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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 842,458 651,916

受取手形及び売掛金 4,481,022 3,960,326

商品及び製品 1,710 －

仕掛品 1,740,361 813,707

原材料及び貯蔵品 584,515 499,273

繰延税金資産 － 88,573

その他 816,641 639,046

貸倒引当金 △52,173 △52,832

流動資産合計 8,414,536 6,600,011

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 ※1  6,763,215 ※1  6,742,030

減価償却累計額 △3,337,552 △3,511,524

建物及び構築物（純額） 3,425,663 3,230,506

機械装置及び運搬具 3,895,087 3,695,566

減価償却累計額 △3,455,553 △3,370,492

機械装置及び運搬具（純額） 439,534 325,074

工具、器具及び備品 1,219,086 1,195,771

減価償却累計額 △1,063,723 △1,080,440

工具、器具及び備品（純額） 155,363 115,331

土地 ※1  4,147,461 ※1  4,147,461

リース資産 47,012 198,290

減価償却累計額 △5,841 △38,524

リース資産（純額） 41,171 159,765

有形固定資産合計 8,209,193 7,978,139

無形固定資産   

電話加入権 37,041 37,041

その他 25,986 34,831

無形固定資産合計 63,027 71,873

投資その他の資産   

投資有価証券 19,327 21,709

その他 520,646 417,122

貸倒引当金 △116,351 △31,677

投資その他の資産合計 423,622 407,154

固定資産合計 8,695,844 8,457,167

資産合計 17,110,381 15,057,179
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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 3,683,981 2,937,173

短期借入金 ※1, ※2  3,400,000 ※1, ※2  3,700,000

1年内返済予定の長期借入金 ※1  532,000 ※1  532,000

リース債務 17,367 55,126

未払金 357,965 391,615

未払法人税等 77,819 73,630

賞与引当金 190,057 136,639

工事損失引当金 － 103,945

その他 751,048 366,445

流動負債合計 9,010,240 8,296,576

固定負債   

長期借入金 ※1  1,568,000 ※1  1,036,000

リース債務 30,124 125,964

長期未払金 43,330 19,471

繰延税金負債 － 82,240

退職給付引当金 38,001 38,338

固定負債合計 1,679,456 1,302,015

負債合計 10,689,696 9,598,591

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,838,213 1,838,213

資本剰余金 0 0

利益剰余金 4,618,886 3,656,337

自己株式 △35,983 △37,120

株主資本合計 6,421,117 5,457,431

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △432 1,156

評価・換算差額等合計 △432 1,156

純資産合計 6,420,684 5,458,587

負債純資産合計 17,110,381 15,057,179
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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４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 20,706,934 15,953,195

売上原価 ※2  15,761,939 ※2, ※6  12,502,766

売上総利益 4,944,995 3,450,428

販売費及び一般管理費 ※1, ※2  4,607,214 ※1, ※2  4,104,778

営業利益又は営業損失（△） 337,781 △654,349

営業外収益   

受取利息及び配当金 1,673 1,694

償却債権取立益 1,395 3,917

受取手数料 5,022 4,674

保険配当金 19,592 19,340

受取補償金 6,300 35,394

助成金収入 － 18,217

その他 8,357 6,534

営業外収益合計 42,341 89,772

営業外費用   

支払利息 106,724 83,907

シンジケートローン手数料 31,458 30,612

固定資産除却損 － 20,394

その他 15,993 21,422

営業外費用合計 154,175 156,336

経常利益又は経常損失（△） 225,946 △720,914

特別利益   

厚生年金基金代行返上益 9,950 －

特別利益合計 9,950 －

特別損失   

役員退職慰労金 ※3  39,624 －

特別退職金 － ※4  117,250

工事契約会計基準の適用に伴う影響額 － ※5  1,221

特別損失合計 39,624 118,472

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

196,272 △839,386

法人税、住民税及び事業税 64,257 64,057

法人税等調整額 － △7,124

法人税等合計 64,257 56,933

当期純利益又は当期純損失（△） 132,014 △896,320
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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４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,838,213 1,838,213

当期末残高 1,838,213 1,838,213

資本剰余金   

前期末残高 0 0

当期末残高 0 0

利益剰余金   

前期末残高 4,671,235 4,618,886

当期変動額   

剰余金の配当 △184,363 △66,228

当期純利益又は当期純損失（△） 132,014 △896,320

当期変動額合計 △52,348 △962,548

当期末残高 4,618,886 3,656,337

自己株式   

前期末残高 △33,210 △35,983

当期変動額   

自己株式の取得 △2,773 △1,137

当期変動額合計 △2,773 △1,137

当期末残高 △35,983 △37,120

株主資本合計   

前期末残高 6,476,239 6,421,117

当期変動額   

剰余金の配当 △184,363 △66,228

当期純利益又は当期純損失（△） 132,014 △896,320

自己株式の取得 △2,773 △1,137

当期変動額合計 △55,122 △963,686

当期末残高 6,421,117 5,457,431

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 6 △432

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △438 1,589

当期変動額合計 △438 1,589

当期末残高 △432 1,156

評価・換算差額等合計   

前期末残高 6 △432

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △438 1,589

当期変動額合計 △438 1,589

当期末残高 △432 1,156
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 6,476,245 6,420,684

当期変動額   

剰余金の配当 △184,363 △66,228

当期純利益又は当期純損失（△） 132,014 △896,320

自己株式の取得 △2,773 △1,137

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △438 1,589

当期変動額合計 △55,561 △962,096

当期末残高 6,420,684 5,458,587
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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４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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又は税金等調整前当期純
損失（△）

196,272 △839,386

減価償却費 444,621 413,777

貸倒引当金の増減額（△は減少） 57,624 △84,013

退職給付引当金の増減額（△は減少） 23,531 337

前払年金費用の増減額（△は増加） △67,642 26,753

賞与引当金の増減額（△は減少） △31,254 △53,418

工事損失引当金の増減額（△は減少） － 103,945

受取利息及び受取配当金 △1,673 △1,694

支払利息 106,724 83,907

固定資産除却損 3,965 20,394

売上債権の増減額（△は増加） 208,111 605,377

たな卸資産の増減額（△は増加） 506,777 1,013,605

仕入債務の増減額（△は減少） △543,312 △746,807

前受金の増減額（△は減少） △73,414 △390,048

前払費用の増減額（△は増加） △2,036 10,252

未収入金の増減額（△は増加） 391,247 150,386

その他 △63,516 29,977

小計 1,156,024 343,346

利息及び配当金の受取額 1,673 1,694

利息の支払額 △106,629 △83,448

法人税等の支払額 △63,141 △66,230

営業活動によるキャッシュ・フロー 987,927 195,361

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △6,947 △1

固定資産の取得による支出 △187,634 △90,768

会員権の売却による収入 2,670 2,650

貸付けによる支出 － △9,901

貸付金の回収による収入 6,790 11,904

投資その他の資産の増減額（△は増加） 26,737 △182

投資活動によるキャッシュ・フロー △158,384 △86,298

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △100,000 300,000

長期借入れによる収入 100,000 －

長期借入金の返済による支出 △500,000 △532,000

自己株式の取得による支出 △2,773 △1,137

配当金の支払額 △182,402 △66,467

財務活動によるキャッシュ・フロー △685,175 △299,605

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 144,366 △190,542

現金及び現金同等物の期首残高 698,092 842,458

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  842,458 ※1  651,916

─ 42 ─







































２【財務諸表等】 
(1)【財務諸表】 
①【貸借対照表】 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 830,133 644,412

受取手形 2,311,556 1,583,286

売掛金 2,169,465 2,377,040

商品及び製品 1,710 －

仕掛品 1,741,114 814,252

原材料及び貯蔵品 584,515 499,273

前払費用 461,916 439,145

短期貸付金 60 547

未収入金 331,812 180,988

繰延税金資産 － 89,711

その他 22,204 16,805

貸倒引当金 △52,173 △52,832

流動資産合計 8,402,316 6,592,629

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※1  5,898,860 ※1  5,877,675

減価償却累計額 △2,660,686 △2,816,631

建物（純額） 3,238,173 3,061,043

構築物 ※1  862,655 ※1  862,655

減価償却累計額 △675,436 △693,424

構築物（純額） 187,219 169,231

機械及び装置 3,584,756 3,383,446

減価償却累計額 △3,167,648 △3,076,127

機械及び装置（純額） 417,108 307,318

車両運搬具 38,325 40,115

減価償却累計額 △33,224 △35,716

車両運搬具（純額） 5,101 4,399

工具、器具及び備品 1,190,010 1,166,218

減価償却累計額 △1,035,519 △1,051,707

工具、器具及び備品（純額） 154,491 114,511

土地 ※1  4,147,461 ※1  4,147,461

リース資産 47,012 198,290

減価償却累計額 △5,841 △38,524

リース資産（純額） 41,171 159,765

有形固定資産合計 8,190,726 7,963,730

無形固定資産   

特許権 8,837 9,895

ソフトウエア 5,124 3,668

電話加入権 36,748 36,748

その他 11,988 21,260

無形固定資産合計 62,698 71,573
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 19,327 21,709

関係会社株式 0 0

長期貸付金 ※2  7,983 ※2  7,178

従業員に対する長期貸付金 27,099 25,214

破産更生債権等 109,571 24,889

差入保証金 170,900 165,100

事業保険積立金 418 6,400

長期前払費用 41,805 27,870

前払年金費用 149,735 149,785

長期未収入金 13,469 13,469

その他 2,662 12

貸倒引当金 △116,378 △34,477

投資その他の資産合計 426,595 407,154

固定資産合計 8,680,021 8,442,458

資産合計 17,082,337 15,035,087

負債の部   

流動負債   

支払手形 2,960,319 2,204,125

買掛金 ※2  733,049 ※2  741,896

短期借入金 ※1, ※3  3,400,000 ※1, ※3  3,700,000

1年内返済予定の長期借入金 ※1  532,000 ※1  532,000

リース債務 17,367 55,126

未払金 357,965 391,397

未払費用 131,995 190,965

未払法人税等 76,539 73,538

未払消費税等 39,724 －

前受金 482,210 92,162

預り金 85,343 82,614

賞与引当金 186,145 133,303

工事損失引当金 － 103,945

設備関係支払手形 10,248 703

流動負債合計 9,012,910 8,301,778

固定負債   

長期借入金 ※1  1,568,000 ※1  1,036,000

リース債務 30,124 125,964

長期未払金 43,330 19,471

繰延税金負債 － 82,240

固定負債合計 1,641,455 1,263,676

負債合計 10,654,365 9,565,455
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,838,213 1,838,213

資本剰余金   

その他資本剰余金 0 0

資本剰余金合計 0 0

利益剰余金   

利益準備金 75,165 81,788

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 4,551,008 3,585,593

利益剰余金合計 4,626,174 3,667,382

自己株式 △35,983 △37,120

株主資本合計 6,428,404 5,468,475

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △432 1,156

評価・換算差額等合計 △432 1,156

純資産合計 6,427,972 5,469,632

負債純資産合計 17,082,337 15,035,087

─ 63 ─



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   

製品売上高 20,706,934 15,953,195

売上高合計 20,706,934 15,953,195

売上原価   

製品売上原価   

製品期首たな卸高 4,027 1,710

当期製品製造原価 ※2  15,792,066 ※2, ※6  12,538,509

合計 15,796,094 12,540,220

製品期末たな卸高 1,710 －

製品売上原価 15,794,383 12,540,220

売上原価合計 15,794,383 12,540,220

売上総利益 4,912,551 3,412,974

販売費及び一般管理費 ※1, ※2  4,557,024 ※1, ※2  4,064,087

営業利益又は営業損失（△） 355,526 △651,112

営業外収益   

受取利息及び配当金 1,804 1,749

償却債権取立益 1,395 3,917

受取手数料 5,022 4,674

保険配当金 19,592 19,340

受取補償金 6,300 35,394

助成金収入 － 18,217

雑収入 8,356 4,342

営業外収益合計 42,471 87,635

営業外費用   

支払利息 106,724 83,907

手形売却損 9,336 4,327

シンジケートローン手数料 31,458 30,612

固定資産除却損 － 20,394

雑損失 6,656 17,094

営業外費用合計 154,175 156,336

経常利益又は経常損失（△） 243,822 △719,814

特別利益   

厚生年金基金代行返上益 9,950 －

特別利益合計 9,950 －

特別損失   

役員退職慰労金 ※3  39,624 －

関係会社株式評価損 19,999 －

特別退職金 － ※4  117,250

工事契約会計基準の適用に伴う影響額 － ※5  1,221

特別損失合計 59,624 118,472

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 194,148 △838,286

法人税、住民税及び事業税 62,700 62,538

法人税等調整額 － △8,262

法人税等合計 62,700 54,276

当期純利益又は当期純損失（△） 131,448 △892,563

─ 64 ─





③【株主資本等変動計算書】 

(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) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,838,213 1,838,213

当期末残高 1,838,213 1,838,213

資本剰余金   

その他資本剰余金   

前期末残高 0 0

当期末残高 0 0

資本剰余金合計   

前期末残高 0 0

当期末残高 0 0

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 56,729 75,165

当期変動額   

剰余金の配当 18,436 6,622

当期変動額合計 18,436 6,622

当期末残高 75,165 81,788

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 4,622,359 4,551,008

当期変動額   

剰余金の配当 △202,799 △72,851

当期純利益又は当期純損失（△） 131,448 △892,563

当期変動額合計 △71,351 △965,414

当期末残高 4,551,008 3,585,593

利益剰余金合計   

前期末残高 4,679,089 4,626,174

当期変動額   

剰余金の配当 △184,363 △66,228

当期純利益又は当期純損失（△） 131,448 △892,563

当期変動額合計 △52,915 △958,791

当期末残高 4,626,174 3,667,382

自己株式   

前期末残高 △33,210 △35,983

当期変動額   

自己株式の取得 △2,773 △1,137

当期変動額合計 △2,773 △1,137

当期末残高 △35,983 △37,120

─ 66 ─



(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) 

株主資本合計   

前期末残高 6,484,093 6,428,404

当期変動額   

剰余金の配当 △184,363 △66,228

当期純利益又は当期純損失（△） 131,448 △892,563

自己株式の取得 △2,773 △1,137

当期変動額合計 △55,688 △959,929

当期末残高 6,428,404 5,468,475

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 6 △432

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △438 1,589

当期変動額合計 △438 1,589

当期末残高 △432 1,156

評価・換算差額等合計   

前期末残高 6 △432

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △438 1,589

当期変動額合計 △438 1,589

当期末残高 △432 1,156

純資産合計   

前期末残高 6,484,099 6,427,972

当期変動額   

剰余金の配当 △184,363 △66,228

当期純利益又は当期純損失（△） 131,448 △892,563

自己株式の取得 △2,773 △1,137

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △438 1,589

当期変動額合計 △56,127 △958,339

当期末残高 6,427,972 5,469,632

─ 67 ─









































  
 

  

平成21年６月９日

東洋シヤッター株式会社 

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」

に掲げられている東洋シヤッター株式会社の平成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、東洋シヤッター株式会社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。 

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

栄 監査法人

代表社員 
業務執行 
社  員

 公認会計士  國  分  紀  一  印

代表社員 
業務執行 
社  員

 公認会計士  迫  田  清  己  印



＜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、東洋シヤッター

株式会社の平成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、東洋シヤッター株式会社が平成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 

  

※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おりません。 

 



  
 

  

平成22年６月22日

東洋シヤッター株式会社 

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」

に掲げられている東洋シヤッター株式会社の平成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、東洋シヤッター株式会社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。 

  

追記情報 

１．連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項３会計処理基準(4)重要な収益及び費用の計上基準①

完成工事高の計上基準に記載されているとおり、会社は当連結会計年度より「工事契約に関する会計基

準」及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」を適用している。 

２．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は公正取引委員会より課徴金納付命令を受けている。 

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

栄 監査法人

代表社員 
業務執行 
社  員

 公認会計士  迫  田  清  己  印

代表社員 
業務執行 
社  員

 公認会計士  國  分  博  史  印



＜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、東洋シヤッター

株式会社の平成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、東洋シヤッター株式会社が平成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 

  

※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おりません。 

 



 

  

平成21年６月９日

東洋シヤッター株式会社 

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」

に掲げられている東洋シヤッター株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの第54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、東洋シヤッター株式会社の平成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。 

  

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

栄 監査法人 

代表社員 
業務執行 
社  員

 公認会計士  國  分  紀  一  印

代表社員 
業務執行 
社  員 

 公認会計士  迫  田  清  己  印 

※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おりません。 

 



 

  

平成22年６月22日

東洋シヤッター株式会社 

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」

に掲げられている東洋シヤッター株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの第55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、東洋シヤッター株式会社の平成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。 

  
  

追記情報 

１．重要な会計方針５収益及び費用の計上基準(1)完成工事高の計上基準に記載されているとおり、会社は

当事業年度より「工事契約に関する会計基準」及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」を適用して

いる。 

２．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は公正取引委員会より課徴金納付命令を受けている。 

  

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

栄 監査法人 

代表社員 
業務執行 
社  員

 公認会計士  迫  田  清  己  印

代表社員 
業務執行 
社  員 

 公認会計士  國  分  博  史  印 

※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おりません。 

 



 
  

【表紙】 

【提出書類】 内部統制報告書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の４第１項 

【提出先】 近畿財務局長 

【提出日】 平成22年６月22日 

【会社名】 東洋シヤッター株式会社 

【英訳名】 TOYO SHUTTER CO., LTD. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  岡 田 敏 夫 

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。 

【本店の所在の場所】 大阪市中央区南船場二丁目３番２号 

【縦覧に供する場所】 東洋シヤッター株式会社東京支店 

  東京都中央区日本橋馬喰町一丁目14番５号  

 (日本橋Ｋビル) 

 東洋シヤッター株式会社名古屋支店 

  名古屋市中川区北江町二丁目12番地 

 株式会社東京証券取引所 

  (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 

 株式会社大阪証券取引所 

  (大阪市中央区北浜一丁目８番16号) 



当社代表取締役社長である岡田敏夫は、当社及び当社の関係会社(以下、当社グループ)の財務報告に係

る内部統制の整備及び運用の責任を有しており、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに

財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について（意見書）」（企業会計審議会

平成19年２月15日）に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及

び運用し、当社グループの財務報告における記載内容の適正性を担保するとともに、その信頼性を確保し

ております。 

 なお、内部統制は、判断の誤り、不注意、複数の担当者による共謀によって有効に機能しなくなる場合

や、当初想定していなかった組織内外の環境の変化や非定型的な取引等には必ずしも対応しない場合等が

あり、固有の限界を有するため、その目的達成にとって絶対的なものではなく、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できない可能性があります。 

  

当社は、事業年度末である平成22年３月31日を基準日として、財務報告に係る内部統制の有効性を評価

しました。 

 本評価は、「第55期財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況の評価に関する計画書」（平成21年６

月１日取締役会報告）に基づき、全社的な内部統制の整備及び運用状況を評価し、当該評価結果を踏ま

え、評価対象となる内部統制の範囲内にある業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影

響を及ぼす統制上の要点を選定し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することにより、

内部統制の有効性に関する評価をいたしました。 

 財務報告に係る内部統制評価の範囲は、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要

性の観点から、必要な範囲を決定しました。財務報告に対する金額的及び質的影響の重要性を考慮し、全

社的内部統制の評価結果を踏まえ、合理的に決定いたしました。重要な事業拠点の選定に際しては、当社

を一つの事業拠点とし、別の事業拠点である当社の関係会社について評価対象とするか検討した結果、連

結財務諸表に示す割合が僅少であることからこれを除外いたしました。 

 また、当社の事業目的に大きく関わる勘定科目、すなわち「売上高」「売掛金」及び「棚卸資産」にい

たる業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、財務報告への影響を勘案して、重要性の大きい

特定の取引又は事象についても個別の評価対象としております。 

  

平成22年３月31日現在の当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。 

  

財務報告に係る内部統制の有効性の評価に重要な影響を及ぼす後発事象等はありません。 

  

特記すべき事項はありません。 

  

１ 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

２ 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

３ 【評価結果に関する事項】

４ 【付記事項】

５ 【特記事項】



 
  

【表紙】 

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の２第１項 

【提出先】 近畿財務局長 

【提出日】 平成22年６月22日 

【会社名】 東洋シヤッター株式会社 

【英訳名】 TOYO SHUTTER CO., LTD. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  岡 田 敏 夫 

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。 

【本店の所在の場所】 大阪市中央区南船場二丁目３番２号 

【縦覧に供する場所】 東洋シヤッター株式会社東京支店 

  東京都中央区日本橋馬喰町一丁目14番５号 

 (日本橋Ｋビル) 

 東洋シヤッター株式会社名古屋支店 

  名古屋市中川区北江町二丁目12番地 

 株式会社東京証券取引所 

  (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 

 株式会社大阪証券取引所 

  (大阪市中央区北浜一丁目８番16号) 



当社代表取締役社長 岡田 敏夫は、当社の第55期(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)の

有価証券報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。

  

確認に当たり、特記すべき事項はありません。 

  

１ 【有価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２ 【特記事項】
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