
流動資産 3,406,265 流動負債 3,185,631

現金及び預金 473,602 支払手形 1,434,567

受取手形 444,129 買掛金 369,821

売掛金 687,005 工事未払金 212,810

完成工事未収入金 614,076 １年内返済予定の長期借入金 703,728

製品 360,656 １年内償還予定の社債 35,000

仕掛品 17,966 リース債務 12,879

未成工事支出金 156,737 未払金 110,928

原材料 369,255 未払法人税等 30,302

繰延税金資産 149,543 未払消費税等 20,338

未収入金 74,681 未成工事受入金 113,104

その他 61,746 製品保証引当金 41,622

貸倒引当金 △ 3,136 設備関係支払手形 10,486

固定資産 3,169,263 その他 90,043

有形固定資産 2,818,535 固定負債 1,602,064

建物 628,180 社債 180,000

構築物 61,708 長期借入金 1,095,117

機械及び装置 273,856 リース債務 18,035

車両運搬具 2,768 退職給付引当金 294,813

工具、器具及び備品 26,812 その他 14,098

土地 1,795,133 負 債 合 計 4,787,696

リース資産 23,389

建設仮勘定 6,687 株主資本 1,787,963

無形固定資産 27,749 資本金 1,266,921

ソフトウエア 2,701 利益剰余金 535,544

リース資産 6,053 その他利益剰余金 535,544

その他 18,995 　繰越利益剰余金 535,544

投資その他の資産 322,977 自己株式  △ 14,502

投資有価証券 171,129 評価・換算差額等  △ 130

破産更生債権等 65,829 その他有価証券評価差額金  △ 130

繰延税金資産 4,415

会員権 106,700

その他 143,387

貸倒引当金 △ 168,483 純 資 産 合 計 1,787,832

資 産 合 計 6,575,528 負 債 ・ 純 資 産 合 計 6,575,528

（純資産の部）

貸借対照表

金　　額科　　　目 科　　　目金　　額

（単位：千円）
（平成２３年３月３１日現在）

（資産の部） （負債の部）
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（単位：千円）

9,046,732             

6,501,071             

2,545,661             

2,134,328             

411,333                

3,432                    

9,844                    13,276                 

61,219                  

37,718                  98,938                 

325,671                

1,075                    

1,500                    2,575                   

323,096                

24,864                  

△ 153,959

452,191                

法人税等調整額

当期純利益

特別損失

固定資産除却損

税引前当期純利益

投資有価証券売却損

法人税・住民税及び事業税

営業外費用

支払利息

その他

経常利益

営業利益

営業外収益

受取利息及び配当金

その他

売上高

売上原価

売上総利益

販売費及び一般管理費

損益計算書
（自平成２２年４月１日　至平成２３年３月３１日）

科                   目 金　　　　　　　額
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（単位：千円）

その他利益
剰余金

繰越利益
剰余金

平成２２年３月３１日残高 1,266,921        83,353 83,353 △ 14,186 1,336,087        

事業年度中の変動額

当期純利益 -                   452,191 452,191 -                   452,191

自己株式の取得 -                   -                   -                   △ 316 △ 316

-                   -                   -                   -                   -                   

事業年度中の変動額合計 -                   452,191 452,191 △ 316 451,875

平成２３年３月３１日残高 1,266,921        535,544 535,544 △ 14,502 1,787,963

その他有価証
券評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成２２年３月３１日残高 -                   -                   1,336,087

事業年度中の変動額

当期純利益 -                   -                   452,191

自己株式の取得 -                   -                   △ 316

△ 130 △ 130 △ 130

事業年度中の変動額合計 △ 130 △ 130 451,744

平成２３年３月３１日残高 △ 130 △ 130 1,787,832

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額（純額）

利益剰余金

利益剰余金
合計

資本金

評価・換算差額等

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額（純額）

純資産合計

自己株式

株主資本等変動計算書
（自平成２２年４月１日　至平成２３年３月３１日）

株主資本
合計

株主資本
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記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております｡

重要な会計方針に係る事項に関する注記
１．資産の評価基準及び評価方法

(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………………………

時価のないもの……………………… 移動平均法による原価法
(2)デリバティブの評価基準及び評価方法

デリバティブ………………………… 時価法
(3)棚卸資産の評価基準及び評価方法

製品、仕掛品、原材料………………

未成工事支出金……………………

２．固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産（リース資産を除く）………… 定率法

主な耐用年数

(2)無形固定資産（リース資産を除く）………… 定額法
主な耐用年数

自社利用のｿﾌﾄｳｴｱ
（社内における利用可能期間）

(3)リース資産………………………………… 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

(4)長期前払費用…………………………… 均等償却
主な償却期間

３．引当金の計上基準
(1)貸倒引当金………………………………

(2)製品保証引当金…………………………

(3)退職給付引当金…………………………

４．完成工事高及び完成工事原価の計上基準

建物

工具、器具及び備品
車両運搬具
機械及び装置
構築物

４年
　２年　～　１５年

５年

なお、リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナ
ンス･リース取引のうち、リース取引開始日が企業会計基準第13号「リース取引
に関する会計基準」の適用初年度開始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。

５年

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、
破産更生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。
製品販売後の無償補修費用の支出に充てるため、売上高に過去の実績率を乗じ
た額を計上しております。
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の見込額に基づ
き、当期末において発生していると認められる額を計上しております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
年数（5年）による定額法により発生事業年度の翌事業年度から費用処理すること
としております。

当期末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）

総平均法に基づく原価法（貸借対照表額は収益性の低下による簿価切下げ方法
により算定）
個別法に基づく原価法（貸借対照表額は収益性の低下による簿価切下げ方法に
より算定）

但し、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

　当期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契約については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは
原価比例法）を、その他の工事契約については、工事完成基準を適用しております。

１５年　～　３８年
１０年　～　３０年

１０年
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５．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
(1)ヘッジ会計の方法

(2)消費税等の会計処理方法
税抜方式によって処理しております。

６．重要な会計方針の変更

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

貸借対照表に関する注記
１．担保に供している資産及び担保に係る債務

(1)担保に供している資産
建物
構築物
機械及び装置
車両運搬具
工具、器具及び備品
土地

(2)担保に係る債務
１年内返済予定の長期借入金
長期借入金

２．有形固定資産の減価償却累計額 千円

３．受取手形割引高
受取手形割引高 千円

株主資本等変動計算書に関する注記
１．当事業年度末における発行済株式の種類及び株式数

普通株式 株

２．当事業年度末における自己株式の種類及び株式数
普通株式 株

(1)配当金支払額
該当事項はありません。

(2)基準日が当事業年度に帰属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

平成23年3月31日

効力発生日

平成23年6月30日2
平成23年６月29日

定時株主総会

配当の原資

利益剰余金

株式の種類

普通株式 15,357

３．配当に関する事項

配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日（決議）

　当事業年度より、「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、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響額はありません。

※なお、上記債務の他、割引手形債務が1,534,513千円が存在しております。

1,095,117

37,268

1,646,995 千円

5,933,525

1,534,513

551,878

2,511,174

7,716,063

千円

千円計

613,708
11,824

116,685
174

8,353
1,760,427

　長期借入金の一部について、取締役会決議に基づき将来の金利上昇リスクを軽減する目的で金利スワップ取引を行ってお
ります。当該デリバティブ取引については、財務部が実行管理を行い、特例処理（金利スワップを時価評価せずに当該金利ス
ワップに係る金銭の受払の純額を金利変換の対象となる負債に係る利息に加減する方法）を採用しております。なお、特例処
理の要件を満たす金利スワップ取引については、有効性の評価を省略しております。

計
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金融商品に関する注記

１．金融商品の状況に関する事項

２．金融商品の時価等に関する事項

平成２３年３月３１日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

( １)現金及び預金

( ２)受取手形

( ３)売掛金

( ４)完成工事未収入金

( ５)未収入金

( ６)投資有価証券

( ７)破産更生債権等

( ８)会員権

( ９)敷金保証金 ※2

(10)支払手形

(11)買掛金

(12)工事未払金

(13)未払金

(14)１年内償還予定の社債及び社債

(15)１年内返済予定の長期借入金及び長期借入金

(16)デリバティブ取引

※ 1　負債に計上されているものについては、（　）で表示しております。

※ 2　敷金保証金は貸借対照表上、投資その他の資産「その他」に含めて表示しております。

（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

(1)現金及び預金、(2)受取手形、(3)売掛金、(4)完成工事未収入金、(5)未収入金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(6)投資有価証券

　これらの時価については、証券取引所の市場価格によっております。

(7)破産更生債権等

(8)会員権

(9)敷金保証金

(10)支払手形、(11)買掛金、(12)工事未払金、(13)未払金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(14)１年内償還予定の社債及び社債

(15)１年内返済予定の長期借入金及び長期借入金

(16)デリバティブ取引

（注２）

非上場株式

(-) (-) -                               

　これらの時価について、会員権の市場価格によっております。但し、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認
められるものについては帳簿価額を時価としております。また、貸借対照表計上額のうち102,645千円につきましては貸倒
引当金を計上しております。

　敷金保証金の時価算定は使用期間等を勘案し、無リスクの利子率で割り引いた金額を時価としております。

△ 65,829

-                               

74,713                        

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(6)投資有価証券」には含め
ておりません。

　当社の発行する社債の時価は市場価格がないため、元利金の合計額を当該社債の残存期間及び信用リスクを加味した
割引率で割り引いた現在価値により算出しております。

　長期借入金の時価については、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て算定す
る方法によっております。金利スワップの特例処理の対象とされている変動金利による長期借入金は（下記(16)参照）、当
該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積られる利
率で割り引いて算定する方法によっております。

　金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は
当該長期借入金の時価に含めて記載しております（上記(15)参照）。

区分 貸借対照表計上額（千円）

170,000

687,005                      687,005                      -                               

-                               

444,129                      444,129                      -                               

473,602                      473,602                      

(212,810) -                               (212,810)

(1,798,845) (1,812,791) 13,946

(215,000) (219,202) 4,202                          

614,076                      614,076                      

1,129                          1,129                          

74,681                        74,681                        

-                               

-                               

　破産更生債権等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、時価は当期末におけ
る貸借対照表計上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。また、貸
借対照表計上額65,829千円につきましては貸倒引当金を計上しております。

5,440                          △ 101,260

(110,928) (110,928) -                               

-                               

106,700                      

　当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等の金融機関からの借入により資金調達しております。

　受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、債権管理規程に沿ってリスク低減を図っております。

貸借対照表計上額　※1 時価　※1 差額
（単位：千円）

　借入金の使途は運転資金及び設備投資資金であり、一部の長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施
して支払利息の固定化を実施しております。なお、デリバティブ取引は取締役会決議に従い、実需の範囲で行うこととしており
ます。

-                               

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

71,426                        △ 3,287

(369,821) (369,821) -                               

(1,434,567)

65,829                        

(1,434,567)
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賃貸等不動産に関する注記
１．賃貸等不動産の状況に関する事項

当社では、大阪府において、賃貸用のマンション（土地を含む。）を有しております。
また、将来の使用が見込まれていない遊休不動産（休止中の静岡工場、夕張工場等）を有しております。

２．賃貸等不動産の時価に関する事項

（単位：千円）

（注１）

（注２）

税効果会計に関する注記
(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

（流動項目)
繰延税金資産

原材料評価損
製品評価損
製品保証引当金
繰越欠損金
その他

繰延税金資産小計
評価性引当額
繰延税金資産合計

(固定項目)
繰延税金資産

貸倒引当金損金算入限度超過額
退職給付引当金
投資有価証券評価損
会員権評価損
減損損失
その他

繰延税金資産小計
評価性引当額
繰延税金資産合計

繰延税金負債
繰延税金負債合計
繰延税金資産（負債）の純額

(2)法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の主な項目別の内訳
法定実効税率 ％
(調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目
住民税均等割等
評価性引当額の減少額
その他

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △ 39.8 ％

貸借対照表計上額 時価
1,329,030 1,426,839

貸借対照表計上額は、取得価額から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であ
ります。
当期末の時価は、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。

40.6

7.7
△ 89.5

―

△ 0.1

千円

千円

千円

1.4

千円

千円

千円
千円

△ 694,874
4,415

―

470,787

143,037

966
699,289

61,113

5,688
40,950

119,782

9,563
280,122

△ 130,578
149,543

84,076
26,533
16,911

千円
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退職給付会計に関する注記
(1)採用している退職給付制度の概要

当社は、退職金制度としてポイント制の退職一時金制度を採用しております。
(2)退職給付債務に関する事項

退職給付債務
未認識数理計算上の差異
退職給付引当金

(3)退職給付費用に関する事項
勤務費用
利息費用
数理計算上の差異の費用処理額
退職給付費用

(4)その他退職給付債務等の計算基礎に関する事項
割引率
退職給付見込額の期間配分方法
数理計算上の差異の処理年数

リースにより使用する固定資産に関する注記

関連当事者との取引に関する注記
役員及び個人主要株主等 （単位：千円）

（注１）
（注２）

（注３） 当社役員舩木元旦の近親者が議決権の100％を直接所有しております。

１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 円 銭
１株当たり当期純利益 円 銭

重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

取引の内容 取引金額 科目

前払費用 1,438

17,257

役員及び
その近親
者が議決
権の過半
数を所有
している
会社等

舩木商事
有限会社

（注３）

被所有
直接9.3%

事務所の賃借

58
82
88

取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
舩木商事有限会社との価格その他の取引条件は、当社と関係を有しない他の当事者と同様の条件によっておりま
す。

232

投資その他の資産
（敷金・保証金）

6,950
事務所の賃借

期末残高

ポイント基準
5 年

貸借対照表に計上した固定資産のほか、事務機器、車両運搬具等の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約に
より使用しております。

属性 会社等
の名称

議決権等
の所有（被
所有）割合

関連当事者
との関係

2.0 ％

33,163 千円
5,359

△ 3,478
35,044 千円

△ 289,387 千円
△ 5,425

△ 294,813 千円
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