
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24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,321,502 1,435,916

受取手形及び売掛金 2,940,427 2,900,932

商品及び製品 648,608 587,296

仕掛品 261,611 324,586

原材料及び貯蔵品 594,106 566,673

繰延税金資産 78,705 102,494

未収入金 97,099 92,756

その他 81,575 52,103

貸倒引当金 △900 △300

流動資産合計 6,022,733 6,062,456

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,003,196 975,883

機械装置及び運搬具（純額） 274,679 906,490

工具、器具及び備品（純額） 52,565 59,510

土地 95,775 95,775

リース資産（純額） 193,241 153,735

建設仮勘定 6,155 49,875

有形固定資産合計 1,625,611 2,241,268

無形固定資産 17,297 12,358

投資その他の資産   

投資有価証券 554,166 626,441

長期貸付金 3,941 2,081

破産更生債権等 97,522 97,463

繰延税金資産 216,938 283,307

保険積立金 209,422 54,567

その他 187,494 220,087

貸倒引当金 △105,091 △100,602

投資その他の資産合計 1,164,392 1,183,344

固定資産合計 2,807,300 3,436,970

資産合計 8,830,033 9,499,426
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,305,577 1,283,366

短期借入金 2,283,974 2,161,024

リース債務 43,385 41,173

未払法人税等 9,062 113,482

賞与引当金 161,365 156,890

役員賞与引当金 13,550 11,855

設備関係支払手形 31,195 40,674

その他 381,354 332,008

流動負債合計 4,229,462 4,140,472

固定負債   

長期借入金 900,717 1,352,693

リース債務 156,679 115,466

退職給付引当金 381,977 443,561

役員退職慰労引当金 78,220 80,600

資産除去債務 8,500 8,500

その他 155,887 153,076

固定負債合計 1,681,980 2,153,896

負債合計 5,911,442 6,294,368

純資産の部   

株主資本   

資本金 704,520 704,520

資本剰余金 56,076 56,076

利益剰余金 2,178,782 2,441,096

自己株式 △68,972 △68,972

株主資本合計 2,870,406 3,132,720

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 41,380 52,146

繰延ヘッジ損益 △325 △1,449

為替換算調整勘定 △12,598 1,878

その他の包括利益累計額合計 28,457 52,575

少数株主持分 19,728 19,763

純資産合計 2,918,591 3,205,058

負債純資産合計 8,830,033 9,499,426
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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23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

売上高 7,725,308 7,695,210

売上原価 5,588,426 5,607,586

売上総利益 2,136,882 2,087,624

販売費及び一般管理費 1,789,861 1,775,523

営業利益 347,021 312,101

営業外収益   

受取利息 594 632

受取配当金 12,144 14,144

受取家賃 16,324 15,951

為替差益 974 4,977

持分法による投資利益 28,514 42,629

その他 21,074 10,971

営業外収益合計 79,624 89,304

営業外費用   

支払利息 72,664 57,661

手形売却損 71 88

その他 915 1,783

営業外費用合計 73,650 59,532

経常利益 352,995 341,873

特別利益   

固定資産売却益 2,239 －

特別利益合計 2,239 －

特別損失   

固定資産除却損 1,100 1,622

投資有価証券評価損 12,814 101

特別損失合計 13,914 1,723

税金等調整前当期純利益 341,320 340,150

法人税、住民税及び事業税 53,810 141,500

法人税等調整額 105,330 △91,340

法人税等合計 159,140 50,160

少数株主損益調整前当期純利益 182,180 289,990

少数株主利益 5,816 635

当期純利益 176,364 289,355
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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23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 182,180 289,990

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 15,123 10,766

繰延ヘッジ損益 2,521 △1,124

為替換算調整勘定 7,380 14,476

その他の包括利益合計 25,024 24,118

包括利益 207,204 314,108

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 201,988 314,073

少数株主に係る包括利益 5,216 35
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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23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(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 704,520 704,520

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 704,520 704,520

資本剰余金   

当期首残高 56,076 56,076

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 56,076 56,076

利益剰余金   

当期首残高 2,042,980 2,178,782

当期変動額   

剰余金の配当 △40,562 △27,041

当期純利益 176,364 289,355

当期変動額合計 135,802 262,314

当期末残高 2,178,782 2,441,096

自己株式   

当期首残高 △68,937 △68,972

当期変動額   

自己株式の取得 △35 －

当期変動額合計 △35 －

当期末残高 △68,972 △68,972

株主資本合計   

当期首残高 2,734,639 2,870,406

当期変動額   

剰余金の配当 △40,562 △27,041

当期純利益 176,364 289,355

自己株式の取得 △35 －

当期変動額合計 135,767 262,314

当期末残高 2,870,406 3,132,720

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 26,257 41,380

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 15,123 10,766

当期変動額合計 15,123 10,766

当期末残高 41,380 52,146
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 △2,846 △325

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,521 △1,124

当期変動額合計 2,521 △1,124

当期末残高 △325 △1,449

為替換算調整勘定   

当期首残高 △19,978 △12,598

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 7,380 14,476

当期変動額合計 7,380 14,476

当期末残高 △12,598 1,878

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 3,433 28,457

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 25,024 24,118

当期変動額合計 25,024 24,118

当期末残高 28,457 52,575

少数株主持分   

当期首残高 14,512 19,728

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5,216 35

当期変動額合計 5,216 35

当期末残高 19,728 19,763

純資産合計   

当期首残高 2,752,584 2,918,591

当期変動額   

剰余金の配当 △40,562 △27,041

当期純利益 176,364 289,355

自己株式の取得 △35 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 30,240 24,153

当期変動額合計 166,007 286,467

当期末残高 2,918,591 3,205,058
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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23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(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   

税金等調整前当期純利益 341,320 340,150

減価償却費 246,958 225,927

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,428 △5,089

受取利息及び受取配当金 △12,738 △14,776

支払利息 72,664 57,661

持分法による投資損益（△は益） △28,514 △42,629

売上債権の増減額（△は増加） △107,281 39,495

たな卸資産の増減額（△は増加） △111,949 25,770

仕入債務の増減額（△は減少） △33,897 △22,211

賞与引当金の増減額（△は減少） △4,035 △4,475

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △38,180 2,380

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 3,050 △1,695

退職給付引当金の増減額（△は減少） △53,616 61,584

投資有価証券評価損益（△は益） 12,814 101

固定資産売却損益（△は益） △2,239 －

固定資産除却損 1,100 1,622

保険積立金の増減額（△は増加） △20,951 154,855

未収入金の増減額（△は増加） 54,169 4,333

未払費用の増減額（△は減少） △3,801 △3,883

預り保証金の増減額（△は減少） △25,600 △4,582

その他 △34,447 △73,241

小計 252,399 741,297

利息及び配当金の受取額 12,753 14,786

利息の支払額 △70,144 △57,299

法人税等の支払額 △172,651 △29,401

法人税等の還付額 － 33,709

営業活動によるキャッシュ・フロー 22,357 703,092

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 △96,550 △828,089

有形固定資産の売却による収入 1,987 －

投資有価証券の取得による支出 △3,956 △3,956

無形固定資産の取得による支出 △460 －

定期預金の払戻による収入 51 －

関係会社出資金の払込による支出 △8,256 －

子会社出資金の取得による支出 △35,000 △16,729

長期貸付けによる支出 △750 －

長期貸付金の回収による収入 1,885 1,955

投資活動によるキャッシュ・フロー △141,049 △846,819

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 － 900,000

長期借入金の返済による支出 △502,980 △455,974

自己株式の取得による支出 △35 －

配当金の支払額 △40,562 △27,041

短期借入金の純増減額（△は減少） △178,001 △115,000

少数株主への配当金の支払額 △600 △600

リース債務の返済による支出 △43,766 △43,425

財務活動によるキャッシュ・フロー △765,944 257,960

現金及び現金同等物に係る換算差額 △89 181

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △884,725 114,414

現金及び現金同等物の期首残高 2,067,627 1,182,902

現金及び現金同等物の期末残高 1,182,902 1,297,316
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