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1.  平成25年3月期の連結業績（平成24年4月1日～平成25年3月31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 ％

25年3月期 6,667 8.6 937 11.5 957 9.5 560 22.8
24年3月期 6,141 17.0 841 36.3 875 35.1 456 29.4

（注）包括利益 25年3月期 585百万円 （21.3％） 24年3月期 482百万円 （37.3％）

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 96.03 ― 6.3 8.9 14.1
24年3月期 78.22 ― 5.3 8.5 13.7

（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 10,917 9,129 83.6 1,563.65
24年3月期 10,535 8,772 83.3 1,502.40

（参考） 自己資本   25年3月期  9,129百万円 24年3月期  8,772百万円

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 601 △16 △239 3,570
24年3月期 453 △80 △275 3,224

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 ％ ％

24年3月期 ― 15.00 ― 21.00 36.00 210 46.0 2.4
25年3月期 ― 18.00 ― 26.00 44.00 256 45.8 2.8
26年3月期(予想) ― 22.00 ― 22.00 44.00 ―

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（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) 3,524 13.9 473 15.7 483 13.7 273 12.8 46.76
通期 7,048 5.7 947 1.0 967 1.0 547 △2.4 93.68



※  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 

(注）詳細は、添付資料14ページ「４，（７）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(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  ： 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 5,840,000 株 24年3月期 5,840,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期 1,278 株 24年3月期 1,138 株
③ 期中平均株式数 25年3月期 5,838,809 株 24年3月期 5,838,888 株

（参考）個別業績の概要 

平成25年3月期の個別業績（平成24年4月1日～平成25年3月31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 ％

25年3月期 6,444 8.5 914 11.3 937 9.5 551 24.8
24年3月期 5,939 18.2 822 30.9 856 29.9 442 19.2

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

25年3月期 94.50 ―
24年3月期 75.75 ―

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 10,944 9,204 84.1 1,576.41
24年3月期 10,584 8,855 83.7 1,516.69

（参考） 自己資本 25年3月期  9,204百万円 24年3月期  8,855百万円

※ 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２ページ「１，（１）経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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①当期の経営成績  

当連結会計年度におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興需要を背景として緩やかな回復の

兆しがみられるなか、新政権発足の年度後半より金融緩和や経済政策等への期待から円安や株高が進

行し、輸出産業を中心に景気回復への期待感は高まってきております。 

 しかしながら、欧州諸国の債務問題は不安定な状態が続いており、デフレ状況からは依然として脱

却しておらず、先行き不透明な状況で推移いたしました。 

 当社の主要顧客である国内の製造業においては、場所を選ばないバッテリー式小型自動床洗浄機の

販売等は堅調でしたが、年度後半まで続いていた円高の影響から設備投資が低迷していたため、高圧

洗浄機や真空掃除機の販売が低調となりました。 

 一方、ビルメンテナンス業界においては、当期に投入した新商品であるハイパワー振動ポリッシャ

ー「ＥＤＧＥ２０」を中心とした代理店向け講習会等を通じて積極的に提案活動を続けた結果、増収

となりました。 

 また、ＯＥＭ供給によるオリジナル商品（独占販売権付卸売販売）の提案については、コンシュー

マー市場向けに提案した小型スチーム機器の販売等がホームセンタールート等で、前期に引き続き増

収となりました。 

 なお、アフターサービスについては、工賃及びパーツの販売等が伸び悩みました。しかし、子会社

であるエタニ産業株式会社については、プール向け水質浄化剤等の化成品関連売上が堅調に推移し、

増収となりました。 

 これらの結果、当連結会計年度における当社グループの売上高は、6,667百万円（前年同期比8.6％

増）、経常利益は957百万円（前年同期比9.5％増）、当期純利益は560百万円（前年同期比22.8％

増）となりました。 

  

②品目別の概況 

「清掃機器」の売上高は1,212百万円（前年同期比7.6％増）、「洗浄機器」は2,991百万円（前年

同期比17.6％増）、「その他」は2,462百万円（前年同期比0.3％減）となりました。 

 「清掃機器」については、復興需要等から搭乗式大型清掃機や真空掃除機の販売が堅調であったこ

と等から、増収となりました。 

 「洗浄機器」については、新商品であるハイパワー振動ポリッシャー「ＥＤＧＥ２０」の販売が順

調に推移したことやコンシューマー向けの小型スチーム機器の販売が前期に引き続き伸長したこと等

から増収となりました。 

 「その他」については、子会社であるエタニ産業株式会社の売上高は増収となりましたが、工賃・

パーツ等の販売が減少したこと等からわずかながら減収となりました。 

  

③次期の見通し 

今後の経済環境につきましては、歴史的な円高水準の修正に伴い、輸出企業を中心として企業収益

の改善が期待されるものの、電気料金の値上げに加え、円安による各種原材料のコストアップ等によ

り経営活動への影響も懸念されるほか、欧州諸国や新興諸国の経済環境が不安定な状態にあり、引き

続き不透明感が続くものと思われます。  

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
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このような状況のなかで当社は、市場ニーズをとらえた新商品開発を継続するとともに、各種展示

会への出展のほか、新機能、新用途を付した商品について専門部署を設置し講習会・勉強会等を全国

の営業拠点及び販売代理店とともに推進していくことで、新規顧客の獲得、既存顧客への深耕を推進

し、さらなる業容の拡大に努めてまいります。 

 ＯＥＭ供給によるオリジナル商品の販売につきましては、小型の高圧洗浄機、スチーム機器、真空

掃除機等を中心としたコンシューマー向け商品のさらなる拡販に努めてまいります。 

 アフターサービスにつきましては、引き続き、品質向上に取り組むとともに、メンテナンススタッ

フの技術力向上に努めることで、顧客重視のサービス体制づくりをより一層推進してまいります。 

 なお、子会社であるエタニ産業株式会社につきましては、当社グループの輸入業務の強みを活か

し、商品アイテムを充実していくことであらたな販路を開拓していく等、積極的な営業展開を進めて

まいりたいと考えております。 

 以上により、次期の連結ベースでの売上高は、7,048百万円（前年同期比5.7％増）、経常利益は

967百万円（前年同期比1.0％増）、当期純利益は547百万円（前年同期比2.4％減）を見込んでおりま

す。 
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①資産、負債及び純資産の状況  

流動資産は、前連結会計年度末に比べて7.4％増加し、6,048百万円となりました。これは主として

現金及び預金が105百万円減少したものの、有価証券が451百万円増加したこと等によるものでありま

す。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べて0.7％減少し、4,868百万円となりました。これは主として

減価償却等により有形固定資産が52百万円減少したこと等によるものであります。 

 この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて3.6％増加し、10,917百万円となりました。 

 流動負債は、前連結会計年度末に比べて5.1％減少し、923百万円となりました。これは主として未

払法人税等が40百万円増加したものの、未払金が53百万円減少したこと等によるものであります。 

 固定負債は、前連結会計年度末に比べて9.4％増加し、864百万円となりました。これは主として退

職給付引当金が39百万円増加したこと等によるものであります。 

 この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて1.4％増加し、1,787百万円となりました。 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べて4.1％増加し、9,129百万円となりました。これは主とし

て利益剰余金が333百万円増加したこと等によるものであります。 

  

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（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比

べて345百万円増加し、3,570百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの

状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

  

 営業活動の結果得られた資金は、601百万円（前年同期比32.8％増）となりました。これは、主と

して税金等調整前当期純利益が957百万円、減価償却費が90百万円、退職給付引当金の増加額が39百

万円によりキャッシュ・フローを増加させたものの、たな卸資産の増加額41百万円、未払金の減少額

50百万円、法人税等の支払額が370百万円あったこと等によるものであります。 

  

 投資活動の結果支出した資金は、16百万円（前年同期比79.1％減）となりました。これは、主とし

て有形固定資産の取得による支出が25百万円あったこと等によるものであります。 

  

 財務活動の結果支出した資金は、239百万円（前年同期比13.0％減）となりました。これは、主と

して配当金の支払額が228百万円あったこと等によるものであります。 

  

（２）財政状態に関する分析

蔵王産業（株）（9986）平成25年3月期決算短信[日本基準]（連結）

4



  
なお、当社グループのキャッシュ・フロー関連指標の推移は下記のとおりです。 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
 （注）１．各指標は、以下の計算式により算出しております。 

             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÷営業キャッシュ・フロー 

             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 

   ２．株式時価総額は、連結期末株価終値×連結期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

   ３．有利子負債は、連結貸借対照表上に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象としております。 

４．営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・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。利払

いは、連結キャッシュ・フロー計算書の「利息の支払額」を使用しております。 

  

当社は、株主への利益配分と会社の体質強化のための内部留保との調和を図りながら、配当につきま

しては配当性向重視の方針を継続してまいります。 

 今後の配当金額の決定につきましては、長期的な観点で当社株式を保有していただくため、当社グル

ープの事業展開や財務状況のほか会計基準の変更等特殊要因による業績変動等を総合的に勘案し、毎期

の業績に応じて配当性向50％程度を目標として行ってまいります。 

 なお、当期の期末配当は、当初予定の18円00銭に8円00銭増配して１株あたり26円00銭とし、実施済

みの中間配当18円00銭と合わせまして、年間配当金は１株あたり44円00銭とさせていただく予定であり

ます。 

 また、次期における年間配当金については、１株あたり中間配当22円00銭、期末配当22円00銭の年間

配当44円00銭を計画しております。 

  

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（％） 84.5 83.3 83.6

時価ベースの自己資本比率（％） 33.5 42.0 48.4

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ― ― ―

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） ― ― ―

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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 最近の有価証券報告書（平成24年６月29日提出）における【事業の内容】及び【関係会社の状況】の内容

から重要な変更がないため、記載を省略しております。  

  

平成19年３月期決算短信（平成19年４月26日開示）の内容から重要な変更がないため、開示を省略して

おります。なお、当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

   http://www.zaohnet.co.jp  

（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

   http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 

２．企業集団の状況

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 2,314,745 2,208,950

受取手形及び売掛金 ※2, ※3  1,612,830 ※2, ※3  1,621,425

有価証券 910,172 1,361,316

商品 655,278 695,770

繰延税金資産 116,334 86,932

その他 22,393 75,454

貸倒引当金 △1,350 △1,360

流動資産合計 5,630,404 6,048,490

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,301,209 3,300,476

減価償却累計額 △2,122,157 △2,183,506

建物及び構築物（純額） 1,179,052 1,116,970

機械装置及び運搬具 93,625 121,727

減価償却累計額 △60,770 △74,768

機械装置及び運搬具（純額） 32,855 46,959

土地 ※１  3,270,925 ※１  3,270,925

その他 224,086 219,514

減価償却累計額 △201,748 △201,375

その他（純額） 22,338 18,138

有形固定資産合計 4,505,170 4,452,993

無形固定資産   

その他 16,498 13,664

無形固定資産合計 16,498 13,664

投資その他の資産   

投資有価証券 78,200 78,200

長期性預金 100,000 100,000

繰延税金資産 128,908 156,655

その他 76,781 67,744

貸倒引当金 △620 △450

投資その他の資産合計 383,270 402,150

固定資産合計 4,904,938 4,868,807

資産合計 10,535,342 10,917,298
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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 194,956 187,283

未払金 161,060 107,972

未払費用 132,345 130,577

未払法人税等 244,760 285,616

賞与引当金 108,325 109,950

商品保証引当金 9,800 7,600

その他 121,778 94,367

流動負債合計 973,026 923,366

固定負債   

退職給付引当金 359,597 399,404

役員退職慰労引当金 164,375 179,015

再評価に係る繰延税金負債 ※１  205,147 ※１  205,147

その他 60,897 80,673

固定負債合計 790,018 864,241

負債合計 1,763,045 1,787,607

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,797,681 1,797,681

資本剰余金 2,122,148 2,122,148

利益剰余金 7,046,451 7,379,461

自己株式 △1,022 △1,131

株主資本合計 10,965,259 11,298,159

その他の包括利益累計額   

繰延ヘッジ損益 1,785 26,277

土地再評価差額金 ※１  △2,194,746 ※１  △2,194,746

その他の包括利益累計額合計 △2,192,961 △2,168,468

純資産合計 8,772,297 9,129,690

負債純資産合計 10,535,342 10,917,298
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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 6,141,311 6,667,104

売上原価 2,913,357 3,351,249

売上総利益 3,227,954 3,315,854

販売費及び一般管理費 ※  2,386,410 ※  2,377,926

営業利益 841,543 937,928

営業外収益   

受取利息 2,095 1,853

受取配当金 601 704

有形固定資産売却益 787 1,688

不動産賃貸料 16,545 14,884

為替差益 12,362 －

その他 3,648 8,017

営業外収益合計 36,041 27,147

営業外費用   

為替差損 － 1,586

売上割引 2,440 5,514

その他 － 112

営業外費用合計 2,440 7,214

経常利益 875,143 957,861

特別利益   

災害損失引当金戻入額 2,344 －

特別利益合計 2,344 －

税金等調整前当期純利益 877,488 957,861

法人税、住民税及び事業税 415,700 410,500

法人税等調整額 5,094 △13,363

法人税等合計 420,794 397,136

少数株主損益調整前当期純利益 456,694 560,724

少数株主利益 － －

当期純利益 456,694 560,724
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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 456,694 560,724

その他の包括利益   

繰延ヘッジ損益 △3,403 24,492

土地再評価差額金 29,068 －

その他の包括利益合計 25,665 24,492

包括利益 482,359 585,217

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 482,359 585,217

少数株主に係る包括利益 － －
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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 1,797,681 1,797,681

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,797,681 1,797,681

資本剰余金   

当期首残高 2,122,148 2,122,148

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,122,148 2,122,148

利益剰余金   

当期首残高 6,858,347 7,046,451

当期変動額   

剰余金の配当 △268,590 △227,714

当期純利益 456,694 560,724

当期変動額合計 188,104 333,009

当期末残高 7,046,451 7,379,461

自己株式   

当期首残高 △970 △1,022

当期変動額   

自己株式の取得 △51 △109

当期変動額合計 △51 △109

当期末残高 △1,022 △1,131

株主資本合計   

当期首残高 10,777,206 10,965,259

当期変動額   

剰余金の配当 △268,590 △227,714

当期純利益 456,694 560,724

自己株式の取得 △51 △109

当期変動額合計 188,052 332,900

当期末残高 10,965,259 11,298,159
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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) 

その他の包括利益累計額   

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 5,188 1,785

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,403 24,492

当期変動額合計 △3,403 24,492

当期末残高 1,785 26,277

土地再評価差額金   

当期首残高 △2,223,814 △2,194,746

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 29,068 －

当期変動額合計 29,068 －

当期末残高 △2,194,746 △2,194,746

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △2,218,626 △2,192,961

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 25,665 24,492

当期変動額合計 25,665 24,492

当期末残高 △2,192,961 △2,168,468

純資産合計   

当期首残高 8,558,579 8,772,297

当期変動額   

剰余金の配当 △268,590 △227,714

当期純利益 456,694 560,724

自己株式の取得 △51 △109

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 25,665 24,492

当期変動額合計 213,717 357,393

当期末残高 8,772,297 9,129,690
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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 877,488 957,861

減価償却費 93,388 90,619

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,305 1,625

退職給付引当金の増減額（△は減少） 32,689 39,807

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,882 14,640

商品保証引当金の増減額（△は減少） △4,000 △2,200

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,568 △160

災害損失引当金の増減額（△は減少） △15,244 －

受取利息及び受取配当金 △2,697 △2,557

為替差損益（△は益） 90 △331

有形固定資産売却損益（△は益） △787 △1,688

売上債権の増減額（△は増加） △295,397 △8,427

たな卸資産の増減額（△は増加） △9,069 △41,302

その他の流動資産の増減額（△は増加） 3,475 △12,610

仕入債務の増減額（△は減少） 54,370 △7,672

未払金の増減額（△は減少） 69,293 △50,309

未払費用の増減額（△は減少） 16,096 △1,768

その他の流動負債の増減額（△は減少） 50,092 △14,119

その他の固定負債の増減額（△は減少） 5,178 8,130

小計 878,587 969,534

利息及び配当金の受取額 2,814 2,558

法人税等の支払額 △428,397 △370,472

営業活動によるキャッシュ・フロー 453,003 601,620

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 △100,000 －

定期預金の払戻による収入 400 －

従業員に対する貸付けによる支出 △3,550 △3,800

従業員に対する貸付金の回収による収入 11,588 10,464

有形固定資産の取得による支出 △7,424 △25,843

有形固定資産の売却による収入 2,439 1,472

その他の支出 △4,355 △1,181

その他の収入 20,663 2,093

投資活動によるキャッシュ・フロー △80,238 △16,794

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △51 △109

リース債務の返済による支出 △8,044 △11,475

親会社による配当金の支払額 △267,701 △228,221

財務活動によるキャッシュ・フロー △275,797 △239,806

現金及び現金同等物に係る換算差額 △90 331

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 96,876 345,350

現金及び現金同等物の期首残高 3,128,040 3,224,917

現金及び現金同等物の期末残高 ※  3,224,917 ※  3,570,267
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該当事項はありません。 

  

「（７）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載したものを除き、 近の有価

証券報告書（平成24年６月29日提出）における記載から重要な変更がないため開示を省略しております。

  

会計方針の変更 

 
  

表示方法の変更 

 
  

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

（７）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

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)

         ────────

（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）

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、

当連結会計年度より、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。

なお、この変更による当連結会計年度の損益に与える

影響は軽微であります。

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)

（連結貸借対照表関係）

 前連結会計年度において、「流動負債」の「その他」

に含めていた「未払金」は、金額的重要性が増したた

め、当連結会計年度より独立掲記することとしておりま

す。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計

年度の連結財務諸表の組替えを行っております。 

 この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表におい

て、「流動負債」の「その他」に表示していた142,272千

円は、「未払金」88,762千円、「その他」53,510千円と

して組替えております。

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度において、「営業外収益」の「その

他」に含めていた「為替差益」は、金額的重要性が増し

たため、当連結会計年度より独立掲記することとしてお

ります。この表示方法の変更を反映させるため、前連結

会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。 

 この結果、前連結会計年度の連結損益計算書におい

て、「営業外収益」の「その他」に表示していた5,974千

円は、「為替差益」323千円、「その他」5,650千円とし

て組替えております。

         ────────

        

         ────────
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追加情報 

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)

 当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更

及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬

の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平

成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。

              ――――――――――
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（８）連結財務諸表に関する注記事項

(連結貸借対照表関係)

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)

※１ 土地の再評価

 土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布
法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行
い、再評価差額金を純資産の部に計上しております。

 再評価の方法

 土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31
日公布政令第119号）第２条第４号に定める路線価を
基準に合理的な調整を行い算出

再評価を行った年月日      平成13年３月31日

再評価を行った土地の期末
における時価と再評価後の
帳簿価格との差額        △1,134,629千円

※２ 受取手形裏書譲渡高        116,236千円

※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、
満期日に決済が行われたものとして処理しておりま
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
年度末残高から除かれております。

 受取手形              13,629千円

 裏書手形              23,405千円

※１ 土地の再評価

 土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布
法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行
い、再評価差額金を純資産の部に計上しております。

 再評価の方法

 土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31
日公布政令第119号）第２条第４号に定める路線価を
基準に合理的な調整を行い算出

再評価を行った年月日      平成13年３月31日

再評価を行った土地の期末
における時価と再評価後の
帳簿価格との差額        △1,163,775千円

※２ 受取手形裏書譲渡高        160,843千円

※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、
満期日に決済が行われたものとして処理しておりま
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
年度末残高から除かれております。

 受取手形              13,362千円

 裏書手形              15,628千円

(連結損益計算書関係)

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)

※ 販売費及び一般管理費のうち重要なもの

給料及び報酬             1,155,963千円

賞与引当金繰入額            108,325千円

福利厚生費               190,340千円

旅費車輌交通費             189,206千円

減価償却費                93,388千円

賃借料                 153,345千円

役員退職慰労引当金繰入額        14,657千円

商品保証引当金繰入額            9,800千円

退職給付費用              44,537千円

※ 販売費及び一般管理費のうち重要なもの

給料及び報酬             1,144,778千円

賞与引当金繰入額            109,950千円

福利厚生費               194,065千円

旅費車輌交通費             194,430千円

減価償却費                90,619千円

賃借料                 158,276千円

役員退職慰労引当金繰入額        14,640千円

商品保証引当金繰入額           7,600千円

退職給付費用              46,486千円
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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) 

１．発行済株式に関する事項 

 
  

２．自己株式の種類及び株式数 

 
 （変動事由の概要） 

  自己株式の増加は、単元未満株式（78株）の買取によるものであります。 

  

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 

 
  

４．株主資本の著しい変動に関する事項 

該当事項はありません。 

  

  

(連結株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 5,840 ― ― 5,840

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 1 0 ― 1

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６月29日 
定時株主総会

普通株式 181,007 31 平成23年３月31日 平成23年６月30日

平成23年10月31日 
取締役会

普通株式 87,582 15 平成23年９月30日 平成23年12月12日

決議 株式の種類 配当の原資
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24年６月28日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 122,616 21 平成24年３月31日 平成24年６月29日

蔵王産業（株）（9986）平成25年3月期決算短信[日本基準]（連結）
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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) 

１．発行済株式に関する事項 

 
  

２．自己株式の種類及び株式数 

 
 （変動事由の概要） 

  自己株式の増加は、単元未満株式（140株）の買取によるものであります。 

  

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 

 
  

４．株主資本の著しい変動に関する事項 

該当事項はありません。 

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 5,840 ― ― 5,840

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 1 0 ― 1

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24年６月28日 
定時株主総会

普通株式 122,616 21 平成24年３月31日 平成24年６月29日

平成24年10月31日 
取締役会

普通株式 105,098 18 平成24年９月30日 平成24年12月10日

決議 株式の種類 配当の原資
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25年６月27日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 151,806 26 平成25年３月31日 平成25年６月28日
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(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)

 

※  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

(平成24年３月31日現在)

現金及び預金 2,314,745千円

有価証券 910,172千円

現金及び現金同等物 3,224,917千円
 

※  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

(平成25年３月31日現在)

現金及び預金 2,208,950千円

有価証券 1,361,316千円

現金及び現金同等物 3,570,267千円
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 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） 

当社グループは、環境クリ―ニング機器等以外の事業に関しては重要性が乏しいと考えられるため、

セグメントの記載は省略しております。 

  

  

(セグメント情報等)

 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）

  当社グループは、環境クリーニング機器等以外の事業に関しては重要性が乏しいと考えられるため、

セグメントの記載は省略しております。

蔵王産業（株）（9986）平成25年3月期決算短信[日本基準]（連結）
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(注) 算定上の基礎 

１．１株当たりの純資産額 

 
  

２．１株当たり当期純利益金額 

 
  

特記すべき重要な事項はありません。 

  

リース取引、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、資産除去債務、退職給付、賃貸等

不動産、企業結合等に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えら

れるため開示を省略しております。 

(１株当たり情報)

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）

１株当たり純資産額 1,502円40銭

１株当たり当期純利益金額 78円22銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

１株当たり純資産額 1,563円65銭

１株当たり当期純利益金額 96円03銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

項目
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月３月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 8,772,297 9,129,690

普通株式に係る純資産額(千円) 8,772,297 9,129,690

普通株式の発行済株式数(千株) 5,840 5,840

普通株式の自己株式数(千株) 1 1

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数
(千株)

5,838 5,838

項目
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)

連結損益計算書上の当期純利益（千円) 456,694 560,724

普通株式に係る当期純利益(千円) 456,694 560,724

普通株主に帰属しない金額(千円) ─  ─

普通株式の期中平均株式数(千株) 5,838 5,838

（重要な後発事象）

（開示の省略）
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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 2,274,600 2,153,177

受取手形 386,808 482,417

売掛金 1,194,945 1,106,141

有価証券 910,172 1,361,316

商品 630,626 676,824

前払費用 9,055 11,755

繰延税金資産 115,239 84,901

デリバティブ債権 2,879 42,390

その他 20,631 20,636

貸倒引当金 △500 △500

流動資産合計 5,544,459 5,939,061

固定資産   

有形固定資産   

建物 3,106,838 3,106,105

減価償却累計額 △1,980,167 △2,038,572

建物（純額） 1,126,670 1,067,532

構築物 123,729 123,729

減価償却累計額 △110,988 △112,734

構築物（純額） 12,740 10,994

機械及び装置 11,892 11,892

減価償却累計額 △10,356 △10,682

機械及び装置（純額） 1,535 1,209

車両運搬具 81,233 109,335

減価償却累計額 △49,913 △63,585

車両運搬具（純額） 31,319 45,749

工具、器具及び備品 170,619 166,047

減価償却累計額 △148,671 △148,068

工具、器具及び備品（純額） 21,948 17,979

土地 3,174,726 3,174,726

有形固定資産合計 4,368,941 4,318,192

無形固定資産   

ソフトウエア 7,275 4,444

電話加入権 9,035 9,035

無形固定資産合計 16,311 13,480

投資その他の資産   

投資有価証券 78,200 78,200

関係会社株式 272,000 272,000

長期性預金 100,000 100,000

出資金 24,290 23,290

従業員に対する長期貸付金 22,857 17,793

破産更生債権等 611 444

長期前払費用 6,223 4,230

繰延税金資産 128,908 156,655

その他 22,772 21,959

貸倒引当金 △620 △450

投資その他の資産合計 655,244 674,124

固定資産合計 5,040,497 5,005,797

資産合計 10,584,957 10,944,858
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(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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 11,791 28,700

買掛金 165,399 139,441

リース債務 9,323 13,709

未払金 159,648 106,234

未払費用 130,538 128,357

未払法人税等 243,213 275,915

前受金 － 22,470

預り金 19,397 19,262

前受収益 19 －

賞与引当金 105,500 106,800

商品保証引当金 9,800 7,600

その他 90,829 36,346

流動負債合計 945,462 884,838

固定負債   

リース債務 21,848 33,493

再評価に係る繰延税金負債 205,147 205,147

退職給付引当金 354,270 392,714

役員退職慰労引当金 163,530 177,390

その他 38,949 47,080

固定負債合計 783,746 855,825

負債合計 1,729,208 1,740,663

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,797,681 1,797,681

資本剰余金   

資本準備金 2,122,148 2,122,148

資本剰余金合計 2,122,148 2,122,148

利益剰余金   

利益準備金 402,145 402,145

その他利益剰余金   

別途積立金 6,142,200 6,342,200

繰越利益剰余金 585,557 709,620

利益剰余金合計 7,129,902 7,453,965

自己株式 △1,022 △1,131

株主資本合計 11,048,709 11,372,663

評価・換算差額等   

繰延ヘッジ損益 1,785 26,277

土地再評価差額金 △2,194,746 △2,194,746

評価・換算差額等合計 △2,192,961 △2,168,468

純資産合計 8,855,748 9,204,194

負債純資産合計 10,584,957 10,944,858
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（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 5,939,463 6,444,069

売上原価   

商品期首たな卸高 622,576 630,626

当期商品仕入高 2,823,252 3,283,514

合計 3,445,829 3,914,141

商品期末たな卸高 630,626 676,824

他勘定振替高 16,010 13,871

商品売上原価 2,799,192 3,223,445

売上総利益 3,140,270 3,220,624

販売費及び一般管理費   

役員報酬 81,350 83,250

報酬及び給料手当 1,040,218 1,026,024

賞与引当金繰入額 105,500 106,800

退職給付費用 43,728 45,122

役員退職慰労引当金繰入額 13,870 13,860

商品保証引当金繰入額 9,800 7,600

福利厚生費 182,713 186,131

旅費及び交通費 186,011 190,991

減価償却費 90,845 89,188

賃借料 153,290 157,908

その他 410,690 398,809

販売費及び一般管理費合計 2,318,017 2,305,686

営業利益 822,253 914,937

営業外収益   

受取利息 729 566

有価証券利息 1,511 1,297

受取配当金 1,801 5,384

有形固定資産売却益 787 1,688

不動産賃貸料 16,545 14,884

為替差益 11,854 －

貸倒引当金戻入額 175 67

その他 3,620 6,243

営業外収益合計 37,026 30,132

営業外費用   

為替差損 － 1,592

売上割引 2,440 5,514

その他 － 112

営業外費用合計 2,440 7,219

経常利益 856,839 937,850

特別利益   

災害損失引当金戻入額 2,344 －

特別利益合計 2,344 －

税引前当期純利益 859,184 937,850

法人税、住民税及び事業税 411,800 398,500

法人税等調整額 5,106 △12,427

法人税等合計 416,906 386,072

当期純利益 442,277 551,778
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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 1,797,681 1,797,681

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,797,681 1,797,681

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 2,122,148 2,122,148

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,122,148 2,122,148

資本剰余金合計   

当期首残高 2,122,148 2,122,148

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,122,148 2,122,148

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 402,145 402,145

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 402,145 402,145

その他利益剰余金   

別途積立金   

当期首残高 5,942,200 6,142,200

当期変動額   

別途積立金の積立 200,000 200,000

当期変動額合計 200,000 200,000

当期末残高 6,142,200 6,342,200

繰越利益剰余金   

当期首残高 611,869 585,557

当期変動額   

剰余金の配当 △268,590 △227,714

別途積立金の積立 △200,000 △200,000

当期純利益 442,277 551,778

当期変動額合計 △26,312 124,063

当期末残高 585,557 709,620

利益剰余金合計   

当期首残高 6,956,215 7,129,902

当期変動額   

剰余金の配当 △268,590 △227,714

別途積立金の積立 － －

当期純利益 442,277 551,778

当期変動額合計 173,687 324,063

当期末残高 7,129,902 7,453,965
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(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) 

自己株式   

当期首残高 △970 △1,022

当期変動額   

自己株式の取得 △51 △109

当期変動額合計 △51 △109

当期末残高 △1,022 △1,131

株主資本合計   

当期首残高 10,875,073 11,048,709

当期変動額   

剰余金の配当 △268,590 △227,714

当期純利益 442,277 551,778

自己株式の取得 △51 △109

当期変動額合計 173,636 323,953

当期末残高 11,048,709 11,372,663

評価・換算差額等   

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 5,188 1,785

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,403 24,492

当期変動額合計 △3,403 24,492

当期末残高 1,785 26,277

土地再評価差額金   

当期首残高 △2,223,814 △2,194,746

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 29,068 －

当期変動額合計 29,068 －

当期末残高 △2,194,746 △2,194,746

評価・換算差額等合計   

当期首残高 △2,218,626 △2,192,961

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 25,665 24,492

当期変動額合計 25,665 24,492

当期末残高 △2,192,961 △2,168,468

純資産合計   

当期首残高 8,656,447 8,855,748

当期変動額   

剰余金の配当 △268,590 △227,714

当期純利益 442,277 551,778

自己株式の取得 △51 △109

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 25,665 24,492

当期変動額合計 199,301 348,446

当期末残高 8,855,748 9,204,194
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①代表者の異動  

 該当事項はありません。 

②その他役員の異動 

（ａ）新任取締役候補 

  取締役 竹村 洋 （現 商事部長） 

  取締役 御幡 純平（現 営業部長） 

（ｂ）昇格予定取締役 

  常務取締役 北林 恵一（現 取締役） 

  常務取締役 沓澤 孝則（現 取締役） 

（ｃ）退任予定取締役 

  常務取締役 篠原 明 

  取締役   根谷 俊行 

  

該当事項はありません。  

  

６．その他

（１）役員の異動（平成25年６月27日予定）

（２）その他
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