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１【連結財務諸表等】 
(1)【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20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 ※2  5,729,498 ※2  10,136,234

受取手形及び売掛金 31,354,288 28,093,835

仕掛品 378,873 273,042

その他のたな卸資産 28,623 ※5  40,005

繰延税金資産 514,279 718,295

その他 1,568,466 1,617,886

貸倒引当金 △327,616 △593,177

流動資産合計 39,246,412 40,286,122

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 ※1  4,621,008 ※1  4,781,410

減価償却累計額 △1,782,943 △1,922,958

建物及び構築物（純額） 2,838,064 2,858,451

機械装置及び運搬具 4,594,753 4,400,723

減価償却累計額 △2,061,159 △2,244,865

機械装置及び運搬具（純額） 2,533,593 2,155,858

工具、器具及び備品 1,365,811 1,467,674

減価償却累計額 △1,015,432 △1,053,964

工具、器具及び備品（純額） 350,378 413,710

土地 ※1  5,522,920 ※1  5,518,223

リース資産 － 195,901

減価償却累計額 － △21,117

リース資産（純額） － 174,784

建設仮勘定 5,436 60,752

有形固定資産合計 11,250,394 11,181,780

無形固定資産   

のれん 188,408 241,537

ソフトウエア 1,996,243 2,064,625

ソフトウエア仮勘定 467,585 399,160

リース資産 － 14,185

その他 0 0

無形固定資産合計 2,652,237 2,719,509

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1, ※3  1,452,852 ※1, ※3  910,969

破産更生債権等 1,232,752 1,261,367

その他 ※2  2,206,945 ※2  1,944,699

貸倒引当金 △1,276,320 △1,282,811

投資その他の資産合計 3,616,230 2,834,224

固定資産合計 17,518,862 16,735,515

繰延資産   

開業費 720 304

繰延資産合計 720 304

資産合計 56,765,995 57,021,943
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,631,420 4,880,048

短期借入金 ※1, ※4  30,500,000 ※1  13,200,000

1年内返済予定の長期借入金 ※1  1,196,342 ※1  1,848,051

リース債務 － 41,335

未払法人税等 162,421 170,842

訴訟損失引当金 － 2,415,015

前受金 1,279,481 1,248,006

賞与引当金 170,736 372,926

その他 1,936,896 2,362,531

流動負債合計 40,877,299 26,538,757

固定負債   

長期借入金 ※1  3,126,661 ※1  20,114,524

リース債務 － 154,942

長期未払金 － 692,235

繰延税金負債 146,525 82,247

退職給付引当金 2,278,783 908,861

その他 168,673 136,328

固定負債合計 5,720,644 22,089,140

負債合計 46,597,944 48,627,897

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,758,481 8,758,481

資本剰余金 6,772,438 2,152,198

利益剰余金 △5,401,143 △2,246,185

自己株式 △449,175 △460,477

株主資本合計 9,680,600 8,204,017

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 259,288 △25,712

繰延ヘッジ損益 △118,692 △36,854

為替換算調整勘定 28,771 △115,415

評価・換算差額等合計 169,368 △177,982

少数株主持分 318,081 368,010

純資産合計 10,168,050 8,394,045

負債純資産合計 56,765,995 57,021,943
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平成20年６月25日

株式会社パスコ 

取締役会 御中 

 

   

   

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている株式会社パスコの平成19年４月１日から平成20年３月31日までの連結会計年度の連結財務

諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー

計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法

人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めて

いる。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ

て行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人

は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、株式会社パスコ及び連結子会社の平成20年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連

結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているもの

と認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 
  

 

独立監査人の監査報告書

あずさ監査法人 

指定社員 
業務執行社員

 公認会計士   森    俊  哉  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

 公認会計士  西  野  聡  人  ㊞ 

※１ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。 

 ２ 前連結会計年度の連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 
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平成21年６月24日

株式会社パスコ 

取締役会 御中 

 

   

   

  

＜財務諸表監査＞ 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」
に掲げられている株式会社パスコの平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の連結財務
諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー
計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法
人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めて
いる。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ
て行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人
は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、株式会社パスコ及び連結子会社の平成21年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連
結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているもの
と認める。 
追記情報 
  重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成21年５月25日開催の取締役会において、資本準備金
の減少及び剰余金の処分について決議し、平成21年６月24日開催の定時株主総会において承認決議された。
  

＜内部統制監査＞ 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社パスコ
の平成21年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用
並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報
告書に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完
全には防止又は発見することができない可能性がある。 
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠

して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要
な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として
行われ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含
め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果と
して意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 
当監査法人は、株式会社パスコが平成21年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示し

た上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の
基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示している
ものと認める。 
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
  

以 上 
  

 

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

あずさ監査法人 

指定社員 
業務執行社員

 公認会計士   森    俊  哉  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

 公認会計士  西  野  聡  人  ㊞ 

※１ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が連結財務諸表及び内

部統制報告書に添付する形で別途保管しております。 

 ２ 連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 
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平成20年６月25日

株式会社パスコ 

取締役会 御中 

 

   

   

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている株式会社パスコの平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第60期事業年度の財務諸

表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。こ

の財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す

ることにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって

行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、株式会社パスコの平成20年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をす

べての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 
  

 
  

独立監査人の監査報告書

あずさ監査法人 

指定社員 
業務執行社員

 公認会計士   森    俊  哉  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

 公認会計士  西  野  聡  人  ㊞ 

※１ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。 

 ２ 前事業年度の財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 
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平成21年６月24日

株式会社パスコ 

取締役会 御中 

 

   

   

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている株式会社パスコの平成20年４月１日から平成21年３月31日までの第61期事業年度の財務諸

表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。こ

の財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す

ることにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって

行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、株式会社パスコの平成21年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をす

べての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

追記情報 

  重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成21年５月25日開催の取締役会において、資本準備金

の減少及び剰余金の処分について決議し、平成21年６月24日開催の定時株主総会において承認決議された。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 
  

 
  

独立監査人の監査報告書

あずさ監査法人 

指定社員 
業務執行社員

 公認会計士   森    俊  哉  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

 公認会計士  西  野  聡  人  ㊞ 

※１ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表及び内部統

制報告書に添付する形で別途保管しております。 

 ２ 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 
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