連結キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、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ヶ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。 

(6）その他連結財務諸表作成のた

めの重要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成23年４月30日） 

当連結会計年度 
（平成24年４月30日） 

※１．担保資産及び担保付債務 

担保資産は次のとおりであります。 

※１．担保資産及び担保付債務 

担保資産は次のとおりであります。 

建物 67,405千円

土地 632,801千円

計 700,206千円

建物 63,006千円

土地 632,801千円

計 693,810千円

担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。 

１年以内返済予定の長期借入金 99,996千円

長期借入金 366,672千円

計 466,668千円

１年以内返済予定の長期借入金 99,996千円

長期借入金 266,676千円

計 366,672千円

 ２. 保証債務  ２. 保証債務 

銀行借入に対する保証債務 ― 

従業員 502千円   

※３. 連結会計年度末日満期手形 

連結会計年度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をしております。 

なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日で 

あったため、次の連結会計年度末日満期手形が 

連結会計年度末残高に含まれております。 

※３. 連結会計年度末日満期手形 

連結会計年度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をしております。 

なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日で 

あったため、次の連結会計年度末日満期手形が 

連結会計年度末残高に含まれております。 

受取手形 48,463千円 

支払手形 18,624千円 

受取手形 43,361千円 

支払手形 13,944千円 

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成22年５月１日 

至 平成23年４月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年５月１日 

至 平成24年４月30日） 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は、次のとおりであります。 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は、次のとおりであります。 

給料手当 千円 1,004,327

賞与引当金繰入額   104,625

役員賞与引当金繰入額  18,000

給料手当 千円 1,023,235

賞与引当金繰入額   109,900

役員賞与引当金繰入額  17,000

※２．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 ※２．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

建物及び構築物 千円 246

工具、器具及び備品   1,714

ソフトウエア  891

 計  2,852

建物及び構築物 千円 0

工具、器具及び備品   58

機械装置及び運搬具  132

 計  192
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前連結会計年度（自 平成22年５月１日 至 平成23年４月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

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翌連結会計年度となるもの 

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
当連結会計年度期
首株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式  4,512  －  －  4,512

合計  4,512  －  －  4,512

自己株式         

普通株式  205  －  －  205

合計  205  －  －  205

  
（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７月29日 

定時株主総会 
普通株式  90,459  21.00 平成22年４月30日 平成22年７月30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７月28日 

定時株主総会 
普通株式  90,459 利益剰余金  21.00 平成23年４月30日 平成23年７月29日
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当連結会計年度（自 平成23年５月１日 至 平成24年４月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

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翌連結会計年度となるもの 

  

  
当連結会計年度期
首株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式  4,512  －  －  4,512

合計  4,512  －  －  4,512

自己株式         

普通株式  205  －  －  205

合計  205  －  －  205

  
（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７月28日 

定時株主総会 
普通株式  90,459  21.00 平成23年４月30日 平成23年７月29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24年７月26日 

定時株主総会 
普通株式  107,690 利益剰余金  25.00 平成24年４月30日 平成24年７月27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22年５月１日 

至 平成23年４月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年５月１日 

至 平成24年４月30日） 

※１．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 

※１．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 

現金及び預金勘定 千円612,685

預入期間が３ヶ月を超える定期預金  －

現金及び現金同等物  612,685

現金及び預金勘定 千円606,109

預入期間が３ヶ月を超える定期預金  －

現金及び現金同等物  606,109
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Ⅰ 前連結会計年度（自  平成22年５月１日  至  平成23年４月30日） 

 当社グループは、道路安全資材、建築防災用品、保安用品、保護具及び各種看板・標識等サインメディアの製作、

販売、レンタルを行う単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

  

Ⅱ 当連結会計年度（自  平成23年５月１日  至  平成24年４月30日） 

 当社グループは、道路安全資材、建築防災用品、保安用品、保護具及び各種看板・標識等サインメディアの製作、

販売、レンタルを行う単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

  

（セグメント情報等）
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（注） 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。 

   

    当連結会計年度（自 平成23年５月１日 至 平成24年４月30日） 

  

 該当事項はありません。  

  

  

  

  

（１株当たり情報）

項目 
前連結会計年度 

（自 平成22年５月１日 
至 平成23年４月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年５月１日 

至 平成24年４月30日） 

１株当たり純資産額（円）  771.03  824.74

１株当たり当期純利益（円）  57.04  73.95

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

(円） 

潜在株式が存在しないため記載して

おりません。 

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22年５月１日 
至 平成23年４月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年５月１日 
至 平成24年４月30日) 

１株当たり当期純利益     

当期純利益（千円）  245,715  318,579

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）  245,715  318,579

期中平均株式数（千株）  4,307  4,307

（重要な後発事象）
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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23年４月30日) 

当事業年度 
(平成24年４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 557,911 543,287

受取手形 554,746 504,487

売掛金 953,425 1,033,404

商品 658,466 731,083

レンタル品 401,072 353,760

貯蔵品 107,731 128,135

前払費用 28,154 23,408

繰延税金資産 68,721 72,075

その他 16,720 24,104

貸倒引当金 △29,000 △30,000

流動資産合計 3,317,949 3,383,747

固定資産   

有形固定資産   

建物 838,071 841,516

減価償却累計額 △387,138 △414,820

建物（純額） 450,932 426,696

構築物 60,834 60,834

減価償却累計額 △29,898 △35,069

構築物（純額） 30,936 25,765

機械及び装置 2,260 2,260

減価償却累計額 △2,237 △2,259

機械及び装置（純額） 22 0

車両運搬具 21,754 48,779

減価償却累計額 △19,130 △27,337

車両運搬具（純額） 2,624 21,442

工具、器具及び備品 219,722 225,757

減価償却累計額 △185,586 △203,645

工具、器具及び備品（純額） 34,136 22,111

土地 1,318,253 1,318,253

建設仮勘定 － 6,000

有形固定資産合計 1,836,905 1,820,269

無形固定資産   

ソフトウエア 118,052 85,404

電話加入権 7,987 7,987

無形固定資産合計 126,040 93,392
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年４月30日) 

当事業年度 
(平成24年４月30日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 225,303 226,232

関係会社株式 35,856 35,856

関係会社出資金 32,075 32,075

従業員に対する長期貸付金 5,500 4,034

破産更生債権等 72,514 59,047

長期前払費用 4,339 1,020

繰延税金資産 47,197 35,331

その他 64,837 67,139

貸倒引当金 △73,514 △60,047

投資その他の資産合計 414,109 400,688

固定資産合計 2,377,054 2,314,350

資産合計 5,695,004 5,698,097

負債の部   

流動負債   

支払手形 730,391 741,282

買掛金 537,673 516,356

1年内返済予定の長期借入金 99,996 99,996

未払金 405,971 68,652

未払費用 64,091 65,600

未払法人税等 20,385 259,406

未払消費税等 5,938 20,742

預り金 6,519 4,045

賞与引当金 135,000 140,000

役員賞与引当金 18,000 17,000

その他 451 613

流動負債合計 2,024,419 1,933,695

固定負債   

長期借入金 366,672 266,676

長期未払金 2,730 －

固定負債合計 369,402 266,676

負債合計 2,393,821 2,200,371
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年４月30日) 

当事業年度 
(平成24年４月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 697,266 697,266

資本剰余金   

資本準備金 660,866 660,866

その他資本剰余金 1,342 1,342

資本剰余金合計 662,208 662,208

利益剰余金   

利益準備金 52,300 52,300

その他利益剰余金   

別途積立金 1,760,000 1,900,000

繰越利益剰余金 232,114 285,715

利益剰余金合計 2,044,414 2,238,015

自己株式 △100,277 △100,277

株主資本合計 3,303,613 3,497,214

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,430 511

評価・換算差額等合計 △2,430 511

純資産合計 3,301,183 3,497,725

負債純資産合計 5,695,004 5,698,097
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年５月１日 
 至 平成23年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成23年５月１日 

 至 平成24年４月30日) 

売上高   

商品売上高 2,811,899 2,821,929

特注看板売上高 2,559,703 2,665,194

レンタル売上高 918,603 1,015,180

売上高合計 6,290,206 6,502,305

売上原価   

商品期首たな卸高 594,600 658,466

当期商品仕入高 1,874,910 1,923,757

合計 2,469,511 2,582,224

他勘定振替高 160,092 154,042

商品期末たな卸高 658,466 731,083

商品売上原価 1,650,952 1,697,098

特注看板原価 1,601,748 1,659,405

レンタル原価 391,786 405,319

売上原価合計 3,644,488 3,761,823

売上総利益 2,645,718 2,740,481

販売費及び一般管理費   

給料 985,530 991,214

役員報酬 78,351 70,825

賞与 39,785 64,734

賞与引当金繰入額 104,625 109,900

役員賞与引当金繰入額 18,000 17,000

退職給付費用 31,837 29,353

法定福利費 167,659 181,155

福利厚生費 10,498 16,137

旅費及び交通費 39,965 49,262

運賃 44,852 50,681

車両費 97,081 104,175

広告宣伝費 11,085 7,448

賃借料 85,711 85,512

地代家賃 126,348 125,941

通信費 43,221 45,853

減価償却費 73,366 83,993

教育研修費 18,665 15,254

管理諸費 39,811 36,492

雑費 16,764 19,881

貸倒損失 4,155 5,328

その他 183,229 188,007

販売費及び一般管理費合計 2,220,546 2,298,153

営業利益 425,172 442,327

㈱グリーンクロス　平成24年4月期　決算短信

26



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年５月１日 

 至 平成23年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成23年５月１日 

 至 平成24年４月30日) 

営業外収益   

受取利息 1,718 134

受取配当金 1,603 2,857

受取家賃 － 8,880

雑収入 19,910 4,499

営業外収益合計 23,233 16,371

営業外費用   

支払利息 3,637 4,881

投資事業組合運用損 2,831 3,057

為替差損 3,524 753

雑損失 3,168 860

営業外費用合計 13,161 9,551

経常利益 435,243 449,147

特別利益   

投資有価証券売却益 685 －

受取保険金 － 113,846

特別利益合計 685 113,846

特別損失   

固定資産除却損 2,852 192

損害賠償金 － 455

特別損失合計 2,852 647

税引前当期純利益 433,076 562,345

法人税、住民税及び事業税 36,000 271,700

法人税等調整額 171,504 6,585

法人税等合計 207,504 278,285

当期純利益 225,571 284,060
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（注） 看板材料は、貸借対照表上貯蔵品として表示しております。 

  

特注看板原価明細表

    
前事業年度 

（自 平成22年５月１日 
至 平成23年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成23年５月１日 

至 平成24年４月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

Ⅰ．看板材料費               

期首看板材料棚卸高    98,361      98,735     

当期看板材料仕入高    895,428      943,032     

計    993,789      1,041,768     

期末看板材料棚卸高    98,735  895,054  55.9  119,019  922,748  55.6

Ⅱ．外注加工費               

当期外注加工費    296,174  296,174  18.5  317,169  317,169  19.1

Ⅲ．労務費               

給料    262,648      265,850     

賞与    16,906      23,738     

賞与引当金繰入額    30,375      30,100     

退職給付費用    8,423      8,007     

法定福利費    43,936  362,289  22.6  46,364  374,061  22.6

Ⅳ．経費               

賃借料    19,068      17,117     

減価償却費    13,273     10,754     

その他    15,887  48,229  3.0  17,554  45,426  2.7

特注看板原価      1,601,748  100.0    1,659,405  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22年５月１日 

 至 平成23年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成23年５月１日 

 至 平成24年４月30日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 697,266 697,266

当期末残高 697,266 697,266

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 660,866 660,866

当期末残高 660,866 660,866

その他資本剰余金   

当期首残高 1,342 1,342

当期末残高 1,342 1,342

資本剰余金合計   

当期首残高 662,208 662,208

当期末残高 662,208 662,208

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 52,300 52,300

当期末残高 52,300 52,300

その他利益剰余金   

別途積立金   

当期首残高 1,630,000 1,760,000

当期変動額   

別途積立金の積立 130,000 140,000

当期変動額合計 130,000 140,000

当期末残高 1,760,000 1,900,000

繰越利益剰余金   

当期首残高 227,003 232,114

当期変動額   

別途積立金の積立 △130,000 △140,000

剰余金の配当 △90,459 △90,459

当期純利益 225,571 284,060

当期変動額合計 5,111 53,601

当期末残高 232,114 285,715

利益剰余金合計   

当期首残高 1,909,303 2,044,414

当期変動額   

剰余金の配当 △90,459 △90,459

当期純利益 225,571 284,060

当期変動額合計 135,111 193,601

当期末残高 2,044,414 2,238,015

自己株式   

当期首残高 △100,277 △100,277

当期末残高 △100,277 △100,277

株主資本合計   

当期首残高 3,168,501 3,303,613
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年５月１日 
 至 平成23年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成23年５月１日 
 至 平成24年４月30日) 

当期変動額   

剰余金の配当 △90,459 △90,459

当期純利益 225,571 284,060

当期変動額合計 135,111 193,601

当期末残高 3,303,613 3,497,214

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 △818 △2,430

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,611 2,941

当期変動額合計 △1,611 2,941

当期末残高 △2,430 511

評価・換算差額等合計   

当期首残高 △818 △2,430

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,611 2,941

当期変動額合計 △1,611 2,941

当期末残高 △2,430 511

純資産合計   

当期首残高 3,167,682 3,301,183

当期変動額   

剰余金の配当 △90,459 △90,459

当期純利益 225,571 284,060

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,611 2,941

当期変動額合計 133,500 196,542

当期末残高 3,301,183 3,497,725
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 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 
当事業年度 

（自 平成23年５月１日 
至 平成24年４月30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、売却原価は総平均法により算定） 

  時価のないもの 

総平均法による原価法 

２．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（収益性の低下による簿価切下げの方法） 

  レンタル品 

総平均法又は個別法による原価から減耗費を控除する方法 

  貯蔵品 

終仕入原価法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法） 

３．固定資産の減価償却の方法 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（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。 

なお、建物（建物附属設備を除く。）については、平成10年度の法人税法の改

正により法定耐用年数の短縮が行われておりますが、改正前の耐用年数を継続

して適用しております。 

  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エアについては、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。 

４．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勘案し、回収

不能見込額を計上しております。 

  (2)賞与引当金 

従業員の賞与支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。 

  (3)役員賞与引当金 

役員の賞与支給に充てるため、支給見込額を計上しております。 

５．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 

税抜方式によっております。 
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成23年４月30日） 

当事業年度 
（平成24年４月30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。 

※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 67,405千円

土地 632,801  

計 700,206  

建物 63,006千円

土地 632,801  

計 693,810  

担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。 

１年内返済予定の長期借入

金 
99,996千円

長期借入金 366,672  

計 466,668  

１年内返済予定の長期借入

金 
99,996千円

長期借入金 266,676  

計 366,672  

 ２．保証債務 

銀行借入に対する保証債務 

 ２．保証債務 

― 

従業員 千円502   

※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、手形交換日

をもって決済処理をしております。 

なお、期末日が金融機関の休日であったため、次の

期末日満期手形が期末残高に含まれております。 

※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、手形交換日

をもって決済処理をしております。 

なお、期末日が金融機関の休日であったため、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 47,843千円 

支払手形 12,796千円 

  

受取手形 42,790千円 

支払手形 11,533千円 

（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成22年５月１日 
至 平成23年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成23年５月１日 

至 平成24年４月30日） 

※１．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 ※１．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 

レンタル品への振替高 千円160,092 レンタル品への振替高 千円154,042

──────   

※３.固定資産除却損の内容は次のとおりであります。  

  

建物及び構築物 千円246

工具、器具及び備品  1,714

ソフトウエア  891

 計   2,852

※３.固定資産除却損の内容は次のとおりであります。  

  

建物及び構築物 千円0

工具、器具及び備品  58

機械装置及び車両運搬具  132

 計   192
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前事業年度（自 平成22年５月１日 至 平成23年４月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  

当事業年度（自 平成23年５月１日 至 平成24年４月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  

（注） 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。 

  

該当事項はありません。 

  

（株主資本等変動計算書関係）

  
当事業年度期首株式数

（千株） 
当事業年度増加株式
数（千株） 

当事業年度減少株式
数（千株） 

当事業年度末株式数 
（千株） 

普通株式  205  －  －  205

合計  205  －  －  205

  
当事業年度期首株式数

（千株） 
当事業年度増加株式
数（千株） 

当事業年度減少株式
数（千株） 

当事業年度末株式数 
（千株） 

普通株式  205  －  －  205

合計  205  －  －  205

（１株当たり情報）

項目 
前事業年度 

（自 平成22年５月１日 
至 平成23年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成23年５月１日 

至 平成24年４月30日） 

１株当たり純資産額（円）  766.36  811.99

１株当たり当期純利益金額（円）  52.36  65.94

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

（円） 

潜在株式が存在しないため記載して

おりません。 

潜在株式が存在しないため記載して

おりません。 

  
前事業年度 

(自 平成22年５月１日 
至 平成23年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成23年５月１日 
至 平成24年４月30日) 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益（千円）  225,571  284,060

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）  225,571  284,060

期中平均株式数（千株）  4,307  4,307

（重要な後発事象）
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（１）代表取締役の異動 

   

該当ありません。 

  

（２）その他の役員の異動 

①新任取締役候補 

  

 取締役 松本 光一郎  （執行役員 管理部長） 

  

②退任予定取締役 

  

 取締役副会長 百嶋 栄一 

  

③就任予定日 

 平成24年７月26日 

  

６．その他

（役員の異動）
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（商品別売上高明細表）

  

区  分  

  

  

前事業年度 

（自 平成22年５月１日 

至 平成23年４月30日）  

当事業年度 

（自 平成23年５月１日 

至 平成24年４月30日）  

前年比 

金額（千円） 構成比 （％） 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 増減比（％）

安  

全  

機  

材  

用  

品  

売  

上  

高  

工事表示板・標識     826,178  13.1    752,061  11.0  △74,117  △9.0

仮 設 防 護 柵     363,265  5.8    364,838  5.4  1,573  0.4

保 安 灯 ・ 警 告 灯     239,216  3.8    225,276  3.3  △13,940  △5.8

防災用品・環境整備

用 品  
   791,325  12.6    849,869  12.5  58,544  7.4

そ の 他 商 品     763,649  9.4    908,864  13.4  145,215  19.0

 小     計    2,983,635  44.7    3,100,908  45.7  117,273  3.9

グ リ ー ン レ ン タ ル     918,603  14.6    1,015,180  15.0  96,577  10.5

サ イ ン メ デ ィ ア     2,559,703  40.7    2,665,195  39.3  105,492  4.1

合     計     6,461,942  100.0    6,781,283  100.0  319,341  4.9
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