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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21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 ※2  10,136,234 ※2  10,402,508

受取手形及び売掛金 28,093,835 26,149,825

仕掛品 273,042 113,631

その他のたな卸資産 ※5  40,005 ※5  33,719

繰延税金資産 718,295 1,056,857

その他 1,617,886 1,353,902

貸倒引当金 △593,177 △545,003

流動資産合計 40,286,122 38,565,440

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 ※1  4,781,410 ※1  4,695,759

減価償却累計額 △1,922,958 △1,955,134

建物及び構築物（純額） 2,858,451 2,740,625

機械装置及び運搬具 4,400,723 4,240,907

減価償却累計額 △2,244,865 △2,442,165

機械装置及び運搬具（純額） 2,155,858 1,798,742

工具、器具及び備品 1,467,674 1,902,602

減価償却累計額 △1,053,964 △1,078,025

工具、器具及び備品（純額） 413,710 824,577

土地 ※1  5,518,223 ※1  5,488,392

リース資産 195,901 220,132

減価償却累計額 △21,117 △68,398

リース資産（純額） 174,784 151,734

建設仮勘定 60,752 197,826

有形固定資産合計 11,181,780 11,201,898

無形固定資産   

のれん 241,537 172,935

ソフトウエア 2,064,625 1,287,373

ソフトウエア仮勘定 399,160 825,518

リース資産 14,185 30,635

その他 0 0

無形固定資産合計 2,719,509 2,316,464

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1, ※3  910,969 ※1, ※3  939,538

破産更生債権等 1,261,367 242,644

その他 ※2  1,944,699 ※2  1,957,770

貸倒引当金 △1,282,811 △313,176

投資その他の資産合計 2,834,224 2,826,778

固定資産合計 16,735,515 16,345,140

繰延資産   

開業費 304 －

繰延資産合計 304 －

資産合計 57,021,943 54,910,581
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,880,048 3,887,375

短期借入金 ※1  13,200,000 ※1, ※4  11,000,000

1年内返済予定の長期借入金 ※1  1,848,051 ※1  1,264,000

リース債務 41,335 107,252

未払法人税等 170,842 195,981

訴訟損失引当金 2,415,015 1,770,818

前受金 1,248,006 1,882,565

賞与引当金 372,926 352,660

役員賞与引当金 － 6,200

工事損失引当金 － 647

その他 2,362,531 3,031,351

流動負債合計 26,538,757 23,498,852

固定負債   

長期借入金 ※1  20,114,524 ※1  19,000,000

リース債務 154,942 99,304

長期未払金 692,235 347,791

繰延税金負債 82,247 94,550

退職給付引当金 908,861 897,016

その他 136,328 117,177

固定負債合計 22,089,140 20,555,839

負債合計 48,627,897 44,054,692

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,758,481 8,758,481

資本剰余金 2,152,198 388,546

利益剰余金 △2,246,185 1,739,531

自己株式 △460,477 △465,622

株主資本合計 8,204,017 10,420,936

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △25,712 14,833

繰延ヘッジ損益 △36,854 △24,872

為替換算調整勘定 △115,415 16,226

評価・換算差額等合計 △177,982 6,187

少数株主持分 368,010 428,763

純資産合計 8,394,045 10,855,888

負債純資産合計 57,021,943 54,910,581
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②【損益計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 36,291,506 37,283,513

売上原価 ※1, ※4  28,551,426 ※1, ※2, ※4  29,281,285

売上総利益 7,740,080 8,002,227

販売費及び一般管理費   

販売費 ※3  4,592,171 ※3  4,335,229

一般管理費 ※3  1,490,420 ※3  1,587,105

販売費及び一般管理費合計 6,082,591 5,922,334

営業利益 1,657,488 2,079,892

営業外収益   

受取利息 ※4  39,301 ※4  32,968

受取配当金 18,580 15,614

受取賃貸料 ※4  158,660 ※4  168,688

雑収入 ※4  35,737 ※4  58,205

営業外収益合計 252,280 275,477

営業外費用   

支払利息 298,600 338,406

支払手数料 39,179 10,971

賃貸費用 94,563 112,064

支払保証料 8,272 13,412

貸倒引当金繰入額 90,000 63,157

貸倒損失 － 5,759

為替差損 123,712 106,446

雑支出 101,658 86,587

営業外費用合計 755,986 736,805

経常利益 1,153,782 1,618,564

特別利益   

固定資産売却益 － ※5  674

投資有価証券売却益 － 98

貸倒引当金戻入額 10,938 45,731

訴訟損失引当金戻入額 － ※9  780,984

特別利益合計 10,938 827,487

特別損失   

固定資産除却損 ※5  69,873 ※5  470,686

減損損失 － ※8  77,600

投資有価証券評価損 85,876 －

関係会社株式評価損 ※6  30,000 ※6  24,224

退職給付制度改定損 74,620 －

貸倒引当金繰入額 19,756 －

訴訟損失引当金繰入額 ※7  2,415,015 －

その他 34,725 －

特別損失合計 2,729,866 572,511

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △1,565,146 1,873,541

法人税、住民税及び事業税 81,198 110,524

法人税等調整額 △239,000 △242,000

法人税等合計 △157,801 △131,475

当期純利益又は当期純損失（△） △1,407,344 2,005,017
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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22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21年４月１日から平成22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22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。 
  
  

＜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22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22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  杉  浦  宏  明  ㊞ 

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 連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。 
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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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平成22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21年４月１日から平成22年３月31日までの第62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22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  杉  浦  宏  明  ㊞ 

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 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。 
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