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１【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20年７月31日) 

当事業年度 
(平成21年７月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 ※2  947,976 1,200,201

受取手形 200,175 260,543

売掛金 1,048,045 708,758

原材料 466,225 －

仕掛品 262,674 381,874

貯蔵品 11,350 －

原材料及び貯蔵品 － 354,482

前払費用 5,997 12,450

繰延税金資産 31,025 45,640

未収入金 ※1  127,268 ※1  110,518

その他 3,015 823

貸倒引当金 △282 △196

流動資産合計 3,103,472 3,075,097

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,117,415 1,125,515

減価償却累計額 △475,835 △517,001

建物（純額） 641,580 608,514

構築物 34,239 34,239

減価償却累計額 △13,706 △15,965

構築物（純額） 20,533 18,273

機械及び装置 49,373 49,373

減価償却累計額 △38,846 △41,024

機械及び装置（純額） 10,527 8,349

車両運搬具 109 109

減価償却累計額 △104 △105

車両運搬具（純額） 4 3

工具、器具及び備品 46,592 51,919

減価償却累計額 △35,223 △41,261

工具、器具及び備品（純額） 11,369 10,658

土地 280,603 280,603

有形固定資産合計 964,618 926,403

無形固定資産   

ソフトウエア 4,928 5,679

その他 1,696 1,681

無形固定資産合計 6,624 7,361

─ 35 ─



(単位：千円)

前事業年度 
(平成20年７月31日) 

当事業年度 
(平成21年７月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 40,992 35,338

出資金 420 10

破産更生債権等 667 －

長期前払費用 1,007 1,478

繰延税金資産 76,712 25,260

長期預金 ※2  103,000 ※2  100,000

その他 14,057 14,145

貸倒引当金 △667 －

投資その他の資産合計 236,190 176,233

固定資産合計 1,207,434 1,109,997

資産合計 4,310,906 4,185,094

負債の部   

流動負債   

支払手形 273,448 114,854

買掛金 687,681 806,337

未払金 31,788 33,974

未払費用 50,012 44,722

未払法人税等 46,683 2,756

未払消費税等 － 23,476

前受金 5,020 47,080

預り金 12,356 14,153

従業員預り金 157,984 173,239

賞与引当金 29,233 29,865

役員賞与引当金 1,000 8,250

製品保証引当金 15,357 11,130

その他 8,806 3,566

流動負債合計 1,319,373 1,313,406

固定負債   

退職給付引当金 15,407 26,819

役員退職慰労引当金 193,250 45,400

その他 84 61

固定負債合計 208,742 72,281

負債合計 1,528,115 1,385,687

─ 36 ─



(単位：千円)

前事業年度 
(平成20年７月31日) 

当事業年度 
(平成21年７月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 251,577 251,577

資本剰余金   

資本準備金 282,269 282,269

資本剰余金合計 282,269 282,269

利益剰余金   

利益準備金 11,000 11,000

その他利益剰余金   

別途積立金 2,000,000 2,000,000

繰越利益剰余金 227,981 247,683

利益剰余金合計 2,238,981 2,258,683

自己株式 △1,423 △1,423

株主資本合計 2,771,403 2,791,105

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 11,387 8,300

評価・換算差額等合計 11,387 8,300

純資産合計 2,782,791 2,799,406

負債純資産合計 4,310,906 4,185,094

─ 37 ─





























































 
  
 

  

ゼネラルパッカー株式会社 

 
  
 

   

  

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」に掲げられているゼネラルパッカー株式会社の平成１９年８月１日から平成２０年７月３１日までの第

４７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、キャッシュ・フ

ロー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、ゼネラルパッカー株式会社の平成２０年７月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年

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
 

平成２０年１０月２２日

 取締役会 御中

監査法人 ト ー マ ツ  

指定社員 

業務執行社員 

 

公認会計士 

 

中  浜  明  光 ㊞ 
 

 

指定社員 

業務執行社員 

 

公認会計士 

 

蛯  原  新  治 ㊞ 
 

 

(注) 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（有価証券報告書提出

会社）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。 



 
  
 

  

ゼネラルパッカー株式会社 

 
  
 

   

  

＜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」に掲げられているゼネラルパッカー株式会社の平成２０年８月１日から平成２１年７月３１日までの第

４８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、キャッシュ・フ

ロー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、ゼネラルパッカー株式会社の平成２１年７月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年

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 

重要な会計方針に記載されているとおり、会社は当事業年度から棚卸資産の評価に係る会計基準が適用さ

れることとなるため、この会計基準により財務諸表を作成している。 

  

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
 

平成２１年１０月２６日

 取締役会 御中

有限責任監査法人 ト ー マ ツ  

指定有限責任社員

業務執行社員 

 

公認会計士 

 

中  村  誠  一 ㊞ 
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員 

 

公認会計士 

 

蛯  原  新  治 ㊞ 
 

 



＜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、ゼネラルパッ

カー株式会社の平成２１年７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、ゼネラルパッカー株式会社が平成２１年７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

  

 
  

(注) 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（有価証券報告書提出

会社）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。 



 
  

【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】 東海財務局長 

【提出日】 平成21年10月26日 

【会社名】 ゼネラルパッカー株式会社 

【英訳名】 GENERAL PACKER CO., LTD. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  梅 森 輝 信 

【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】 愛知県北名古屋市宇福寺神明65番地 

【縦覧に供する場所】 株式会社ジャスダック証券取引所 

   (東京都中央区日本橋茅場町一丁目５番８号) 

  

 

 



代表取締役社長梅森輝信は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、「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ております。  

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その

目的を合理的な範囲で達成しようとするものです。このため、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ります。 

  

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である平成21年７月31日を基準日として行われて

おり、評価に当たっては、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いた

しました。 

本評価においては、財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制（全社的な内部統制）の評価を行った

上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価

においては、選定された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

要点を識別し、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って、内部統制の有効性

に関する評価を行いました。 

財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、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

囲といたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して

決定しており、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的

に決定いたしました。なお、当社は連結子会社及び持分法適用子会社がないため、当社のみを全社的な内

部統制の評価範囲としております。 

また、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、当社を重要な事業拠点とし、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、売上原価、買掛金及び棚卸資産に至る業務プロセ

スを評価の対象といたしました。さらに、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要

な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財

務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加いたしました。 

  

上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、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。 

  

該当する事項はありません。 

  

該当する事項はありません。 

  

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】
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