
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21年２月28日) 

当連結会計年度 
(平成22年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 ※２  1,435,168 ※２  1,898,076

売掛金 1,715,771 1,813,474

有価証券 10,158 10,176

商品 676,575 700,561

繰延税金資産 57,307 68,813

その他 53,110 50,952

貸倒引当金 △1,600 △1,900

流動資産合計 3,946,490 4,540,154

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,392,528 3,767,636

減価償却累計額 △1,144,263 △1,351,960

建物及び構築物（純額） ※２  2,248,264 ※２  2,415,676

車両運搬具 31,093 34,945

減価償却累計額 △19,159 △22,024

車両運搬具（純額） 11,933 12,920

工具、器具及び備品 463,712 494,217

減価償却累計額 △349,797 △380,021

工具、器具及び備品（純額） 113,915 114,195

土地 ※２  1,698,227 ※２  1,726,479

建設仮勘定 － 15,669

有形固定資産合計 4,072,340 4,284,942

無形固定資産   

のれん 992,820 988,306

その他 76,679 87,386

無形固定資産合計 1,069,500 1,075,693

投資その他の資産   

投資有価証券 ※１  270,537 293,654

繰延税金資産 101,158 104,834

差入保証金 476,616 444,761

その他 110,519 118,015

投資その他の資産合計 958,832 961,265

固定資産合計 6,100,673 6,321,900

資産合計 10,047,164 10,862,054
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成21年２月28日) 

当連結会計年度 
(平成22年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 9,757 8,357

買掛金 ※２  2,123,283 ※２  2,224,765

短期借入金 30,000 30,000

1年内返済予定の長期借入金 ※２  1,324,922 ※２  1,412,341

未払法人税等 154,739 263,189

賞与引当金 89,530 95,650

その他 180,309 220,965

流動負債合計 3,912,543 4,255,270

固定負債   

長期借入金 ※２  2,876,019 ※２  2,926,321

退職給付引当金 197,832 227,237

その他 153,402 145,860

固定負債合計 3,227,254 3,299,418

負債合計 7,139,797 7,554,689

純資産の部   

株主資本   

資本金 917,000 917,000

資本剰余金 837,050 837,050

利益剰余金 1,303,884 1,713,362

自己株式 △153,262 △179,134

株主資本合計 2,904,671 3,288,278

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,695 19,087

評価・換算差額等合計 2,695 19,087

純資産合計 2,907,367 3,307,365

負債純資産合計 10,047,164 10,862,054
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(2)【連結損益計算書】 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

売上高 16,068,897 17,184,767

売上原価 14,430,181 15,314,760

売上総利益 1,638,715 1,870,007

販売費及び一般管理費 ※１  888,858 ※１  894,447

営業利益 749,857 975,559

営業外収益   

受取利息 3,829 2,090

受取配当金 1,458 1,652

受取保証料 2,350 2,080

持分法による投資利益 2,319 －

助成金収入 － 1,746

その他 3,353 3,270

営業外収益合計 13,311 10,838

営業外費用   

支払利息 74,375 78,798

持分法による投資損失 － 509

その他 16,780 13,716

営業外費用合計 91,155 93,024

経常利益 672,013 893,374

特別利益   

固定資産売却益 － ※２  204

投資有価証券売却益 3,200 －

保険解約返戻金 － 541

特別利益合計 3,200 745

特別損失   

固定資産売却損 － ※３  12,169

固定資産除却損 ※４  3,568 ※４  1,235

減損損失 ※５  19,311 ※５  6,342

投資有価証券評価損 3,186 1,979

賃貸借契約解約損 － 5,528

特別損失合計 26,066 27,256

税金等調整前当期純利益 649,147 866,863

法人税、住民税及び事業税 335,048 433,670

法人税等調整額 △15,126 △24,138

法人税等合計 319,922 409,532

当期純利益 329,224 457,331
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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20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 917,000 917,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 917,000 917,000

資本剰余金   

前期末残高 837,050 837,050

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 837,050 837,050

利益剰余金   

前期末残高 1,014,571 1,303,884

当期変動額   

剰余金の配当 △39,912 △48,450

当期純利益 329,224 457,331

持分法の適用範囲の変動 － 597

当期変動額合計 289,312 409,478

当期末残高 1,303,884 1,713,362

自己株式   

前期末残高 △66,291 △153,262

当期変動額   

自己株式の取得 △86,971 △30,972

自己株式の処分 － 5,100

当期変動額合計 △86,971 △25,872

当期末残高 △153,262 △179,134

株主資本合計   

前期末残高 2,702,330 2,904,671

当期変動額   

剰余金の配当 △39,912 △48,450

当期純利益 329,224 457,331

持分法の適用範囲の変動 － 597

自己株式の取得 △86,971 △30,972

自己株式の処分 － 5,100

当期変動額合計 202,341 383,606

当期末残高 2,904,671 3,288,278
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 19,449 2,695

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △16,754 16,391

当期変動額合計 △16,754 16,391

当期末残高 2,695 19,087

評価・換算差額等合計   

前期末残高 19,449 2,695

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △16,754 16,391

当期変動額合計 △16,754 16,391

当期末残高 2,695 19,087

純資産合計   

前期末残高 2,721,779 2,907,367

当期変動額   

剰余金の配当 △39,912 △48,450

当期純利益 329,224 457,331

持分法の適用範囲の変動 － 597

自己株式の取得 △86,971 △30,972

自己株式の処分 － 5,100

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △16,754 16,391

当期変動額合計 185,587 399,998

当期末残高 2,907,367 3,307,365
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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20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28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 649,147 866,863

減価償却費 185,780 220,831

減損損失 19,311 6,342

のれん償却額 74,624 79,632

貸倒引当金の増減額（△は減少） △100 300

賞与引当金の増減額（△は減少） 7,077 6,119

退職給付引当金の増減額（△は減少） 18,136 29,405

受取利息及び受取配当金 △5,287 △3,742

支払利息 74,375 78,798

持分法による投資損益（△は益） △2,319 509

投資有価証券売却損益（△は益） △3,200 －

固定資産売却損益（△は益） － 11,965

固定資産除却損 3,568 1,235

投資有価証券評価損益（△は益） 3,186 1,979

賃貸借契約解約損 － 5,528

売上債権の増減額（△は増加） 45,373 △97,703

たな卸資産の増減額（△は増加） △44,412 △23,985

仕入債務の増減額（△は減少） △20,359 100,081

未払費用の増減額（△は減少） 26,406 △1,447

預り保証金の増減額（△は減少） △5,462 △8,307

その他 17,833 28,554

小計 1,043,680 1,302,961

利息及び配当金の受取額 3,958 2,393

利息の支払額 △75,181 △77,631

法人税等の支払額 △384,197 △326,656

営業活動によるキャッシュ・フロー 588,260 901,066

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 △399,517 △168,864

有形固定資産の売却による収入 － 11,529

無形固定資産の取得による支出 △1,858 △15,671

投資有価証券の取得による支出 △22,740 △5,767

投資有価証券の売却による収入 11,880 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ ※２  △10,229

貸付けによる支出 － △2,000

長期前払費用の取得による支出 △8,741 △21,786

差入保証金の差入による支出 △11,760 △11,082

差入保証金の回収による収入 12,184 12,415

その他 △1,928 △3,078

投資活動によるキャッシュ・フロー △422,482 △214,535
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

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 1,100,000 1,350,000

長期借入金の返済による支出 △1,079,709 △1,499,316

社債の償還による支出 △500,000 －

自己株式の取得による支出 △86,971 △30,972

自己株式の処分による収入 － 5,100

配当金の支払額 △39,912 △48,450

財務活動によるキャッシュ・フロー △606,592 △223,638

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △440,815 462,893

現金及び現金同等物の期首残高 1,868,940 1,428,125

現金及び現金同等物の期末残高 ※１  1,428,125 ※１  1,891,018
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