
 

 

 

  

（財務会計基準機構） 

 

平成18年３月期 決算短信（非連結） 平成18年５月９日 

  

会 社 名 大和物流株式会社 上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ 

コード番号 ９０５４ 本社所在地都道府県 大阪府 

（ＵＲＬ http://www.daiwabutsuryu.co.jp） 

代 表 者 役  職  名 代表取締役社長 

 氏 名 舘 野 克 好 

問い合せ先 責任者役職名 専務取締役企画管理本部長 

 氏 名 松 下 桂 三 ＴＥＬ (０６) ４９６８－６３５５ 

決算取締役会開催日 平成18年５月９日 中間配当制度の有無 有 

配当支払開始予定日 平成18年６月27日 定時株主総会開催日 平成18年６月26日 

単元株制度採用の有無 有 (１単元100株) 

親会社等の名称 大和ハウス工業株式会社(コード番号：１９２５) 親会社等における当社の議決権所有比率 50.8％ 

 

１．18年３月期の業績(平成17年４月１日～平成18年３月31日) 

(１)経営成績 (注)記載金額は百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。 

 営業収益 営業利益 経常利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

18年３月期 ３２，２２８ （ １３．６） １，０９８ （△１６．０） １，１５９ （△１５．５） 

17年３月期 ２８，３７５ （ １０．６） １，３０７ （ １３．１） １，３７３ （ １３．７） 

 

 当期純利益 
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 

株 主 資 本 

当期純利益率 

総 資 本 

経 常 利 益 率 

売 上 高 

経 常 利 益 率 

 百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％ 

18年３月期 ６２７ （△１０．９） ５５ ７９ ──── ４．４ ５．１ ３．６ 

17年３月期 ７０４ （ ２７．０） ６４ ００ ──── ５．０ ６．９ ４．８ 

(注)1.持分法投資損益 18年３月期  139百万円 17年３月期  45百万円 

2.期中平均株式数 18年３月期 10,783,800株 17年３月期 10,784,492株 

3.会計処理の方法の変更 無 

4.営業収益、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 

 

(２)配当状況 

１株当たり年間配当金 
 

 中 間 期 末 

配当金総額 

(年 間) 
配当性向 

株主資本 

配 当 率 

 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％ 

18年３月期 １７ ００ ０ ０ １７ ００ １８３ ３０．５ １．３ 

17年３月期 １７ ００ ０ ０ １７ ００ １８３ ２６．６ １．３ 

(注) 18年３月期期末配当金の内訳 普通配当１株17円 

 

(３)財政状態 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本 

 百万円 百万円 ％ 円 銭 

18年３月期 ２２，６９４ １４，２０６ ６２．６ １，３１４ ９６ 

17年３月期 ２１，８５１ １４，２６１ ６５．３ １，３２１ １５ 

(注)1.期末発行済株式数 18年３月期 10,783,800株 17年３月期 10,783,800株 

2.期末自己株式数 18年３月期  16,200株 17年３月期  16,200株 

 

(４)キャッシュ・フローの状況 

 
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 

18年３月期 ７７２ △１４０ △１８３ ３，７６８ 

17年３月期 △２７０ △３，５８４ ２，８４６ ３，３２０ 

 

２．19年３月期の業績予想(平成18年４月１日～平成19年３月31日) 

１株当たり年間配当金 
 営業収益 経常利益 当期純利益 

中 間 期 末  

 百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭 

中 間 期 １７，５００ ７２０ ３８０ ０ ０ ―――― ―――― 

通 期 ３７，０００ １，５００ ８００ ―――― １７ ００ １７ ００ 

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期) ７４円１９銭 

※業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであります。予想には様々な不確定要素が内在しており、実

際の業績はこれらの予想数値と異なる場合があります。なお、上記業績予想に関する事項は、添付書類の６ページを参照して下さい。 
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【企業集団の状況】 

 

企業集団の概況 

 

当社の企業集団は、当社、親会社（大和ハウス工業株式会社）、親会社の子会社４社（うち当社の関連会

社１社）で構成されております。（当社には連結子会社はありません。） 

大和ハウス工業株式会社、大和工商リース株式会社及びダイワラクダ工業株式会社の各工場で製造した建

築部材、住宅機器を建築現場などへ運送する業務及びその付帯関連事業を行っております。また、ロイヤル

ホームセンター株式会社の専用配送センターを運営し、各ベンダーから納品された商品を各店舗別に仕分け、

店舗へ配送・納品する業務を行っております。 

 

事業系統図は次の通りです。 

 

大和ﾊｳｽ工業株式会社（親会社） 

 住宅等建物の請負・販売 

 不動産の売買 

 観光事業 

 その他 

ﾀﾞｲﾜﾗｸﾀﾞ工業株式会社 

 住設機器の製造販売 

 保険代理業 

ﾛｲﾔﾙﾎｰﾑｾﾝﾀｰ株式会社 

 日曜大工用品等販売 

株式会社ﾀﾞｲﾜｻｰﾋﾞｽ 

 引越事業 

 建物管理・警備保障 

 人材派遣業 

大和工商ﾘｰｽ株式会社 

 仮設建物、自動車、 

 各種機器のリース業 

 店舗等建物の請負・販売 

貨物運送の受託 

 警備保障・人材派遣の委託 

大和物流株式会社（提出会社） 

 貨物自動車運送事業 

 物流サービス事業 

 不動産事業 

親 会 社 

顧 客 

グ ル ー プ 会 社 以 外 の 顧 客 

当社関連会社 

大 和 ハ ウ ス 工 業 グ ル ー プ

親会社の子会社 
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【経営方針】 

 

１．経営の基本方針 

当社は、社会・顧客の変化するニーズをとらえ、常に安全で効率的かつ最適な物流サービスを提供するこ

とで、豊かで快適な社会づくりに貢献することを基本とし、地球環境を護りながら、人と自然が共生できる

調和のとれた社会をめざし、公共性の高い物流サービスを通じて社会の発展とともに成長することを基本方

針としております。 

 

 

２．利益配分に関する基本方針 

当社の利益配分についての考え方は、事業拡大を追求する上で長期的な視野から将来のあらゆる事業展開・

活動に備えるため、内部留保の充実をはかり、安定的な経営基盤を確立する一方、現状の業績をふまえ将来

の見通しを充分考慮したうえで、継続できる可能な限り業績を反映した配当を実施することを基本方針とし

ております。 

 

 

３．投資単位の引き下げに関する基本方針 

当社は、投資単位の引き下げは、個人投資家の株式市場への参加を促すとともに、株式の流動性を高める

ために有効であると認識しております。そうした認識により、当社は平成１６年１０月１日より、従来 

１，０００株を１単位としていたものを１００株を１単位とする投資単位の引き下げを実施いたしました。 

 

 

４．目標とする経営指標 

当社は、企業価値を高めるための目標として以下の数値を経営指標として掲げております。 

また、目標の実現あるいは目標へ近づけることで企業価値を向上させ、株主への利益還元を充実させたいと

考えております。 

①売上高を５００億円（中期目標） 

②株主資本利益率（ＲＯＥ）７％以上 

③グループ会社の売上比率を３０％以内（外販の拡大） 

 

 

５．中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題 

当社は、住宅・建設部材輸送で培った高度な物流ノウハウを基礎として、調達物流から販売物流・リサイ

クル物流まであらゆる業種、分野で物流サービスを提供し、地域的には北海道から九州鹿児島まで全国ネッ

トを構築してまいりました。このように蓄積した物流ノウハウと物流ネットワークの活用を図るため以下の

事業を発展させたいと考えております。 

 

①住宅システム物流事業 

（１）グループの物流効率化の推進による事業拡大 

グループの調達、生産、物流の効率化戦略において、物流の共同化を柱に建設現場の生産性向上と

環境対応型の建材共配センターを推進しグループの生産性向上と対応分野の拡大を目指します。 

（２）建築配送ネットワークの推進 

グループの建設物流を柱に、建材、部材メーカーから工務店・ホームビルダーまで利用できる建設

資材の配送ネットワーク構築を目指します。 

 

②店舗システム物流事業 

（１）センター物流 

グループのロイヤルホームセンターの配送センターの運営のほか、今期はアパレル、飲料、食品、

雑貨など新設した物流センターを核にアセット型３ＰＬ事業を展開してきました。今後も大和ハウス
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工業と協同してこの事業の拡大をすすめます。 

（２）メンテナンス物流 

コンビニエンス・ストアなど多店舗展開企業の店舗什器の搬入、搬出、保管といった物流機能に機

器類のメンテナンスを付加した店舗什器のトータル管理サービスを展開しております。 

今後はこのようなサービス機能を活かし、様々な業態に対し、多様な物流サービスを展開し事業拡大

を目指します。 

 

③アセット型３ＰＬ事業 

企業はコア事業への集中から周辺業務をアウトソーシングする流れにあり、また、減損会計の導入など

から物流センターなどのアセットに投資することに消極的な傾向にあります。このような環境変化の中で、

当社のアセット型３ＰＬ事業は、ロジスティクスの見直しを検討する企業に対し当社の保有する物流ネッ

トワークや物流システムに加えて、企業の要求する物流センター（アセット）までも当社で提供すること

で企業の課題を解決しながら物流の一括受託を目指す事業展開を行っております。 

 

④国際物流事業 

当社の国際物流事業は、メーカーの生産が海外へシフトし、小売・量販店等の海外仕入が増加する中、

物流業者として海外からの一貫物流体制は今後不可欠の能力となってまいります。当社においても既存の

取引先の海外貨物を手がかりに当面は日中間の海外一貫物流体制を構築し、事業領域の拡大を図ります。 

 

⑤不動産事業 

当社は、大和ハウス工業の住宅部材輸送や現場建て方など住宅建設に関し長い経験を有しております。

また、多くの建材・住設メーカーとの取引で配送と取付・施工など付加価値物流を拡大しております。こ

のような実績を活かし、不動産事業として東京・大阪の市街地で中・高級の分譲住宅を販売しております。 

 

 なお、大和ハウスグループは大和ハウス工業（当社の親会社）の創業50周年を期に｢第1次中期経営計画

－Challenge2005｣を策定し、グループ経営強化戦略・ブランド戦略を鮮明に打ち出し、複合事業体として更

なる成長を目指しています。このグループ経営戦略を機動的に実施するため、平成18年３月13日開催の当社

取締役会において、平成18年８月１日をもって当社が株式交換により大和ハウス工業株式会社の完全子会社

となることを決議し、同日付けで株式交換契約を締結いたしました。今後は平成18年６月26日開催予定の当

社株主総会において株式交換契約書について承認をはかります。 

 

６．会社が対処すべき課題 

当社は一昨年から建設してきました全国８ヶ所の物流センターが、今期にすべて完成しアセット型３ＰＬ

事業がスタートしました。この事業を早期に軌道に乗せることが急務であり、そこで蓄積したノウハウをもっ

てこのアセット型３ＰＬ事業を水平展開し、事業の柱とすることに注力しております。そのためには人材の

確保と物流品質の向上が最重要課題と認識しており、中途採用を含め積極的な人材の確保を進めます。また、

物流品質向上のための現場教育とその体系化が必要であり、全社的な教育推進のための組織として業務推進

本部を設置いたしました。 

 

 

７．親会社等に関する事項（関連当事者との関係に関する基本方針） 

①親会社等の商号等 

(平成18年３月31日現在) 

親会社等 属性 親会社等の議決権所有割合 
親会社等が発行する株券が上場されて

いる証券取引所 

大和ハウス工業株式会社 親会社 
50.8% 

(11.4%) 

東京証券取引所 市場第一部 

大阪証券取引所 市場第一部 

(注)親会社等の議決権所有割合欄の( )内は、間接被所有割合で内数であります。 
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②親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付け、その他の上場会社と親会社等との関係 

大和ハウス工業株式会社は当社の主要顧客であり、全売上の約３５％を占める最大の顧客であるととも

に、非常勤取締役１名及び非常勤監査役２名が経営に参加しております。 

③親会社等との取引に関する事項 

後段財務諸表注記【関連当事者との取引】をご参照下さい。 

 

 

【経営成績及び財政状態】 

１．当事業年度の概況 

当事業年度におけるわが国経済は、好調な経済を持続する中国や、堅調に推移する米国経済に後押しされ、

企業収益が拡大し、企業の設備投資の増加や株式市場の活況などをうけて総じて上昇基調にあり、雇用環境

が改善するなど個人消費も好転の兆しが見られました。 

当物流業界におきましては、国内の景気が回復基調で推移する中、民間の設備投資が拡大し、それに伴い

生産関連貨物が増加し、個人消費も堅調に拡大を続け消費関連貨物も増加傾向にあります。ただし、建設関

連貨物については、工場やマンション等民間における建設は堅調に推移しているものの、公共投資の縮小を

受けて貨物量は減少しており、国内全体としての貨物輸送量は前年から減少し、原油価格が高止まりで推移

しており今後も厳しい状況が続くものと思われます。 

このような経営環境の中で当社は、物流部門における営業収益の拡大を図り、より顧客に密着した営業体

制とするため、営業組織を３ブロック制（東日本、中日本、西日本）から７地区制（東北、北信越、関東、

中部、近畿、中四国、九州）へ移行し、それぞれの地区に住宅システム物流支店と店舗システム物流支店を

置き、意思決定の迅速化をすすめ、顧客サービスの充実を図り、ＣＳＲ（企業の社会的責任）の徹底できる

体制へと改善をいたしました。また、一昨年から着手していました８ヶ所の物流センターがすべて完成し、

顧客の物流業務を一括受託するアセット型３ＰＬ事業が本格的にスタートいたしました。 

また、年金制度については従業員の福利厚生の充実を図るため、従来加入していた総合設立型の厚生年金

基金を脱退し、新たに大和ハウスグループの企業年金基金に加入いたしました。従来加入していた基金の脱

退にあたり特別掛金１３億６千１百万円の損失が発生しましたが、投資有価証券の売却によりそのほとんど

を補填することができました。 

このような事業活動を実施してまいりました結果、当事業年度の営業収益は３２２億２千８百万円（前期

比１３．６％の増加）で３８億５千２百万円の増収となりましたが、利益面におきましては、燃料費の上昇

や物流センター建設による減価償却費や借地料の増加、あるいはセンター作業員の増員など新たに取り組ん

だ物流センターの立ち上げに係る先行費用が、当期に集中したことなどから、営業利益は１０億９千８百万

円（前期比１６．０％の減少）、経常利益は１１億５千９百万円（前期比１５．５％の減少）、当期純利益

は６億２千７百万円（前期比１０．９％の減少）で減益の結果となりました。 

 

 

 

（当期の事業別営業収益の状況） 

平成17年3月期 平成18年3月期 増減 
事業区分 

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減比 

 

貨物自動車運送事業 

百万円 

22,838 

％ 

80.5 

百万円 

24,342 

％ 

75.5 

百万円 

1,504 

％ 

6.6 

物流サービス事業 3,756 13.2 5,262 16.3 1,506 40.1 

不 動 産 事 業 1,781 6.3 2,623 8.2 841 47.3 

合 計 28,375 100.0 32,228 100.0 3,852 13.6 

(1)貨物自動車運送事業 

物流センターの稼動にともなう一般企業との取引拡大、大和ハウス工業のリサイクル物流や共同配送など

新たな物流の取り組みにより、前年同期比１５億４百万円（６．６％増加）の増収となりました。 

(2)物流サービス事業 
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新設しました８ヶ所の物流センターが稼動し、アパレル、飲料、雑貨など新たなメーカーやベンダーとの

取引が増加し、前年同期比１５億６百万円（４０．１％増加）の増収となりました。 

(3)不動産事業 

不動産事業につきましては、土地１０団地２４区画、建物５団地１３棟を販売し、前年同期比８億４千１

百万円（４７．３％増加）の増収となりました。 

 

 

２．財政状態 

(1)資産・負債及び資本の状況 

資産の部につきましては、当事業年度において建設した所沢（埼玉県）・太田（群馬県）の物流センター

の建設代金や、リサイクル物流対応車両や老朽化車両の代替により固定資産が増加しましたが、不動産事業

における販売の増加によりたな卸資産が減少したため、総資産は前年同期比８億４千２百万円（３．９％）

増加しました。 

負債の部につきましては、売上の増加に伴う仕入代金や車両購入の未払金などの債務の増加により、 

８億９千７百万円（１１．８％）増加しました。 

また、資本の部につきましては、利益剰余金が４億２千９百万円増加しましたが、投資有価証券の売却に

よるその他有価証券評価差額金の減少により５千５百万円（０．４％）減少しました。 

(2)キャッシュ・フローの状況 

当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前年同期比４億４千８百万円増加

し、３７億６千８百万円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況は以下の通りであ

ります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当事業年度において、営業活動の結果得られた資金は、７億７千２百万円で前年比１０億４千２百万円増

加しました。これは税引前当期純利益が１億７千６百万円減少しましたが、減価償却費、仕入債務、その他

流動負債の増加や棚卸資産が減少したことなどによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当事業年度において、投資活動の結果使用した資金は、前年同期に比べて３４億４千３百万円減少し 

１億４千万円となりました。前事業年度に引き続き物流センター投資を行いましたが、投資有価証券を売却

したことで資金の減少は縮小しました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当事業年度において、財務活動の結果使用した資金は、１億８千３百万円で、これは株主配当金の支出に

よるものです。 

 

（財政状態を表す指標のトレンドは以下のとおりであります） 

 平成16年3月期 平成17年3月期 平成18年3月期 

株 主 資 本 比 率 77.5％ 65.3％ 62.6％ 

時 価 ベ ー ス の 株 主 資 本 比 率 44.8％ 44.4％ 58.9％ 

債 務 償 還 年 数 － － 3.9年 

インタレスト・カバレッジ・レシオ － － 22.5 

 

(1）株主資本比率：株主資本／総資産 

時価ベースの株主資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数：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／利息支払額 

 

(2）各指標はいずれも個別ベースの財務数値により計算しております。 

株式時価総額は期末株価終値×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。 
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３．次事業年度の見通し 

平成１８年度のわが国経済は、堅調に推移してきた米国経済に減速懸念が見られるものの中国をはじめとす

るアジア経済は底堅く継続するものと思われます。しかし、高値で一服感があった原油価格がまた上昇傾向に

あり、これが長期化すると回復基調にある日本経済に不安感を与えるものと思われます。 

当物流業界におきましては、貨物量が増加しない中で、他社との競合が激化しており、さらに燃料価格の上

昇という厳しい状況が続いております。 

このような厳しい経営環境の中で当社は、前事業年度にスタートしました物流センターを活用したアセット

型３ＰＬ事業を早期に軌道に乗せることが急務であり、そこで蓄積したノウハウをもってこのアセット型３Ｐ

Ｌ事業の全社的な展開をはかり、センター物流を拡大いたします。また、改正省エネ法の対応など環境問題が

企業の重要課題となる社会的な背景の中で、すでに進めているエコドライブ活動をはじめ、大和ハウス工業と

取り組んでいる建設現場のゼロエミッション活動や資材の調達共同配送などの環境活動の実績を基に建設資材

の共同配送などＣＯ２削減に結びつく環境対応型の物流システムを広く展開し、事業の拡大に繋げてまいりま

す。 

以上のようなことを経営課題として当事業年度の営業収益は３７０億円、経常利益１５億円、当期純利益８

億円を見込んでおります。 
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【財務諸表等】 

①【貸借対照表】 

  
第６０期 

（平成17年３月31日） 

第６１期 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

（％） 
金額（千円） 

構成比

（％） 

（資産の部）        

Ⅰ．流動資産        

現金及び預金   3,320,336   3,768,469  

受取手形   821,602   979,370  

営業未収入金 ※３  2,914,482   3,368,429  

販売用土地建物   815,187   841,252  

仕掛土地建物   1,518,459   954,573  

貯蔵品   4,566   6,668  

前払費用   108,577   181,300  

繰延税金資産   169,622   214,475  

その他   98,347   83,943  

貸倒引当金   △6,782   △12,927  

流動資産合計   9,764,399 44.7  10,385,556 45.8 

Ⅱ．固定資産        

１．有形固定資産        

建物  5,884,969   7,176,241   

減価償却累計額  930,169 4,954,800  1,216,532 5,959,708  

構築物  681,713   885,167   

減価償却累計額  306,478 375,234  389,069 496,097  

機械及び装置  69,035   69,035   

減価償却累計額  53,693 15,342  58,860 10,175  

車両運搬具  3,469,709   3,752,245   

減価償却累計額  2,570,370 899,338  2,584,886 1,167,359  

工具器具及び備品  477,822   255,721   

減価償却累計額  409,881 67,940  176,224 79,496  

土地 ※４  2,097,614   2,097,614  

建設仮勘定   157,557   －  

有形固定資産合計   8,567,828 39.2  9,810,453 43.2 

２．無形固定資産        

ソフトウェア   113,770   137,467  

電話加入権   27,230   27,230  

その他   3,928   3,451  

無形固定資産合計   144,929 0.7  168,149 0.7 

３．投資その他の資産        

投資有価証券   298,814   911,149  

関係会社株式   2,282,806   131,000  

出資金   10   10  

破産債権等   45,871   40,791  

長期前払費用   34,994   30,910  

繰延税金資産   －   195,713  

差入保証金   520,203   906,869  

その他   233,613   148,595  

貸倒引当金   △41,654   △35,011  

投資その他の資産合計   3,374,658 15.4  2,330,029 10.3 

固定資産合計   12,087,416 55.3  12,308,632 54.2 

資産合計   21,851,815 100  22,694,189 100 
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第６０期 

（平成17年３月31日） 

第６１期 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

（％） 
金額（千円） 

構成比

（％） 

（負債の部）        

Ⅰ．流動負債        

営業未払金   1,617,879   1,904,789  

１年内返済の長期借入金   －   40,000  

未払金   83,381   252,043  

設備未払金   88,457   180,487  

未払消費税等   －   183,337  

未払費用   243,021   260,879  

未払法人税等   400,979   328,982  

前受金   －   85,373  

預り金   62,155   75,929  

賞与引当金   299,424   316,965  

その他   9,519   4,205  

流動負債合計   2,804,818 12.8  3,632,993 16.0 

Ⅱ．固定負債        

長期借入金   3,000,000   2,960,000  

繰延税金負債   166,582   －  

退職給付引当金   843,005   693,689  

預り保証金   775,933   1,129,454  

その他   －   71,762  

固定負債合計   4,785,521 21.9  4,854,906 21.4 

負債合計   7,590,339 34.7  8,487,900 37.4 

        

（資本の部）        

Ⅰ．資本金 ※１  3,764,000 17.2  3,764,000 16.6 

Ⅱ．資本剰余金        

資本準備金  3,989,774   3,989,774   

資本剰余金合計   3,989,774 18.3  3,989,774 17.6 

Ⅲ．利益剰余金        

利益準備金  141,230   141,230   

任意積立金        

配当準備積立金  200,000   200,000   

固定資産圧縮積立金  45,771   43,673   

別途積立金  6,490,000   6,990,000   

当期未処分利益  810,205   742,159   

利益剰余金合計   7,687,206 35.2  8,117,062 35.7 

Ⅳ．土地再評価差額金 ※４  △1,816,890 △8.3  △1,816,890 △8.0 

Ⅴ．その他有価証券評価差額金   645,534 2.9  160,491 0.7 

Ⅵ．自己株式 ※２  △8,149 △0.0  △8,149 △0.0 

資本合計   14,261,476 65.3  14,206,289 62.6 

負債・資本合計   21,851,815 100  22,694,189 100 
       



－ － 

 

 

9 

②【損益計算書】 

  

第６０期 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

第６１期 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

百分比

（％） 
金額（千円） 

百分比

（％） 

Ⅰ．営業収益 ※１  28,375,954 100  32,228,109 100 

Ⅱ．営業原価   25,560,706 90.1  29,397,918 91.2 

営業総利益   2,815,248 9.9  2,830,190 8.8 

Ⅲ．販売費及び一般管理費        

人件費  873,579   1,005,329   

(うち賞与引当金繰入額)  (53,965)   (61,656)   

(うち退職給付費用)  (37,379)   (49,855)   

貸倒引当金繰入額  35,615   27,711   

旅費交通費  77,743   74,700   

減価償却費  28,542   38,309   

地代家賃  54,744   56,826   

リース料  47,349   67,519   

諸手数料  111,654   155,123   

その他経費  278,169 1,507,399 5.3 305,871 1,731,392 5.4 

営業利益   1,307,848 4.6  1,098,798 3.4 

Ⅳ．営業外収益        

受取利息  124   3   

有価証券利息  －   12,087   

受取配当金 ※１ 31,544   35,628   

受取保険金  9,363   225   

その他  29,305 70,338 0.2 51,216 99,161 0.3 

Ⅴ．営業外費用        

支払利息  106   34,349   

売上割引  2,643   2,743   

その他  2,172 4,922 0.0 1,064 38,158 0.1 

経常利益   1,373,265 4.8  1,159,800 3.6 

Ⅵ．特別利益        

固定資産売却益 ※２ 273   1,735   

投資有価証券売却益  －   1,359,268   

退職給付過去勤務債務償却益  －   217,045   

その他  － 273 0.0 23,227 1,601,275 5.0 

Ⅶ．特別損失        

固定資産売却損 ※３ 26,574   26,993   

固定資産除却損 ※４ 4,893   21,537   

役員退職慰労金  1,810   78,562   

厚生年金基金脱退損  －   1,361,792   

その他  － 33,278 0.1 108,721 1,597,607 5.0 

税引前当期純利益   1,340,259 4.7  1,163,469 3.6 

法人税、住民税及び事業税  684,864   616,466   

法人税等調整額  △49,316 635,547 2.2 △80,677 535,788 1.7 

当期純利益   704,712 2.5  627,680 1.9 

前期繰越利益   105,493   114,478  

当期未処分利益   810,205   742,159  
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③【キャッシュ・フロー計算書】 

  

第６０期 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

第６１期 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ．営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前当期純利益  1,340,259 1,163,469 

減価償却費  646,386 964,257 

貸倒引当金の増加額(△減少額)  28,940 △499 

賞与引当金の増加額  15,831 17,541 

退職給付引当金の増加額(△減少額)  38,460 △149,315 

受取利息及び受取配当金  △31,669 △47,719 

支払利息  106 34,349 

投資有価証券売却益  － △1,359,268 

有形固定資産売却益  △273 △1,735 

有形固定資産除売却損  31,468 48,531 

売上債権の増加額  △409,740 △611,714 

たな卸資産の減少額 (△増加額)  △1,014,648 535,718 

その他流動資産の増加額  △83,012 △48,948 

仕入債務の増加額(△減少額)  △85,232 286,910 

その他流動負債の増加額(△減少額)  △78,963 512,802 

役員賞与の支払額  － △14,500 

役員退職慰労金  1,810 78,562 

その他  △40,899 94,629 

小計 
 

 
358,824 1,503,072 

利息及び配当金の受取額  31,670 41,846 

利息の支払額  － △34,376 

法人税等の支払額  △659,002 △728,072 

役員退職慰労金の支払額  △1,810 △10,100 

営業活動によるキャッシュ・フロー 
 

 
△270,317 772,370 

Ⅱ．投資活動によるキャッシュ・フロー    

有形固定資産の取得による支出  △4,036,616 △2,145,549 

有形固定資産の売却による収入  8,402 14,289 

無形固定資産の取得による支出  △70,575 △52,030 

投資有価証券の取得による支出  － △501,229 

投資有価証券の売却による収入  － 2,588,453 

差入保証金の支払による支出  △274,268 △399,205 

差入保証金の返還による収入  37,631 12,630 

預り保証金の受入による収入  775,933 353,521 

その他  △24,892 △11,792 

投資活動によるキャッシュ・フロー 
 

 
△3,584,386 △140,913 

Ⅲ．財務活動によるキャッシュ・フロー    

長期借入れによる収入  3,000,000 － 

自己株式の取得による支出額  △2,237 － 

配当金の支払額  △151,012 △183,324 

財務活動によるキャッシュ・フロー 
 

 
2,846,750 △183,324 

Ⅳ．現金及び現金同等物に係る換算差額  － － 

Ⅴ．現金及び現金同等物の増加額(△減少額)  △1,007,953 448,132 

Ⅵ．現金及び現金同等物の期首残高  4,328,290 3,320,336 

Ⅶ．現金及び現金同等物の期末残高  3,320,336 3,768,469 
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④【利益処分案】 

 

第６０期 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

第６１期 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

区 分 金額（千円） 金額（千円） 

当 期 未 処 分 利 益 810,205 742,159 

固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 取 崩 額 2,097 2,097 

合 計 812,303 744,257 

これを次のとおり処分いたします。   

利 益 配 当 金 183,324 183,324 

 
１株につき17円 

（普通配当17円） 

１株につき17円 

（普通配当17円） 

役 員 賞 与 金 14,500 26,000 

（ う ち 監 査 役 賞 与 金 ） (1,700) (2,500) 

別 途 積 立 金 500,000 430,000 

次 期 繰 越 利 益 114,478 104,932 
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重要な会計方針 

項目 

第６０期 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第６１期 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

関連会社株式 関連会社株式 １．有価証券の評価基準及び評価

方法 移動平均法による原価法を採用しておりま

す。 

同左 

 その他有価証券 その他有価証券 

 時価のあるもの 時価のあるもの 

 期末日の市場価格等による時価法を採用

しております。 

（評価差額は全部資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均法により算定） 

同左 

 時価のないもの 時価のないもの 

 移動平均法による原価法を採用しており

ます。 

同左 

販売用土地建物 販売用土地建物 ２．たな卸資産の評価基準及び評

価方法 個別法による原価法を採用しております。 同左 

 仕掛土地建物 仕掛土地建物 

 個別法による原価法を採用しております。 同左 

 貯蔵品 貯蔵品 

 総平均法による原価法を採用しております。 同左 

有形固定資産 有形固定資産 ３．固定資産の減価償却の方法 

定率法（ただし、建物及び建物附属設備に

ついては定額法）を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであり

ます。 

定率法（ただし、建物及び建物附属設備に

ついては定額法）を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであり

ます。 

 建物 15～22年 

車両運搬具 ３～６年 

建物 15～20年 

車両運搬具 ３～６年 

 無形固定資産 無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

なお、自社利用のソフトウェアについては、

社内における利用可能期間（５年）に基づ

いております。 

同左 

 長期前払費用 長期前払費用 

 定額法を採用しております。 同左 

４．引当金の計上基準 貸倒引当金 貸倒引当金 

 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回収可能性

を勘案し、回収不能見込額を計上しており

ます。 

同左 

 賞与引当金 賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に充当するため、当期

に負担すべき支給見込額を計上しておりま

す。 

同左 



 

－ － 
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項目 

第６０期 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

第６１期 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

 退職給付引当金 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当事業年

度末における退職給付債務及び年金資産の

見込額に基づき、当事業年度末に発生して

いると認められる額を計上しております。 

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時

における従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数(10年)による定額法により按分

した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費

用処理することとしております。 

従業員の退職給付に備えるため、当事業年

度末における退職給付債務及び年金資産の

見込額に基づき、当事業年度末に発生して

いると認められる額を計上しております。 

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時

における従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数(10年)による定額法により按分

した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費

用処理することとしております。また、過

去勤務債務は発生年度に一括処理しており

ます。 

（追加情報） 

 当事業年度において、退職金規程を見直し

勤続期間に対応した支給倍率制から、能力・

成果に力点をおいたポイント制退職金制度に

改定しました。これに伴い発生した過去勤務

債務 △217,045千円（債務の減少）を一括

処理し特別利益として計上しております。 

５．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

については、通常の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によっております。 

同左 

６．ヘッジ会計 (1）ヘッジ会計の方法 同左 

 特例処理の要件を満たしている金利スワッ

プについては特例処理を採用しておりま

す。 

 

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 同左 

 ヘッジ手段 …… 金利スワップ取引 

ヘッジ対象 …… 借入金 

 

 (3）ヘッジ方針 同左 

 金利スワップ取引で、変動金利を固定化

することにより将来の金利上昇リスクを

回避するためのものであります。 

 

 (4）ヘッジの有効性評価の方法 同左 

 特例処理の適用要件を充足しているため、

ヘッジの有効性の評価を省略しておりま

す。 

 

７．キャッシュ・フロー計算書に

おける資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易

に換金可能であり、かつ、価値の変動につい

て僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ

月以内に償還期限の到来する短期投資から

なっております。 

同左 

消費税等の会計処理方法 同左 ８．その他財務諸表作成のための

基本となる重要な事項 税抜方式を採用しております。  



 

－ － 
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表示方法の変更 

第６０期 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第６１期 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

―――――――― 

 

 

 

 

 

―――――――― 

 

 

 

 

 

（貸借対照表関係） 

流動負債の｢その他｣に含めていた｢前受金｣は重要性が増したた

め、当事業年度より区分掲記することとしました。なお、前事

業年度の流動負債の｢その他｣に含まれる｢前受金｣は3,788千円

であります。 

 

（キャッシュ・フロー計算書） 

投資活動によるキャッシュ・フローの｢投資有価証券の取得に

よる支出｣は、前事業年度は｢その他｣に含めて表示しておりま

したが、金額的重要性が増したため区分掲記しております。 

なお、前事業年度の｢その他｣に含まれている｢投資有価証券の

取得による支出｣は4,079千円であります。 

 

追加情報 

第６０期 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

第６１期 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

外形標準課税 ―――――――― 

実務対応報告第12号「法人事業税における外形標準課税部分

の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」(企業会計基

準委員会(平成16年２月13日))が公表されたことに伴い、当期か

ら同実務対応報告に基づき、法人事業税の付加価値割及び資本

割39,689千円を「販売費及び一般管理費」として処理しており

ます。 

 



 

－ － 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

第６０期 

（平成17年３月31日） 

第６１期 

（平成18年３月31日） 

会社が発行する株式の総数 普通株式 24,000,000株 会社が発行する株式の総数 普通株式 24,000,000株 ※１ 

発行済株式総数 普通株式 10,800,000株 

※１ 

発行済株式総数 普通株式 10,800,000株 

※２ 自己株式 ※２ 自己株式 

 当社が保有する自己株式の数は、普通株式16,200株であ

ります。 

 当社が保有する自己株式の数は、普通株式16,200株であ

ります。 

※３ 関係会社に対するものが次のとおり含まれております。 ※３ 関係会社に対するものが次のとおり含まれております。 

 営業未収入金 388,357千円  営業未収入金  426,569千円 

※４  「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）及び「土地の再評価に関する法律の一部

を改正する法律」（平成11年３月31日公布法律第24号）

に基づき、事業用土地の再評価を行い、土地再評価差額

金として資本の部に計上しております。 

 なお、再評価の方法については、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号に定める地価税法（平成３年法律第69号）第

16条に規定する地価税の課税標準の計算の基礎となる土

地の価額を算出するために国税庁長官が定めて公表した

方法により算出した価額に合理的調整を行って算出して

おります。 

※４  「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）及び「土地の再評価に関する法律の一部

を改正する法律」（平成11年３月31日公布法律第24号）

に基づき、事業用土地の再評価を行い、土地再評価差額

金として資本の部に計上しております。 

 なお、再評価の方法については、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号に定める地価税法（平成３年法律第69号）第

16条に規定する地価税の課税標準の計算の基礎となる土

地の価額を算出するために国税庁長官が定めて公表した

方法により算出した価額に合理的調整を行って算出して

おります。 

再評価を行った年月日 平成14年３月31日 再評価を行った年月日 平成14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 再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の 

 

帳簿価額との差額 469,982千円 

 

帳簿価額との差額 565,311千円 

 ５ 受取手形裏書譲渡高 147,280千円  ５ 受取手形裏書譲渡高 202,590千円 

 ６ 配当制限 

商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価を付

したことにより増加した純資産額は645,534千円であり

ます。 

 ６ 配当制限 

商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価を付

したことにより増加した純資産額は160,491千円であり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

－ － 
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（損益計算書関係） 

第６０期 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第６１期 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれており

ます。 

※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれており

ます。 

営業収益 11,066,882千円 営業収益 11,312,373千円 
 

受取配当金 28,798千円 
 

受取配当金 32,292千円 

※２ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 ※２ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 

車両運搬具 273千円 建物 196千円 

  車両運搬具 1,509千円  

  

 

工具器具及び備品 29千円 

※３ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 ※３ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 

建物 777千円 車両運搬具 26,993千円 
 

車両運搬具 25,797千円 
 

  

※４ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※４ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

建物 1,562千円 建物 5,751千円 

構築物 159千円 構築物 1,338千円 

車両運搬具 894千円 車両運搬具 845千円 
 

工具器具及び備品 2,276千円 

 

工具器具及び備品 13,602千円 

 

（キャッシュ・フロー計算書関係） 

第６０期 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

第６１期 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係 

 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係 

（平成17年３月31日現在） （平成18年３月31日現在） 
  

現金及び預金勘定 3,320,336千円 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 － 

現金及び現金同等物 3,320,336千円 
  

  
現金及び預金勘定 3,768,469千円 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 － 

現金及び現金同等物 3,768,469千円 
  

 



－ － 
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（リース取引関係） 

ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。 

 

（有価証券関係） 

１．前事業年度（平成17年３月31日現在） 

(1）その他有価証券で時価のあるもの 

 種 類 
取得原価 

（千円） 

貸借対照表計上額 

（千円） 

差 額 

（千円） 

貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの 株 式 1,355,323 2,436,092 1,080,769 

貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの 株 式 11,716 10,977 △738 

合 計 1,367,039 2,447,070 1,080,030 

 （注）１．当社が定めるその他有価証券で時価のある株式についての減損処理基準は下記のとおりであり、いずれかの項目に

該当した場合有価証券の減損処理を行います。 

(1）当該銘柄の株式の時価が２年間にわたり取得原価の30％以上の下落となった場合 

(2）当該銘柄の株式の時価が取得原価の30％以上下落し、かつ発行会社が債務超過の状態にある場合 

(3）当該銘柄の株式の時価が取得原価の30％以上下落し、かつ発行会社が２期連続で損失を計上しており、翌期も

損失計上が予想される場合 

 

(2）時価評価されていない主な有価証券 

 貸借対照表計上額（千円）  

関連会社株式 非上場株式 131,000  

その他有価証券 非上場株式 3,550  

 

２．当事業年度（平成18年３月31日現在） 

(1）その他有価証券で時価のあるもの 

 種 類 
取得原価 

（千円） 

貸借対照表計上額 

（千円） 

差 額 

（千円） 

貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの 株 式 127,417 468,989 341,571 

株 式  11,666 11,210 △456 

債 券 500,000 427,400 △72,600 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの 

小 計 511,666 438,610 △73,056 

合 計 639,084 907,599 268,515 

 （注）１．当社が定めるその他有価証券で時価のある株式についての減損処理基準は下記のとおりであり、いずれかの項目に

該当した場合有価証券の減損処理を行います。 

(1）当該銘柄の株式の時価が２年間にわたり取得原価の30％以上の下落となった場合 

(2)当該銘柄の株式の時価が取得原価の30％以上下落し、かつ発行会社が債務超過の状態にある場合 

(3)当該銘柄の株式の時価が取得原価の30％以上下落し、かつ発行会社が２期連続で損失を計上しており、翌期も損

失計上が予想される場合 

 

(２)当事業年度中に売却したその他有価証券 （自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

2,588,453 1,359,268 － 

 

(３)時価評価されていない主な有価証券 

 貸借対照表計上額（千円）  

関連会社株式 非上場株式 131,000  

その他有価証券 非上場株式 3,550  



－ － 
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(４)その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額 

 
１年以内 

（千円） 

１年超５年以内 

（千円） 

5年超10年以内 

（千円） 

10年超 

（千円） 

債 券 （社債） － － － 427,400 

合 計 － － － 427,400 

 

（デリバティブ取引関係） 

ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。 

 

（退職給付関係） 

(1)採用している退職給付制度の概要 

 当社は、退職金規程に基づく社内積立の退職一時金制度と、確定給付型の適格退職年金制度を設けておりましたが、

適格退職年金制度についてはこれを廃止し、退職一時金制度については退職金規程を見直し、能力・成果に力点をお

いたポイント制退職金制度に改定しました。また、適格退職年金制度に代わるものとして平成17年11月１日より、大

和ハウス工業企業年金基金に加入しました。 

なお、従来加入しておりました総合設立型の厚生年金基金制度である大阪府貨物運送厚生年金基金については当事

業年度中に脱退し、脱退に伴い拠出した特別掛金1,361,792千円を特別損失として計上しております。 

 

(2）退職給付債務 

 第６０期 

（平成17年３月31日） 

第６１期 

（平成18年３月31日） 

イ．退職給付債務（千円） △1,104,472 △775,050 

ロ．年金資産（千円） 340,144 97,129 

ハ．退職給付引当金（千円） 843,005 693,689 

ニ．前払年金費用（千円） △89,641 － 

差引（イ＋ロ＋ハ＋ニ）（千円） △10,963 15,767 

（差引分内訳）   

ホ．未認識数理計算上の差異（千円） △10,963 15,767 

 

(3）退職給付費用の内訳 

 
第６０期 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

第６１期 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

イ．勤務費用（千円） 99,531 245,323 

ロ．利息費用（千円） 21,476 19,740 

ハ．期待運用収益（千円） △4,627 △2,551 

ニ．厚生年金基金拠出額（千円） 145,006 100,709 

ホ．数理計算上の差異の費用処理額（千円） 5,649 2,910 

ヘ．過去勤務債務の処理額（千円） － △217,045 

ト．退職給付費用(イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ＋ヘ)(千円) 267,035 149,086 

チ．適格退職年金制度終了損益（千円） － △23,227 

リ．厚生年金基金特別掛金（千円） － 1,361,792 

ヌ．計(ト＋チ＋リ) (千円) 267,035 1,487,651 
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(4）退職給付債務等の計算の基礎 

 
第６０期 

（平成17年３月31日） 

第６１期 

（平成18年３月31日） 

イ．割引率（％） 2.0 2.5 

ロ．期待運用収益率（％） 1.5 0.0 

ハ．退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 退職一時金制度：ポイント基準 

  企業年金制度 ：期間定額基準 

ニ．数理計算上の差異の処理年数（年） 10 10 

ホ．過去勤務債務の処理年数（年） － １ （発生年度一括処理） 

 

（税効果会計関係） 

第６０期 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

第６１期 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

(1）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 (1）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 
  
 繰延税金資産 千円  繰延税金資産 千円 

 貸倒引当金 8,088  貸倒引当金 8,672 

 賞与引当金 120,454  賞与引当金 127,510 

 未払事業税 33,679  未払事業税 26,553 

 退職給付引当金 320,556  退職給付引当金 279,061 

 その他 20,212  減価償却超過額 14,530 

 繰延税金資産合計 502,990  その他 89,867 

 繰延税金負債   繰延税金資産合計 546,195 

 固定資産圧縮積立金 29,393  繰延税金負債  

 前払年金費用 36,061  固定資産圧縮積立金 27,981 

 その他有価証券評価差額金 434,496  その他有価証券評価差額金 108,023 

 繰延税金負債合計 499,951  繰延税金負債合計 136,005 

 繰延税金資産の純額 3,039  繰延税金資産の純額 410,189 

      
  
(2）法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との

間の差異の原因となった主要な項目別の内訳 

(2）法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との

間の差異の原因となった主要な項目別の内訳 
  

法定実効税率 40.2％ 

（調整）  

住民税均等割等 5.0％ 

交際費等永久に損金に算入されない

項目 
1.8％ 

受取配当金等永久に益金に算入され

ない項目 
△0.5％ 

その他 0.9％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 47.4％ 
  

  
法定実効税率 40.2％ 

（調整）  

住民税均等割等 5.8％ 

交際費等永久に損金に算入されない

項目 
2.0％ 

受取配当金等永久に益金に算入され

ない項目 
△0.6％ 

その他 △1.3％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 46.1％ 
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（持分法損益等） 

第６０期 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

第６１期 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

  
関連会社に対する投資の金額 131,000千円 

持分法を適用した場合の投資の金額 584,154千円 

持分法を適用した場合の投資利益の金額 45,166千円 
  

  
関連会社に対する投資の金額 131,000千円 

持分法を適用した場合の投資の金額 768,416千円 

持分法を適用した場合の投資利益の金額 139,830千円 
 

 

【関連当事者との取引】 

第６０期（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

 (1)親会社及び法人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等の
名称 

住所 
資本金 
（千円） 

事業の
内容 

議決権等の
被所有割合 
（％） 

役員の
兼任等 

事業上
の関係 

取引の
内容 

取引金額
（千円） 

科目 
期末残高
（千円） 

運送請負
等 

11,064,395 
営業未収
入金 

388,290 

前払費用 7,703 
土地・建
物の賃借 

92,450 

未払金 6,644 

固定資産
の購入 

3,209,306 未払金 － 

親会社 
大和ハウ
ス工業株
式会社 

大阪市
北区 

110,120,483 

住宅等建
物の請負
販売不動
産売買 

直接 39.4 
間接 11.4 

転籍 
５人 

兼務 
３人 

運送請
負等 
 

建物の工
事 

371,278 
営業未払
金 

－ 

 

(2)役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等の
名称 

住所 
資本金 
（千円） 

事業の
内容 

議決権等の
所有（被所
有）割合 

（％） 
役員の
兼任等 

事業上
の関係 

取引の
内容 

取引金額
（千円） 

科目 
期末残高
（千円） 

役員及び
その近親
者が議決
権の過半
数を所有
している
会社等 

株式会社
ユニフ
ロー 
(注)２． 

東京都
渋谷区 

166,300 
住宅建具
製造・販
売 

－ 
兼務 

１人 
運送請
負等 

運送請負
等 

102,305 
営業未収
入金 

15,945 

 

(3)子会社等 

関係内容 

属性 
会社等の
名称 

住所 
資本金 
（千円） 

事業の
内容 

議決権等の
所有（被所
有）割合 

（％） 
役員の
兼任等 

事業上
の関係 

取引の
内容 

取引金額
（千円） 

科目 
期末残高
（千円） 

運送請負
等 

2,486 
営業未収
入金 

67 

警備保障
人材派遣
等 

42,459 前払費用 1,178 関連会社 
株式会社
ダイワ
サービス 

大阪市
西区 

130,000 

引越業務
建物管理
及び警備
保障 

(所有) 
直接 20.0 
(被所有) 
直接 0.6 

兼務 
１人 

役務の
受入等 

固定資産
の購入 

8,270 未払金 4,559 

 （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２．取締役石橋民生は、株式会社ユニフローの取締役を兼務しており、石橋民生およびその近親者が当該会社の議決権の

過半数を有しております。 

３．取引条件及び取引条件の決定方針等 

上記各社との取引については、市場価格を参考に決定しております。 
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第６１期（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

(1)親会社及び法人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等の
名称 

住所 
資本金 
（千円） 

事業の
内容 

議決権等の
被所有割合 
（％） 

役員の
兼任等 

事業上
の関係 

取引の
内容 

取引金額
（千円） 

科目 
期末残高
（千円） 

運送請負
等 

11,309,016 
営業未収
入金 

425,747 

前払費用 10,513 土地・建
物の賃借

等 
115,960 

未払金 18,605 

固定資産
の購入 

1,303,964 未払金 － 

親会社 
 
 

大和ハウ
ス工業株
式会社 

大阪市
北区 

110,120,483 

住宅等建
物の請負
販売不動
産売買 

直接 39.4 
間接 11.4 

転籍 
４人 

兼務 
３人 

運送請
負等 

建物の工
事 

104,844 
営業未払
金 

7,011 

 

 (2）役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等の
名称 

住所 
資本金 
（千円） 

事業の
内容 

議決権等の
所有（被所
有）割合 

（％） 
役員の
兼任等 

事業上
の関係 

取引の
内容 

取引金額
（千円） 

科目 
期末残高
（千円） 

役員及び
その近親
者が議決
権の過半
数を所有
している
会社等 

株式会社
ユニフ
ロー 
(注)２． 

東京都
渋谷区 

166,300 
住宅建具
製造・販
売 

－ 
兼務 

１人 
運送請
負等 

運送請負
等 

31,483  
営業未収
入金 

14,051 

 

 (3）子会社等 

関係内容 

属性 
会社等の
名称 

住所 
資本金 
（千円） 

事業の
内容 

議決権等の
所有（被所
有）割合 

（％） 
役員の
兼任等 

事業上
の関係 

取引の
内容 

取引金額
（千円） 

科目 
期末残高
（千円） 

運送請負
等 

3,357  
営業未収
入金 

822  

前払費用 1,108 警備保障
人材派遣
等 

61,366 

未払金 8,474 

関連会社 
株式会社
ダイワ
サービス 

大阪市
西区 

130,000 

引越業務
建物管理
及び警備
保障 

(所有) 
直接 20.0 
(被所有) 
直接 0.6 

兼務 
無 

役務の
受入等 

固定資産
の購入 

600  未払金 － 

 （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２．石橋民生氏およびその近親者が株式会社ユニフローの議決権の過半数を有し、石橋民生氏が当該会社の取締役を兼務

していたことから、（２）役員及び個人主要株主等との取引に該当しておりましたが、平成17年６月24日開催の当社

定時株主総会において取締役を退任したことにより、（２）役員及び個人主要株主等との取引は解消しました。 

そのため、取引金額については石橋民生氏が退任するまでの期間に発生した取引を記載し、期末残高については、同

氏が退任した時点での金額を記載しております。 

３．河合司二氏が平成17年６月24日開催の当社定時株主総会において取締役を退任したことにより、（3）子会社等の役

員の兼務等が解消しました。 

４．取引条件及び取引条件の決定方針等 

上記各社との取引については、市場価格を参考に決定しております。 
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（１株当たり情報） 

第６０期 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

第６１期 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

  

１株当たり純資産額 1,321円15銭 

１株当たり当期純利益 64円00銭 

  

  

１株当たり純資産額 1,314円96銭 

１株当たり当期純利益 55円79銭 

  
 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につきまし

ては、潜在株式がないため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につきまし

ては、潜在株式がないため記載しておりません。 

 （注） １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

第６０期 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

第６１期 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

当期純利益（千円） 704,712 627,680 

普通株主に帰属しない金額（千円） 14,500 26,000 

（うち利益処分による役員賞与金） (14,500) (26,000) 

普通株式に係る当期純利益（千円） 690,212 601,680 

期中平均株式数（株） 10,784,492 10,783,800 

 

【生産、受注及び販売の状況】 

（事業別営業収益） 

第６０期 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

第６１期 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 事業区分 

金額（千円） 
構成比

（％） 
金額（千円） 

構成比

（％） 

貨物自動車運送事業 22,838,189 80.5 24,342,208 75.5 

物流サービス事業 3,756,179 13.2 5,262,449 16.3 

不 動 産 事 業 1,781,585 6.3 2,623,451 8.2 

合 計 28,375,954 100.0 32,228,109 100.0 

 （注）１．記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。 

２．当社は、受注生産を行っておりません。 
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【役員の異動】 

 

（平成18年６月26日付） 

 

１．その他の役員の異動 

 

(1)新任取締役候補 

 

芝野 正治 （現、執行役員 店舗システム物流本部副本部長兼東京店舗システム物流支店支店長） 

作間 寛 （現、理事 業務統括本部本部長兼業務統括部部長兼グループ物流推進部部長） 

大東 賢二 （現、業務統括本部副本部長） 

 

(2)退任予定取締役 

 

岩田 頴一 （現、グループ物流推進部部長） 


