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1.  平成25年3月期の業績（平成24年4月1日～平成25年3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 ％

25年3月期 4,262 19.5 373 127.3 335 191.5 183 99.9
24年3月期 3,566 6.6 164 △0.4 115 3.7 91 △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
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 ％ ％ ％

25年3月期 45.90 ― 16.0 6.2 8.8
24年3月期 22.96 ― 8.8 2.1 4.6

（参考） 持分法投資損益 25年3月期  ―百万円 24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

25年3月期 5,360 1,214 22.7 303.95
24年3月期 5,545 1,072 19.3 268.44

（参考） 自己資本   25年3月期  1,214百万円 24年3月期  1,072百万円

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

25年3月期 537 18 △678 93
24年3月期 370 △13 △229 215

2.  配当の状況 

 

年間配当金 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 ％ ％

24年3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00 39 43.6 3.8
25年3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00 39 21.8 3.5
26年3月期(予想) ― 0.00 ― 10.00 10.00 20.7

3. 平成26年 3月期の業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31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) 1,814 △1.9 37 △46.7 24 △49.0 △20 ― △5.07
通期 4,300 0.9 345 △7.6 319 △4.8 192 5.2 48.29



※  注記事項 
(1) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第８条の３の６（会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合）に該
当するものであります。詳細は、添付資料13ページ「４．財務諸表（５）財務諸表に関する注記事項（会計上の見積もりの変更と区別することが困難な会計方
針の変更）」をご覧ください。 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更  ： 有
② ①以外の会計方針の変更  ： 無
③ 会計上の見積りの変更  ： 有
④ 修正再表示  ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期 4,022,774 株 24年3月期 4,022,774 株
② 期末自己株式数 25年3月期 26,721 株 24年3月期 26,328 株
③ 期中平均株式数 25年3月期 3,996,249 株 24年3月期 3,996,977 株

※ 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、財務諸表に対する監査手続は終了しておりません。 

※ 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、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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仮定等については、添付資料２ページ「１．経営成績・財政状態に関する分析（１）経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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(1）経営成績に関する分析 

  当事業年度における日本経済は、東日本大震災からの復興需要を背景とした堅調な国内需要のもと、緩やかな回復

傾向が続く一方、欧米の財政問題、新興国経済の減速等の懸念材料もあり、先行き不透明な状況が続いておりました

が、昨年12月以降は政権交代に伴う経済政策への期待から円安・株価上昇の動きが見られ、景気浮揚の期待感も高ま

り明るい兆しが見え始めました。 

  当サイン業界におきましては年度始めより、国内経済回復傾向を背景とする施主マインドの改善と省エネ・エコの

潮流とで、ＬＥＤを光源とするサインの需要が旺盛でありました。 

  このような状況のもと当社は、営業体制刷新後３年を経て定着して来た、お得意先を 優先とする見積対応、徹底

した見積追跡、迅速な受注手配等の活動が功を奏し、過去に例のない受注増加を達成いたしました。中でもＬＥＤを

光源とするサインの受注が増収に貢献いたしました。 

 以上により、当事業年度の売上高は42億62百万円（前年同期比19.5％増）となり、営業利益は３億73百万円（同

127.3％増）、経常利益は３億35百万円（同191.5％増）、当期純利益は１億83百万円（同99.9％増）となりました。

＜次期の見通し＞ 

 当サイン業界におきましては上述の状況が次期においても続くと思われ、売上高は43億円、営業利益は３億45百万

円、経常利益は３億19百万円、当期純利益は１億92百万円と予想しております。 

  

(2）財政状態に関する分析 

 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、営業活動による収入、投資活動による収

入、財務活動による支出の差引の結果、前事業年度末に比べ１億22百万円の減少となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当事業年度の営業活動の結果得られた資金は５億37百万円となり、前年度と比べ１億67百万円増加しました。

この主たる要因は税引前当期純利益の増加が３億14百万円と前年に比べ１億98百万円増加したことよるものであ

ります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当事業年度の投資活動の結果得られた資金は18百万円となりました（前年度は13百万円の減少）。この主たる

要因は投資有価証券の償還による収入が58百万円発生したことによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当事業年度の財務活動の結果使用した資金は６億78百万円となり、前年度と比べ４億49百万円が増加しまし

た。この主たる要因は有利子負債の減少が６億38百万円（前年度は１億89百万円）であったことによるものであ

ります。 

 なお、キャッシュ・フローの指標のトレンドは下記のとおりであります。 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

（注２）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

（注３）有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としておりま

す。 

  

１．経営成績・財政状態に関する分析

  平成23年３月期 平成24年３月期 平成25年３月期 

自己資本比率（％） 18.8 19.3 22.7 

時価ベースの自己資本比率（％） 10.7 13.3 21.6 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 14.2 7.6 4.1 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 3.7 6.9 11.9 



(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

  当社は株主のみなさまに対する安定的利益還元を経営上の重要課題と位置付けております。 

 この方針のもと、当期末の配当金につきましては１株当たり10円の配当を行う予定であります。 

 また、次期の配当につきましても当期同様、１株当たり10円の配当を予定しております。  

  

(4）事業等のリスク 

① 原材料価格  

  国内ニッケル系ステンレス冷延薄板市況につきましては、先のＬＭＥニッケル価格上昇を背景とした国内ステンレ

スメーカーの製品値上げの市中再販価格への転嫁が進んでおらず、現在は膠着状況でありますが、想定を超える再販

価格の上昇があるときは当社の業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

② 債権回収 

 中小企業金融円滑化法が平成25年３月末に期限を迎えたことによって、お得意先の信用リスクが増すことが考えら

れます。 

 当社は約3,000社のお得意先の財務情報を基に独自の与信管理を行っておりますが、当社の予想を上回る倒産等が

発生し、多額の債権回収に支障が生じた場合、当社の業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

      

 当社の事業は、サイン製品の製造、販売の単一セグメントであります。 

  また、関係会社につきましては、有価証券の保有管理・運用のみを行っている株式会社研創エンタープライズ１社

のみであります。 

  

(1）会社の経営の基本方針 

１．社名に謳う「常に学び、研究し、創造する」の精神を経営の基本理念として、得意先の繁栄と社会の発展に貢献

します。 

２．企業活動に関する法律を遵守し、社会の倫理規範に従い、良識ある企業活動を実践します。 

３．品質・価格等あらゆる面で社会に有用・優良な製品を提供します。 

４．株主、取引先、地域社会等との信頼・協力関係を構築し、共存共栄を図ります。 

５．人間性を尊重した自由闊達な社風を醸成し、社員の健康と安全を確保します。 

   

(2）目標とする経営指標 

  従来、売上高経常利益率５％を掲げてまいりましたが、当社の経営努力および経済環境が穏やかながら好転してき

たことにより安定的に達成可能な状況となりました。 

 今後は効率的な経営を行い、安定的に利益を確保し内部留保を厚くする必要がありますので、自己資本比率30％を

掲げ鋭意努力してまいります。 

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

  当社がサイントップメーカーとしての地位を堅持し続けるために、顧客第一の精神で、迅速且つ丁寧に 高品質製

品を他社に負けない価格で提供できるよう、「顧客志向徹底」の旗印のもと、組織を超えて一致団結してまいりま

す。 

  

(4）会社の対処すべき課題 

当社における 優先課題は、財務基盤の健全化であります。 

当社は４期連続 終黒字を継続しておりますが、自己資本比率は依然として低く、更なる収益力向上を目指してま

いります。そのために先ずは、顧客満足度向上に向けた継続的改善に取り組み、 高品質製品を提供して顧客の信頼

を強固にすべく、社内一丸となって努力してまいります。 

  

２．企業集団の状況

３．経営方針



４．財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 321,532 199,249

受取手形 ※3  534,541 ※3  539,649

売掛金 935,944 965,199

有価証券 62,770 －

商品及び製品 21,995 39,659

仕掛品 35,513 34,686

原材料及び貯蔵品 92,429 87,378

前払費用 10,473 8,559

繰延税金資産 37,513 50,249

その他 14,206 17,541

貸倒引当金 △15,393 △4,664

流動資産合計 2,051,527 1,937,509

固定資産   

有形固定資産   

建物 2,799,184 2,798,364

減価償却累計額 △1,881,691 △1,925,802

建物（純額） ※1  917,492 ※1  872,561

構築物 371,567 368,062

減価償却累計額 △283,705 △288,214

構築物（純額） ※1  87,861 ※1  79,848

機械及び装置 1,155,102 846,948

減価償却累計額 △972,381 △693,241

機械及び装置（純額） ※1  182,721 ※1  153,706

車両運搬具 94,707 90,285

減価償却累計額 △89,243 △85,066

車両運搬具（純額） ※1  5,463 ※1  5,219

工具、器具及び備品 259,855 193,810

減価償却累計額 △252,318 △186,285

工具、器具及び備品（純額） 7,536 7,524

土地 ※1  1,422,080 ※1  1,422,080

有形固定資産合計 2,623,156 2,540,940

無形固定資産   

ソフトウエア 6,668 6,800

電話加入権 6,649 6,649

その他 － 6,102

無形固定資産合計 13,318 19,552

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  183,858 ※1  195,494



（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

投資不動産（純額） ※1, ※2  451,955 ※1, ※2  440,872

出資金 175 175

株主、役員又は従業員に対する長期貸付金 102,810 96,612

破産更生債権等 8,771 8,026

長期前払費用 3,773 3,690

繰延税金資産 － 4,541

敷金 22,334 13,100

保険積立金 92,103 107,453

その他 250 250

貸倒引当金 △8,771 △8,026

投資その他の資産合計 857,261 862,190

固定資産合計 3,493,736 3,422,683

資産合計 5,545,264 5,360,193

負債の部   

流動負債   

支払手形 ※3  739,071 ※3  812,035

買掛金 224,354 219,147

短期借入金 ※1  250,000 －

1年内返済予定の長期借入金 ※1  865,094 ※1  931,222

未払金 121,062 171,794

未払費用 57,255 61,136

未払法人税等 9,191 156,376

未払事業所税 10,267 10,541

未払消費税等 15,894 30,358

前受金 1,001 611

預り金 6,798 8,538

賞与引当金 36,043 59,775

設備関係支払手形 5,376 8,120

その他 3,070 1,752

流動負債合計 2,344,481 2,471,410

固定負債   

長期借入金 ※1  1,711,061 ※1  1,256,366

繰延税金負債 3,333 －

退職給付引当金 98,833 103,602

役員退職慰労引当金 297,720 297,720

資産除去債務 2,019 1,496

その他 15,000 15,000

固定負債合計 2,127,966 1,674,184

負債合計 4,472,448 4,145,595



（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 664,740 664,740

資本剰余金   

その他資本剰余金 264,930 264,930

資本剰余金合計 264,930 264,930

利益剰余金   

利益準備金 3,997 7,993

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 140,647 280,117

利益剰余金合計 144,645 288,111

自己株式 △8,397 △8,480

株主資本合計 1,065,918 1,209,302

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6,897 5,295

評価・換算差額等合計 6,897 5,295

純資産合計 1,072,815 1,214,598

負債純資産合計 5,545,264 5,360,193



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

売上高 3,566,747 4,262,987

売上原価   

製品期首たな卸高 26,625 21,995

当期製品製造原価 2,307,385 2,714,532

合計 2,334,010 2,736,528

製品期末たな卸高 21,995 39,659

製品売上原価 ※4  2,312,014 ※4  2,696,868

売上総利益 1,254,732 1,566,119

販売費及び一般管理費   

販売費 188,376 222,260

一般管理費 901,954 970,117

販売費及び一般管理費合計 ※1  1,090,331 ※1  1,192,377

営業利益 164,401 373,741

営業外収益   

受取利息 3,369 3,041

有価証券利息 100 50

受取配当金 3,727 3,965

受取地代家賃 25,427 25,042

貸倒引当金戻入額 － 6,991

その他 8,027 3,163

営業外収益合計 40,651 42,255

営業外費用   

支払利息 53,798 44,997

債権保全利息 16,109 16,183

不動産賃貸費用 18,344 17,225

その他 1,740 2,189

営業外費用合計 89,993 80,595

経常利益 115,059 335,401

特別利益   

投資有価証券償還益 － 9,549

受取保険金 12,276 －

特別利益合計 12,276 9,549

特別損失   

固定資産除却損 ※2  1,323 ※2  11,875

固定資産売却損 ※3  1,295 －

リース解約損 － 18,592

災害による損失 8,958 －

特別損失合計 11,578 30,467

税引前当期純利益 115,757 314,482

法人税、住民税及び事業税 5,734 150,785

法人税等調整額 18,269 △19,733

法人税等合計 24,003 131,051

当期純利益 91,753 183,430



原価計算の方法 

 原価計算の方法は、個別原価計算であります。 

   

 （注）※１．引当金繰入額の内訳は次のとおりであります。 

※２．経費の主な内訳は次のとおりであります。 

※３．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 

  

製造原価明細書

    
前事業年度 

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成24年４月１日 

至 平成25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 材料費    487,626  20.9  539,777  19.9

Ⅱ 労務費 ※１  571,233  24.4  661,862  24.3

Ⅲ 経費 ※２  1,279,073  54.7  1,518,768  55.8

当期総製造費用    2,337,934  100  2,720,408  100

期首仕掛品たな卸高    25,500    35,513   

合計    2,363,435    2,755,921   

他勘定振替高 ※３  20,536    6,702   

期末仕掛品たな卸高    35,513    34,686   

当期製品製造原価    2,307,385    2,714,532   

            

項目 
前事業年度 

（自  平成23年４月１日 
至  平成24年３月31日） 

当事業年度 
（自  平成24年４月１日 

至  平成25年３月31日） 

賞与引当金繰入額（千円）  18,532  28,468

退職給付費用（千円）  8,129  8,071

項目 
前事業年度 

（自  平成23年４月１日 
至  平成24年３月31日） 

当事業年度 
（自  平成24年４月１日 

至  平成25年３月31日） 

外注加工費（千円）  1,033,115  1,240,684

消耗品費（千円）  66,322  100,146

リース料 （千円）  16,896  13,123

減価償却費（千円）  65,979  66,508

項目 
前事業年度 

（自  平成23年４月１日 
至  平成24年３月31日） 

当事業年度 
（自  平成24年４月１日 

至  平成25年３月31日） 

広告宣伝費（千円）  9,412  3,982

開発研究費（千円）  1,711  950

交際接待費（千円）  288  23

その他（千円）  9,123  1,745



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 664,740 664,740

当期末残高 664,740 664,740

資本剰余金   

その他資本剰余金   

当期首残高 264,930 264,930

当期末残高 264,930 264,930

資本剰余金合計   

当期首残高 264,930 264,930

当期末残高 264,930 264,930

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 － 3,997

当期変動額   

利益準備金の積立 3,997 3,996

当期変動額合計 3,997 3,996

当期末残高 3,997 7,993

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

当期首残高 92,866 140,647

当期変動額   

利益準備金の積立 △3,997 △3,996

剰余金の配当 △39,975 △39,964

当期純利益 91,753 183,430

当期変動額合計 47,781 139,469

当期末残高 140,647 280,117

利益剰余金合計   

当期首残高 92,866 144,645

当期変動額   

剰余金の配当 △39,975 △39,964

当期純利益 91,753 183,430

当期変動額合計 51,778 143,466

当期末残高 144,645 288,111

自己株式   

当期首残高 △8,224 △8,397

当期変動額   

自己株式の取得 △173 △82

当期変動額合計 △173 △82

当期末残高 △8,397 △8,480



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

株主資本合計   

当期首残高 1,014,313 1,065,918

当期変動額   

剰余金の配当 △39,975 △39,964

当期純利益 91,753 183,430

自己株式の取得 △173 △82

当期変動額合計 51,605 143,383

当期末残高 1,065,918 1,209,302

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 3,890 6,897

当期変動額   

純資産の部に直接計上されたその他有価証
券評価差額金の増減

3,006 △1,601

当期変動額合計 3,006 △1,601

当期末残高 6,897 5,295

純資産合計   

当期首残高 1,018,204 1,072,815

当期変動額   

剰余金の配当 △39,975 △39,964

当期純利益 91,753 183,430

自己株式の取得 △173 △82

純資産の部に直接計上されたその他有価証券
評価差額金の増減

3,006 △1,601

当期変動額合計 54,611 141,782

当期末残高 1,072,815 1,214,598



（４）キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３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 115,757 314,482

減価償却費 118,245 118,557

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,081 △11,473

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,857 23,731

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,731 4,769

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △13,680 －

受取利息及び受取配当金 △7,197 △7,056

支払利息 53,798 44,997

リース解約損 － 18,592

受取保険金 △12,276 －

災害による損失 8,958 －

固定資産売却損益（△は益） 1,295 －

固定資産除却損 1,323 11,875

投資有価証券償還損益（△は益） － △9,549

売上債権の増減額（△は増加） △124,883 △34,363

たな卸資産の増減額（△は増加） △10,229 △11,786

仕入債務の増減額（△は減少） 202,710 67,757

その他の資産の増減額（△は増加） 1,078 1,970

その他の負債の増減額（△は減少） 69,755 48,462

小計 414,328 580,967

利息及び配当金の受取額 7,219 7,059

利息の支払額 △49,131 △44,696

法人税等の支払額 △5,693 △5,734

保険金の受取額 12,276 －

災害損失の支払額 △8,958 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 370,039 537,596

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 △110,900 △106,000

定期預金の払戻による収入 116,000 106,000

有形固定資産の取得による支出 △27,547 △25,586

有形固定資産の売却による収入 4,800 －

無形固定資産の取得による支出 △952 △10,657

資産除去債務の履行による支出 － △552

投資有価証券の取得による支出 △240 △260

投資有価証券の償還による収入 － 58,465

敷金・保証金等の増減額（△は減少） △5,035 △6,116

貸付けによる支出 △7,580 △13,254

貸付金の回収による収入 17,705 16,425

投資活動によるキャッシュ・フロー △13,749 18,463

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） △460,000 △250,000

長期借入れによる収入 1,540,000 544,000

長期借入金の返済による支出 △1,269,465 △932,567

自己株式の取得による支出 △173 △82

配当金の支払額 △39,704 △39,693

財務活動によるキャッシュ・フロー △229,343 △678,343

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 126,947 △122,283

現金及び現金同等物の期首残高 88,585 215,532

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  215,532 ※1  93,249



 該当事項はありません。 

  

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 

 事業年度の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） 

時価のないもの 

 移動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 

(1）製品・仕掛品 

 個別法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法） 

(2）原材料 

 総平均法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法） 

(3）貯蔵品 

 終仕入原価法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法） 

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） 

 建物（建物附属設備を除く）については定額法 

 建物（建物附属設備を除く）以外については定率法 

 なお、平成10年４月１日前に取得した建物については、平成10年度の税制改正前の耐用年数を継続して適用してお

ります。 

 また、平成19年３月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から５年間で均

等償却する方法によっております。 

(2）少額減価償却資産 

 取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、３年間で均等償却を行っております。 

(3）無形固定資産（リース資産を除く） 

 定額法 

 なお、ソフトウェア（自社利用分）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 

(4）リース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

４．引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

 期末日現在に有する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。 

(2）賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。 

(3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき計上しております。 

(4）役員退職慰労引当金 

 当社は、平成22年６月29日開催の定時株主総会において、本制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を

打切り支給することとし、その支給の時期は各取締役及び各監査役の退任時とし、具体的金額・方法等は取締役につ

いては取締役会に、監査役については監査役の協議にそれぞれ一任することを決議いたしました。このため、当該支

給見込については引き続き役員退職慰労引当金として計上しております。 

５．収益及び費用の計上基準 

完成工事高及び完成工事原価の計上基準 

イ 当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事 

 工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法） 

ロ その他の工事 

 工事完成基準 

(5）財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（重要な会計方針）



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、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。 

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方法 

   税抜方式によっております。  

  

 前事業年度において区分掲記しておりました営業外収益の「保険事務手数料」は、金額的重要性が乏しくなったた

め、営業外収益の「その他」に含めて表示することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の

財務諸表の組替えを行っております。 

 この結果、前事業年度の損益計算書において、営業外収益の「保険事務手数料」に表示していた463千円は「その  

他」として組み替えております。 

  

 当社は、法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産について、改正後

の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これによる損益への影響は軽微であります。 

  

（表示方法の変更）

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）



※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。 

  

担保付債務は、次のとおりであります。 

上記のうち（ ）内は工場財団抵当であります。 

  

※２ 投資不動産の減価償却累計額 

  

※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、当期の末日が金融

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。 

  

（貸借対照表関係）

  
前事業年度 

（平成24年３月31日） 
当事業年度 

（平成25年３月31日） 

建物 882,189千円 (882,189千円) 千円838,623 ( 千円) 838,623

構築物 78,878千円 (78,878千円) 千円74,074 ( 千円) 74,074

機械及び装置 173,022千円 (173,022千円) 千円145,384 ( 千円) 145,384

車両運搬具 0千円 (0千円) 千円0 ( 千円) 0

土地 1,389,623千円 (1,389,623千円) 千円1,389,623 ( 千円) 1,389,623

投資有価証券 130,000千円 (－千円) 千円130,000 ( 千円) －

投資不動産 448,258千円 (448,258千円) 千円437,645 ( 千円) 437,645

計 3,101,973千円 (2,971,973千円) 千円3,015,350 ( 千円) 2,885,350

  
前事業年度 

（平成24年３月31日）   
当事業年度 

（平成25年３月31日）   

短期借入金 200,000千円 (200,000千円) 千円－ ( 千円) －

１年内返済予定の長期借入金 318,312千円 (292,272千円) 千円328,219 ( 千円) 300,009

長期借入金 566,880千円 (532,360千円) 千円421,988 ( 千円) 415,678

計 1,085,192千円 (1,024,632千円) 千円750,207 ( 千円) 715,687

  
前事業年度 

（平成24年３月31日） 
当事業年度 

（平成25年３月31日） 

投資不動産 千円 165,175 千円 176,257

  
前事業年度 

（平成24年３月31日） 
当事業年度 

（平成25年３月31日） 

受取手形 千円 24,872 千円 27,739

支払手形 千円 139,355 千円 160,622



※１ 販売費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。 

   

  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。 

  

※２ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

  

※３ 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。 

  

※４ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれており

ます。 

（損益計算書関係）

  
前事業年度 

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成24年４月１日 

至 平成25年３月31日） 

運賃荷造費 千円 165,223 千円 200,865

貸倒引当金繰入額 千円 4,495 千円 －

  
前事業年度 

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成24年４月１日 

至 平成25年３月31日） 

減価償却費 千円 40,606 千円 40,966

賞与引当金繰入額 千円 17,510 千円 31,306

退職給付費用 千円 8,445 千円 8,366

役員報酬 千円 112,200 千円 110,400

給料手当 千円 370,965 千円 388,926

賃借料・リース料 千円 47,838 千円 37,194

法定福利費 千円 69,096 千円 79,440

  
前事業年度 

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成24年４月１日 

至 平成25年３月31日） 

建物 千円 71 千円 227

構築物 千円 － 千円 2,176

機械及び装置 千円 1,252 千円 8,175

車両運搬具 千円 － 千円 456

工具、器具及び備品 千円 － 千円 838

計 千円 1,323 千円 11,875

  
前事業年度 

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成24年４月１日 

至 平成25年３月31日） 

機械及び装置 千円 1,295 千円 －

計 千円 1,295 千円 －

  
前事業年度 

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成24年４月１日 

至 平成25年３月31日） 

売上原価 千円 549 千円 2,969

計 千円 549 千円 2,969



前事業年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31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 

 （注） 自己株式の増加は単元未満株式の買取によるものであります。  

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額  

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

  

（株主資本等変動計算書関係）

  
当事業年度期首株式数

（株）  
当事業年度増加株式数

（株）  
当事業年度減少株式数

（株） 
当事業年度末株式数 

（株）  

発行済株式                        

普通株式  4,022,774  －  －  4,022,774

合計  4,022,774  －  －  4,022,774

自己株式                        

普通株式 （注）  25,267  1,061  －  26,328

合計  25,267  1,061  －  26,328

   
   
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

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  39  10 平成23年３月31日 平成23年６月30日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

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６月28日 

定時株主総会 
普通株式  39  利益剰余金  10 平成24年３月31日 平成24年６月29日



当事業年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31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 

 （注） 自己株式の増加は単元未満株式の買取によるものであります。  

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額  

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

  

  
当事業年度期首株式数

（株）  
当事業年度増加株式数

（株）  
当事業年度減少株式数

（株） 
当事業年度末株式数 

（株）  

発行済株式                        

普通株式  4,022,774  －  －  4,022,774

合計  4,022,774  －  －  4,022,774

自己株式                        

普通株式 （注）  26,328  393  －  26,721

合計  26,328  393  －  26,721

   
   
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 

平成24年６月28日 
定時株主総会 

普通株式  39  10 平成24年３月31日 平成24年６月29日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成25年６月27日 

定時株主総会 
普通株式  39  利益剰余金  10 平成25年３月31日 平成25年６月28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 

  

１．ファイナンス・リース取引 
所有権移転外ファイナンス・リース取引 

   
 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３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、その内容は以下のとおりであります。 

  
(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額 

  

  
(2）未経過リース料期末残高相当額 

  
(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 

  
(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、残存価額を零とする定額法によっております。 

    ・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と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。 

  

（キャッシュ・フロー計算書関係）

    
前事業年度 

（自  平成23年４月１日 
至  平成24年３月31日） 

当事業年度 
（自  平成24年４月１日 

至  平成25年３月31日） 

  現金及び預金勘定 千円 321,532 千円 199,249

  預入期間が３ヶ月を超える定期預金 千円 △106,000 千円 △106,000

  現金及び現金同等物 千円 215,532 千円 93,249

（リース取引関係）

  （単位：千円）

  
前事業年度（平成24年３月31日） 

取得価額相当額 減価償却累計額相当額 期末残高相当額 
機械及び装置 152,174 127,889 24,284 

合計 152,174 127,889 24,284 

  （単位：千円）

  
当事業年度（平成25年３月31日） 

取得価額相当額 減価償却累計額相当額 期末残高相当額 
機械及び装置  －  －  －

合計  －  －  －

  （単位：千円）

  
前事業年度 

（平成24年３月31日） 
当事業年度 

（平成25年３月31日） 
未経過リース料期末残高相当額     

１年内 7,201  －
１年超 18,509  －

合計 25,711  －

  （単位：千円）

  
前事業年度 

（自  平成23年４月１日 
至  平成24年３月31日） 

当事業年度 
（自  平成24年４月１日 

至  平成25年３月31日） 

支払リース料 11,898  8,400
減価償却費相当額  8,953    5,900
支払利息相当額 1,762  1,198



１．金融商品の状況に関する事項 

(1）金融商品に対する取組方針 

 当社は、資金調達については、中期計画・年度予算に照らして必要な資金を主に金融機関からの借入に

よって調達しております。資金運用については、一時的な余剰資金は流動性の高い預金等の金融資産で運

用し、長期運用は業務上の関係を有する企業等の株式で運用しております。また、デリバティブ取引は行

っておらず、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 

 営業債権である受取手形及び売掛金並びに長期貸付金は、取引先の信用リスクに晒されております。  

 投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されております。 

 営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが４ヶ月以内の支払期日であります。 

 借入金は、主に運転資金調達を目的としたものであり、返済日は 長で決算日後５年以内でありま

す。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。 

  

      (3）金融商品に係るリスク管理体制 

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理 

 当社は、販売業務管理規程及び会計規程に従い、営業債権及び長期貸付金について、各部門が主要な取

引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の

悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。また、営業債権につきましては、回収不能の

事態に備えて取引信用保険を付保するなどの対策を実施しております。 

② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理 

 当社は、金融機関からの借入を行うにあたり、調達コストと金融環境を考慮しながら、固定金利・変

動金利を適宜組み合わせて、借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制しております。 

 投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、市況や取引

先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。 

③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理  

 当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流

動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。 

  

           (4）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。  

  

  

（金融商品関係）



２．金融商品の時価等に関する事項 

 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）。  

前事業年度（平成24年３月31日） 

(*1）投資有価証券には１年内の償還予定分を含んでおります。  

(*2）長期貸付金には１年内の返済予定分を含んでおります。  

(*3）長期借入金には１年内の返済予定分を含んでおります。 

  

当事業年度（平成25年３月31日） 

(*1）長期貸付金には１年内の返済予定分を含んでおります。  

(*2）長期借入金には１年内の返済予定分を含んでおります。 

  

  
貸借対照表計上額 

（千円） 
時価（千円） 差額（千円） 

(1）現金及び預金  321,532  321,532  －

(2）受取手形  534,541  534,541  －

(3）売掛金  935,944  935,944  －

(4）投資有価証券(*1）  114,528  114,528  －

(5）長期貸付金(*2）  108,930  108,925  △4

 資産計  2,015,477  2,015,472  △4

(1）支払手形  739,071  739,071  －

(2）買掛金  224,354  224,354  －

(3）短期借入金  250,000  250,000  －

(4）長期借入金(*3）  2,576,155  2,595,001  △18,846

 負債計  3,789,580  3,808,427  △18,846

 デリバティブ取引  －  －  －

  
貸借対照表計上額 

（千円） 
時価（千円） 差額（千円） 

(1）現金及び預金  199,249  199,249  －

(2）受取手形  539,649  539,649  －

(3）売掛金  965,199  965,199  －

(4）投資有価証券  63,394  63,394  －

(5）長期貸付金(*1）  102,732  102,748  16

 資産計  1,870,225  1,870,241  16

(1）支払手形  812,035  812,035  －

(2）買掛金  219,147  219,147  －

(3）長期借入金(*2）  2,187,588  2,200,445  △12,857

 負債計  3,218,771  3,231,629  △12,857

 デリバティブ取引  －  －  －



（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 

資産 

(1）現金及び預金、(2）受取手形、（3）売掛金 

 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）投資有価証券 

 これらの時価について、株式等は取引所の価格によっております。また、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。 

 (5）長期貸付金 

 当社では、長期貸付金の時価の算定は、一定の期間ごとに分類し、与信管理上の信用リスク区分ごと

に、その将来キャッシュ・フローをプライムレート等を指標に信用スプレッドを上乗せした利率で割り引

いた現在価値により算定しております。また、貸倒懸念債権については、担保及び保証による回収見込額

等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は決算日における貸借対照表価額から現在の貸倒見積

高を控除した金額に近似しており、当該価額をもって時価としております。 

  

負債  

(1）支払手形、(2）買掛金 

 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。 

(3）長期借入金 

これらの時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入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。 

  

デリバティブ取引 

 該当事項はありません。 

  

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、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることができず、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、「(4）投資有価証券」には含めておりません。 

  

区分 
       前事業年度 

（平成24年３月31日）  

       当事業年度 

（平成25年３月31日）  

非上場株式 千円2,100 千円2,100

優先株式  千円 130,000  千円 130,000



３．金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額  

前事業年度（平成24年３月31日）  

  

当事業年度（平成25年３月31日）  

  

４．長期借入金の決算日後の返済予定額 

前事業年度（平成24年３月31日） 

  

当事業年度（平成25年３月31日） 

  

  
１年以内  

  (千円）  

１年超 
５年以内  
 (千円） 

５年超 
10年以内 
 (千円）  

10年超  
 (千円） 

現金及び預金  321,532  －  －  －

受取手形  534,541  －  －  －

売掛金  935,944  －  －  －

投資有価証券        

その他有価証券

のうち満期があ

るもの 

       

債券  62,770  －  －  －

長期貸付金   8,234  29,104  32,014  39,577

合計  1,863,023  29,104  32,014  39,577

  
１年以内  

  (千円）  

１年超 
５年以内  
 (千円） 

５年超 
10年以内 
 (千円）  

10年超  
 (千円） 

現金及び預金  199,249  －  －  －

受取手形  539,649  －  －  －

売掛金  965,199  －  －  －

長期貸付金   8,282  29,346  31,646  33,457

合計  1,712,381  29,346  31,646  33,457

  
１年以内 
（千円） 

１年超 
２年以内 
（千円） 

２年超 
３年以内 
（千円） 

３年超 
４年以内 
（千円） 

４年超 
５年以内 
（千円） 

５年超 
（千円） 

長期借入金  865,094  784,525  475,376  323,076  128,084  －

合計  865,094  784,525  475,376  323,076  128,084  －

  
１年以内 
（千円） 

１年超 
２年以内 
（千円） 

２年超 
３年以内 
（千円） 

３年超 
４年以内 
（千円） 

４年超 
５年以内 
（千円） 

５年超 
（千円） 

長期借入金  931,222  598,654  416,724  206,912  34,076  －

合計   931,222  598,654  416,724  206,912  34,076  －



１．その他有価証券 

前事業年度（平成24年３月31日） 

 （注）非上場株式（貸借対照表計上額 千円）及び優先株式（貸借対照表計上額 千円）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、記載しておりません。 

  

（有価証券関係）

  種類 
貸借対照表計上額 

（千円） 
取得原価（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  9,383  6,576 2,807

(2）債券  

① 国債・地方債

等 
－ － － 

② 社債 － － － 

③ その他  62,770  48,916 13,854

(3）その他 － － － 

小計 72,153  55,492 16,661

貸借対照表計上額が

取得原価を超えない

もの 

(1）株式 42,374  48,358 △5,984

(2）債券  

① 国債・地方債

等 
－ － － 

② 社債 － － － 

③ その他 － － － 

(3）その他 － － － 

小計 42,374  48,358 △5,984

合計 114,528  103,851  10,677

2,100 130,000



当事業年度（平成25年３月31日） 

 （注）非上場株式（貸借対照表計上額 千円）及び優先株式（貸借対照表計上額 千円）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、記載しておりません。 

  

２．償還したその他有価証券 

前事業年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

当事業年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日） 

  

  種類 
貸借対照表計上額 

（千円） 
取得原価（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  63,394  55,195 8,198

(2）債券  

① 国債・地方債

等 
－ － － 

② 社債 － － － 

③ その他 － － －

(3）その他 － － － 

小計 63,394  55,195 8,198

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  

① 国債・地方債

等 
－ － － 

② 社債 － － － 

③ その他 － － － 

(3）その他 － － － 

小計 － － －

合計 63,394  55,195  8,198

2,100 130,000

種類 売却額（千円） 
償還益の合計額 

（千円） 
償還損の合計額 

（千円） 

(1）株式 － － － 

(2）債券 

① 国債・地方債等 － － － 

② 社債 － － － 

③ その他 58,465 9,549 － 

(3）その他 － － － 

合計 58,465 9,549 － 



     該当事項はありません。 

  

１．採用している退職給付制度の概要 

当社は、退職金制度の60％相当額について確定拠出年金制度を採用し、残額については退職一時金を充当し

ております。 

  

２．退職給付債務に関する事項 

  

３．退職給付費用に関する事項 

 (注）１「（2）退職給付費用」は、「（1）勤務費用」であります。 

   ２「（3）その他」は、確定拠出年金への掛金支払額であります。 

  

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

             退職給付債務の計算は、簡便法（従業員の自己都合による期末退職金要支給額の100％）によっておりま 

      す。 

  

（デリバティブ取引関係）

（退職給付関係）

  
前事業年度 

（平成24年３月31日） 
当事業年度 

（平成25年３月31日） 

 （1）退職給付債務（千円）  98,833  103,602

 （2）退職給付引当金（千円）  98,833  103,602

  
前事業年度 

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成24年４月１日 

至 平成25年３月31日） 

(1）勤務費用（千円）  8,363  7,878

(2）退職給付費用（千円）  8,363  7,878

(3）その他（千円）  8,211  8,560

  計（千円） ((2）+(3））  16,574  16,438



該当事項はありません。 

  

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 

  

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間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳 

  

  

      該当する関連会社がないため、記載しておりません。 

  

（ストック・オプション等関係）

（税効果会計関係）

  前事業年度 

（平成24年３月31日） 

当事業年度 

（平成25年３月31日） 

繰延税金資産     

税務上の繰越欠損金 11,800千円 －千円 

売掛債権有税償却 2,319千円 2,689千円 

貸倒引当金 3,062千円 2,649千円 

退職給付引当金 35,036千円 36,720千円 

役員退職慰労引当金 105,392千円 105,392千円 

賞与引当金 20,763千円 25,797千円 

役員賞与引当金 3,642千円 6,082千円 

リース解約損否認 －千円 7,027千円 

未払事業税 1,306千円 12,132千円 

その他 －千円 14,288千円 

繰延税金資産小計 183,324千円 212,780千円 

評価性引当額 △145,035千円 △154,794千円 

繰延税金資産合計 38,288千円 57,986千円 

繰延税金負債         

その他有価証券評価差額金 △3,779千円 △2,902千円 

資産除去債務 △328千円 △292千円 

繰延税金負債合計 △4,108千円 △3,195千円 

差引：繰延税金資産の純額 34,180千円 54,791千円 

  
前事業年度 

（平成24年３月31日）
当事業年度 

（平成25年３月31日） 

法定実効税率 ％ 40.4  ％ 37.8

（調整）      

住民税均等割  5.0   1.8

交際費損金不算入額  6.6   1.7

受取配当金益金不算入額  △0.3   △0.2

評価性引当金  △33.2   0.6

税率変更による期末繰延税金資産の減額修正  2.2   －

その他  －   0.0

税効果会計適用後の法人税等の負担率  20.7   41.7

（持分法投資損益等）



資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの 

イ 当該資産除去債務の概要 

 広告看板設置場所の広告物設置掲出契約に伴う原状回復義務等であります。 
  

ロ 当該資産除去債務の金額の算定方法 

 使用見込期間を取得から20年と見積り、割引率は1.45％を使用して資産除去債務の金額を計算しております。 
  

ハ 当該資産除去債務の総額の増減 

  

  

当社では、広島市安佐北区において、賃貸用の工場（土地を含む。）を有しております。前事業年度におけ

る当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は 千円（賃貸収益は営業外収益に、主な賃貸費用は営業外費用に計

上）であり、当事業年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は 千円（賃貸収益は営業外収益に、

主な賃貸費用は営業外費用に計上）であります。 

 また、当該賃貸等不動産の貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりであります。  

 (注) １．貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。 

    ２．期中減少額の内訳は、前事業年度は減価償却費（ 千円）による減少、当事業年度は減価償却 

       費（ 千円）による減少であります。 

       ３．期末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額（指標等を用いて 

           調整を行ったものを含む。）であります。   

  

前事業年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日）及び当事業年度（自  平成24年４月１日  

至  平成25年３月31日） 

 当社は、サイン製品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。  

  

（資産除去債務関係）

  

    前事業年度 

（自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日） 

    当事業年度 

（自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日） 

期首残高 1,990千円 千円 2,019

時の経過による調整額 28千円 千円 29

資産除去債務の履行による減少額 －千円 千円 552

期末残高 2,019千円 千円 1,496

（賃貸等不動産関係）

5,905

6,774

  （単位：千円）

  
前事業年度 

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成24年４月１日 

至 平成25年３月31日） 

貸借対照表計上額   

  期首残高  463,615  451,955

  期中減少額  11,660  11,082

  期末残高  451,955  440,872

期末時価  404,584  394,733

11,660

11,802

（セグメント情報等）

ａ．セグメント情報



関連当事者との取引 

     (ア）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等  

前事業年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

 （注）１ 取引条件及び取引決定方法 

当社と関連を有しない一般取引先と同様の条件によっております。 

２ 取引の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３ 当社は公的機関からの制度融資による資金借入に対して信用保証機関の債務保証を受けており、その保証を

受けるため代表取締役社長林良一より債務保証を受けております。 

４ 当社は株式会社商工組合中央金庫及び株式会社日本政策金融公庫からの制度融資による資金借入に対して、

代表取締役社長林良一より債務保証を受けております。 

  

当事業年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日） 

 （注）１ 取引条件及び取引決定方法 

資金の貸付については、市場金利を勘案した合理的な利率を設定しており、貸付期間や返済方法については

両者協議の上、貸付条件を設定しております。なお、担保の提供は受けておりません。 

２ 取引の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３ 当社は公的機関からの制度融資による資金借入に対して信用保証機関の債務保証を受けており、その保証を

受けるため代表取締役社長林良一より債務保証を受けております。 

４ 当社は株式会社商工組合中央金庫及び株式会社日本政策金融公庫からの制度融資による資金借入に対して、

代表取締役社長林良一より債務保証を受けております。 

  

（関連当事者情報）

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
（％） 

関連当事者
との関係 取引の内容

取引金額 
（千円） 科目 期末残高

（千円） 

役員  林 良一  － － 
当社代表取

締役  

（被所有）

直接 
0.18 

－

金銭の貸付  －

その他（短

期貸付金） 
6,000

長期貸付金 93,183

信用保証機

関の保証を

受けるため

の債務被保

証  

 245,227 － －

金融機関か

らの借入に

対する債務

被保証 

 384,930 － －

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
（％） 

関連当事者
との関係 取引の内容

取引金額 
（千円） 科目 期末残高

（千円） 

役員  林 良一  － － 
当社代表取

締役  

（被所有）

直接 
0.18 

－

金銭の貸付 － 

その他（短

期貸付金） 
6,000

長期貸付金 87,183

信用保証機

関の保証を

受けるため

の債務被保

証  

 258,546 － －

金融機関か

らの借入に

対する債務

被保証 

 278,970 － －



（注）１．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。 

   ２．１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。 

  

  該当事項はありません。 

  

  

（１株当たり情報）

  
  

  

前事業年度 
（自  平成23年４月１日 

至  平成24年３月31日） 

当事業年度 
（自  平成24年４月１日 

至  平成25年３月31日） 

１株当たり純資産額 円 銭 268 44 円 銭 303 95

１株当たり当期純利益金額 円 銭 22 96 円 銭 45 90

  
前事業年度 

（自  平成23年４月１日 
至  平成24年３月31日） 

当事業年度 
（自  平成24年４月１日 

至  平成25年３月31日） 

当期純利益金額（千円） 91,753  183,430

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金額（千円） 91,753  183,430

期中平均株式数（株） 3,996,977  3,996,249

（重要な後発事象）

５．その他
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