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平成18年３月期 個別財務諸表の概要 平成18年５月19日

 

上場会社名 名糖運輸株式会社 上場取引所 東証第１部 

コード番号 9047  本社所在都道府県 東京都 
（ＵＲＬ http://www.meiun.co.jp）  
代 表 者 役職名 代表取締役社長 氏名 滝澤  昭  
問合せ先責任者 役職名 取締役経理部長 氏名 三浦 守明 ＴＥＬ （０４２２）５４－８８０３
決算取締役会開催日 平成18年５月19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30日  定時株主総会開催日 平成18年６月29日 
単元株制度採用の有無 有（１単元 100株）    
 
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  （百万円未満切捨て）

 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 41,454 △1.8 365 △19.1 496 △18.4 
17年３月期 42,231 5.3 452 △9.0 608 △13.3 

 

 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 

営業収益
経常利益率

 百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年３月期 227 △21.5 18.08 － 2.6 2.4 1.2 
17年３月期 289 27.1 23.15 － 3.3 3.0 1.4 

（注）①期中平均株式数 18年３月期 10,729,924 株 17年３月期 10,729,995 株  

②会計処理の方法の変更 有  

③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 
（総額） 

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 15.00 － 15.00 160 83.0 1.8 
17年３月期 15.00 － 15.00 160 64.8 1.8 

（注）18年３月期期末配当金の内訳 記念配当 － 円 － 銭、 特別配当 － 円 － 銭  

 
(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 20,945 8,940 42.7 830.12 
17年３月期 20,133 8,778 43.6 814.27 

（注）①期末発行済株式数 18年３月期 10,729,924 株 17年３月期 10,729,924 株  

②期末自己株式数 18年３月期 270,076 株 17年３月期 270,076 株  

 
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 21,500 500 250 － － － 
通 期 42,000 600 300 － 15.00 15.00 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 27 円 96 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当社で判断したものであります。予想にはさまざま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ので、この業績予想に全面的に依拠して投資等の判断を行うことは差

し控えてください。



 

－  － 
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５．財務諸表等 
(1）貸借対照表 

  
前事業年度 

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（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   

１．現金及び預金  884,768  515,682

２．営業未収金 ※５ 4,252,414  4,338,523

３．貯蔵品  64,153  8,235

４．前払費用  167,537  185,978

５．繰延税金資産  206,396  170,767

６．短期貸付金  95,222  171,960

７．未収入金  117,720  153,002

８．その他  7,423  10,608

９．貸倒引当金  △10,483  △12,548

流動資産合計  5,785,153 28.7  5,542,210 26.5

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産   

(1）車両運搬具 ※1,2 5,551,713 5,498,809 

減価償却累計額  4,732,462 819,251 4,559,752 939,057

(2）建物 ※1,2 6,335,953 7,027,286 

減価償却累計額  2,583,207 3,752,745 2,801,881 4,225,404

(3）構築物  861,462 958,234 

減価償却累計額  541,651 319,810 594,483 363,751

(4）機械装置  1,124,633 1,217,723 

減価償却累計額  765,510 359,123 826,957 390,766

(5）工具器具備品  255,687 274,032 

減価償却累計額  187,380 68,306 209,674 64,357

(6）土地 ※1,2 3,212,245  3,220,099

(7）建設仮勘定  373,366  －

有形固定資産合計  8,904,849 44.3  9,203,436 43.9

 



 

－  － 
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前事業年度 

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（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
（％）

２．無形固定資産   

(1）借地権  78,018  78,018

(2）ソフトウェア  72,208  70,798

(3）電話加入権  20,214  20,533

(4）ソフトウェア仮勘定  15,000  －

無形固定資産合計  185,441 0.9  169,349 0.8

３．投資その他の資産   

(1）投資有価証券  1,367,290  1,468,716

(2）関係会社株式  262,798  939,138

(3）出資金  2,050  2,060

(4）長期貸付金  478,498  444,899

(5）従業員長期貸付金  38,402  32,991

(6）破産更生債権等  1,726  3,294

(7）長期前払費用  469,157  431,158

(8）繰延税金資産  793,355  823,770

(9）投資不動産  343,715  343,715

(10）敷金・保証金  1,350,548  1,386,536

(11）会員権  139,917  138,337

(12）その他  12,252  19,231

(13）貸倒引当金  △1,742  △3,284

投資その他の資産合計  5,257,972 26.1  6,030,565 28.8

固定資産合計  14,348,263 71.3  15,403,351 73.5

資産合計  20,133,416 100.0  20,945,562 100.0

   

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１．営業未払金 ※５ 2,348,400  2,413,697

２．短期借入金 ※1,2 1,428,000  1,445,000

３．１年内返済予定長期借
入金 

※1,2 1,393,687  1,450,672

４．未払金  134,526  196,795

５．未払費用  569,424  581,916

６．未払法人税等  177,190  173,912



 

－  － 
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前事業年度 

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（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
（％）

７．未払消費税等  110,233  53,382

８．前受金  11,806  14,443

９．預り金  33,127  135,185

10．賞与引当金  425,634  357,435

11．その他  10,500  －

流動負債合計  6,642,530 33.0  6,822,440 32.6

Ⅱ 固定負債   

１．長期借入金 ※1,2 2,091,664  2,507,952

２．退職給付引当金  2,243,695  2,384,389

３．役員退職慰労引当金  186,193  202,475

４．長期未払金  21,647  14,626

５．預り保証金  169,635  73,335

固定負債合計  4,712,835 23.4  5,182,778 24.7

負債合計  11,355,365 56.4  12,005,219 57.3

   

（資本の部）   

Ⅰ 資本金 ※３ 2,176,900 10.8  2,176,900 10.4

Ⅱ 資本剰余金   

１．資本準備金  1,868,430 1,868,430 

資本剰余金合計  1,868,430 9.3  1,868,430 8.9

Ⅲ 利益剰余金   

１．利益準備金  544,225 544,225 

２．任意積立金   

(1）別途積立金  3,671,000 3,741,000 

３．当期未処分利益  630,787 585,990 

利益剰余金合計  4,846,012 24.1  4,871,215 23.3

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

※７ 196,218 1.0  333,307 1.6

Ⅴ 自己株式 ※４ △309,509 △1.6  △309,509 △1.5

資本合計  8,778,050 43.6  8,940,343 42.7

負債資本合計  20,133,416 100.0  20,945,562 100.0

   



 

－  － 
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(2）損益計算書 

  
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（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．貨物運送事業  33,898,388 33,324,796 

２．物流センター管理事業  8,332,830 42,231,219 100.0 8,129,441 41,454,238 100.0

Ⅱ 営業原価 ※１  

１．貨物運送事業  32,558,651 32,430,167 

２．物流センター管理事業  7,972,794 40,531,445 96.0 7,549,445 39,979,612 96.4

営業総利益  1,699,773 4.0  1,474,625 3.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※２ 1,247,433 2.9  1,108,651 2.7

営業利益  452,339 1.1  365,973 0.9

Ⅳ 営業外収益   

１．受取利息  25,350 20,391 

２．受取配当金  24,783 24,890 

３．投資有価証券売却益  58,878 46,801 

４．受取保険返戻金  21,885 3,638 

５．受取業務指導料 ※１ 39,771 27,600 

６．被害事故損害賠償金収
入 

 20,802 13,598 

７．その他  33,095 224,567 0.5 55,037 191,957 0.5

Ⅴ 営業外費用   

１．支払利息  52,820 58,222 

２．その他  15,522 68,343 0.2 3,011 61,233 0.2

経常利益  608,563 1.4  496,698 1.2

Ⅵ 特別利益   

１．固定資産売却益 ※３ 10,706 9,831 

２．役員退職慰労引当金戻
入益 

 － 10,706 0.0 5,437 15,268 0.0

 



 

－  － 
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前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（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
（％）

Ⅶ 特別損失   

１．前期損益修正損 ※４ 21,669 － 

２．固定資産除売却損 ※５ 34,382 21,636 

３．減損損失 ※６ － 15,939 

４．ゴルフ会員権評価損  825 475 

５．投資有価証券評価損  1,062 － 

６．割増退職金  8,341 5,683 

７．退職給付会計基準変更
時差異 

 29,151 95,432 0.2 － 43,734 0.1

税引前当期純利益  523,837 1.2  468,232 1.1

法人税、住民税及び事
業税 

 305,061 330,075 

法人税等調整額  △70,658 234,402 0.5 △88,995 241,080 0.6

当期純利益  289,434 0.7  227,152 0.5

前期繰越利益  341,352  358,838

当期未処分利益  630,787  585,990

   



 

－  － 
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(3）利益処分案 

  
前事業年度 

（平成17年３月期） 
当事業年度 

（平成18年３月期） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益  630,787  585,990

Ⅱ 利益処分額   

１．配当金  160,948 160,948 

２．取締役賞与金  35,960 29,290 

３．監査役賞与金  5,040 3,890 

４．任意積立金   

別途積立金  70,000 271,948 － 194,128

Ⅲ 次期繰越利益  358,838  391,862

   



 

－  － 
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重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(1）子会社株式及び関連会社株式 (1）子会社株式及び関連会社株式 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 同左 

 (2）その他有価証券 (2）その他有価証券 

 時価のあるもの 時価のあるもの 

  決算日の市場価格等に基づく

時価法（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 同左 

貯蔵品 貯蔵品 ２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法  移動平均法による原価法 同左 

(1）有形固定資産 (1）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、平成10年４月１

日以降取得した建物（建物附属設備

を除く。）については、定額法）を

採用しております。 

 なお、主な耐用年数は次のとおり

であります。 

車両運搬具 ３年～６年 

建物    ３年～50年 

同左 

 (2）無形固定資産 (2）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 

 (3）長期前払費用 (3）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 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 

  債権の貸倒による損失に備えるた

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 

 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 

  従業員への賞与の支給に備えるた

め、支給見込額に基づき計上してお

ります。 

同左 

 



 

－  － 
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項目 
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 (3）退職給付引当金 (3）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

の見込額に基づき、計上しておりま

す。 

 なお、会計基準変更時差異につい

ては、５年による按分額を費用処理

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（５年）

による定率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

の見込額に基づき、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（５年）

による定率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。 

 (4）役員退職慰労引当金 (4）役員退職慰労引当金 

  役員に対する退職慰労金支出に備

えるため、内規に基づく期末要支給

額を計上しております。 

同左 

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 

(1）消費税等の会計処理 (1）消費税等の会計処理 ６．その他財務諸表作成のた

めの重要な事項  税抜方式によっております。 同左 

 

会計処理方法の変更 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

────── （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意

見書」（企業会計審議会 平成14年８月９日））及び

「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第６号 平成15年10月31日）を適用

しております。 

 この結果、当期首において既に除売却の決定されて

いた主要な固定資産について、減損損失を計上してお

りますが、実際の除売却金額と乖離がなかったため、

従来の方法によった場合と比較しても、税引前当期純

利益に与える影響はありません。 



 

－  － 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成17年３月31日） 

当事業年度 
（平成18年３月31日） 

※１．担保提供資産 ※１．担保提供資産 

  
（担保に供している資産）  

車両運搬具 4,271千円

建物 463,935 

土地 654,083 

計 1,122,290 

（上記に対応する債務）  

短期借入金 845,310千円

長期借入金(１年内返済予定
長期借入金を含む) 

1,120,410 

  

  
（担保に供している資産）  

車両運搬具 2,400千円

建物 439,533 

土地 654,083 

計 1,096,017 

（上記に対応する債務）  

短期借入金 667,133千円

長期借入金(１年内返済予定
長期借入金を含む) 

1,384,507 

  
※２．上記のうち財団担保提供資産 ※２．上記のうち財団担保提供資産 

  
（担保に供している資産）  

車両運搬具 4,271千円

建物 181,372 

土地 256,800 

計 442,444 

（上記に対応する債務）  

短期借入金 845,310千円

長期借入金(１年内返済予定
長期借入金を含む) 

954,690 

  

  
（担保に供している資産）  

車両運搬具 2,400千円

建物 176,807 

土地 256,800 

計 436,008 

（上記に対応する債務）  

短期借入金 667,133千円

長期借入金(１年内返済予定
長期借入金を含む) 

1,132,867 

    
※３．授権株式数 普通株式 25,600,000株 

発行済株式総数 普通株式 11,000,000株 

  

  
※３．授権株式数 普通株式 25,600,000株 

発行済株式総数 普通株式 11,000,000株 

  
 ただし、自己株式の消却が行われた場合には、こ

れに相当する株式数を減ずることができる旨定款で

定めております。 

 ただし、自己株式の消却が行われた場合には、

これに相当する株式数を減ずることができる旨定

款で定めております。 

※４．当社が保有する自己株式の数は、普通株式

270,076株であります。 

※４．当社が保有する自己株式の数は、普通株式

270,076株であります。 

※５．関係会社に係る注記 ※５．関係会社に係る注記 

 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

関係会社に対する主な資産・負債は次のとおりであ

ります。 

 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれてい

る関係会社に対する主な資産・負債は次のとおり

であります。 

  
営業未収金 536,825千円

営業未払金 1,397,654 

  

  
営業未収金 654,280千円

営業未払金 1,463,291 

  
 ６．偶発債務  ６．偶発債務 

 下記の会社の道路通行料債務に対する保証を行っ

ております。 

 下記の会社の道路通行料債務に対する保証を

行っております。 

  
㈱アイソネットライン 2,665千円

㈱トランスメイト 2,591 

  

  
㈱アイソネットライン 3,003千円

㈱トランスメイト 6,364 

  
※７．配当制限 ※７．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は196,218千

円であります。 

 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は333,307千

円であります。 
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（損益計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（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主なものは次のとおりで

あります。 

※１．関係会社との取引に係る主なものは次のとおり

であります。 

  
営業原価(チャーター料) 14,801,027千円

受取業務指導料 39,771 

  

  
営業原価(チャーター料) 15,374,223千円

受取業務指導料 27,600 

  
※２．販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

※２．販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

  
役員報酬 133,983千円

従業員給料 289,957 

賞与引当金繰入額 21,527 

役員退職慰労引当金繰入額 32,050 

退職給付費用 15,237 

通信運搬費 105,023 

広告宣伝費 77,115 

減価償却費 45,195 

貸倒引当金繰入額 6,978 

  

  
役員報酬 127,636千円

従業員給料 294,437 

賞与引当金繰入額 20,061 

役員退職慰労引当金繰入額 34,156 

退職給付費用 20,832 

法定福利費 56,902 

広告宣伝費 72,897 

雑費 65,743 

減価償却費 44,322 

貸倒引当金繰入額 12,563 

  
販売費に属する費用と一般管理費に属する費用の

割合は概ね次のとおりであります。 

販売費に属する費用と一般管理費に属する費用

の割合は概ね次のとおりであります。 

  
販売費に属する費用 約14％ 

一般管理費に属する費用 約86％ 

  

  
販売費に属する費用 約14％ 

一般管理費に属する費用 約86％ 

  
※３．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 ※３．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 10,706千円

  

  
車両運搬具 9,831千円

  
※４．前期損益修正損の主なものは次のとおりでありま

す。 

※４．       ────── 

  
過年度営業債権修正 21,669千円

  

  

※５．固定資産除売却損の内訳は次のとおりでありま

す。 

※５．固定資産除売却損の内訳は次のとおりでありま

す。 

  
（売却損）  

車両運搬具 8,071千円

（除却損）  

車両運搬具 2,209 

建物 12,386 

構築物 3,531 

機械装置 7,861 

工具器具備品 320 

計 26,310 

  

  
（売却損）  

車両運搬具 11,284千円

（除却損）  

車両運搬具 5,221 

建物 4,197 

構築物 35 

機械装置 814 

工具器具備品 83 

計 10,352 
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前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※６．       ────── ※６．減損損失 

  当事業年度において、当社は以下の資産グルー

プについて減損損失を計上いたしました。 

 
  

場所 用途 種類 
減損損失
（千円）

岡山県倉敷市
事 務 所 及
び倉庫 

建 物 、 機
械装置他 

10,939

千葉県習志野
市 

物 流 セ ン
ター 

建 設 仮 勘
定 （ 設 計
費用等） 

5,000

  
  当社は、事業用資産については、各物流セン

ター及び営業所を基本として近隣営業所との相互

補完性を勘案し、資産のグルーピングを行ってお

ります。また、当期首において営業所の閉鎖に関

する意思決定がされていた資産については、それ

ぞれの物件ごとに１つの資産グループとしており

ます。 

 事業用資産の各グループにおいては、減損の兆

候はありませんでしたが、当期首において閉鎖の

決定されていた営業所の資産等についてゼロ円ま

で減損処理し、15,939千円の減損損失を計上して

おります。その内訳は、建物9,071千円、機械装置

1,823千円、建設仮勘定5,000千円、その他45千円

であります。 

 

① リース取引 

ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。 

 

② 有価証券 

 前事業年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）及び当事業年度（自 平成17年４月１日 至 

平成18年３月31日）における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 
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③ 税効果会計 

前事業年度 
（平成17年３月31日） 

当事業年度 
（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  

賞与引当金繰入限度超過額 173,190千円

未払事業税 27,786 

貸倒引当金繰入限度超過額 4,623 

退職給付引当金繰入限度超過額 852,203 

役員退職慰労引当金繰入限度超
過額 

75,762 

ゴルフ会員権評価損 95,733 

投資有価証券評価損自己否認 432 

その他 1,153 

繰延税金資産小計 1,230,886 

評価性引当額 △96,516 

繰延税金資産合計 1,134,369 

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △134,616 

繰延税金負債合計 △134,616 

繰延税金資産の純額 999,752 

  

  
繰延税金資産  

賞与引当金繰入限度超過額 145,440千円

未払事業税 19,068 

貸倒引当金繰入限度超過額 6,059 

退職給付引当金繰入限度超過額 970,208 

役員退職慰労引当金繰入限度超
過額 

82,387 

ゴルフ会員権評価損 85,957 

投資有価証券評価損自己否認 432 

その他 1,153 

繰延税金資産小計 1,310,706 

評価性引当額 △87,342 

繰延税金資産合計 1,223,364 

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △228,732 

繰延税金負債合計 △228,732 

繰延税金資産の純額 994,632 

  
（注）当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借

対照表の以下の項目に含まれております。 

（注）当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸

借対照表の以下の項目に含まれております。 

  
流動資産－繰延税金資産 206,396千円

固定資産－繰延税金資産 793,355 

  

  
流動資産－繰延税金資産 170,767千円

固定資産－繰延税金資産 823,770 

  
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率の差異原因となった主な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率の差異原因となった主な項目別の内訳 

  
法定実効税率 40.7％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 44.7

差引 △4.0

（項目別内訳） 

住民税均等割 △5.5

交際費等永久に損金に算入されない
項目 

△3.6

受取配当金等永久に益金に算入され
ない項目 

1.1

評価性引当額の変動額 3.7

その他 0.3

合計 △4.0

  

  
法定実効税率 40.7％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 51.5

差引 △10.8

（項目別内訳） 

住民税均等割 △9.6

交際費等永久に損金に算入されない
項目 

△3.9

受取配当金等永久に益金に算入され
ない項目 

1.2

評価性引当額の変動額 2.0

その他 △0.5

合計 △10.8
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（１株当たり情報） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（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 814円27銭

１株当たり当期純利益金額 23円15銭

  

  
１株当たり純資産額 830円12銭

１株当たり当期純利益金額 18円08銭

  
 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

ついては、希薄化効果を有している潜在株式が存在し

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

については、希薄化効果を有している潜在株式が存

在し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及び潜在株式調整後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。 

 
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 289,434 227,152 

普通株主に帰属しない金額（千円） 41,000 33,180 

（うち利益処分による取締役賞与金） (35,960) (29,290) 

（うち利益処分による監査役賞与金） (5,040) (3,890) 

普通株式に係る当期純利益（千円） 248,434 193,972 

期中平均株式数（株） 10,729,995 10,729,924 

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（千円） － － 

普通株式増加数（株） － － 

（うち自己株式方式によるストックオプ
ション制度に係る潜在株式） 

－ － 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整
後１株当たり当期純利益の算定に含めな
かった潜在株式の概要 

自己株式方式によるストックオ
プション制度に係る潜在株式
269,800株 

自己株式方式によるストックオ
プション制度に係る潜在株式
269,800株 
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（重要な後発事象） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 該当事項はありません。 （業務提携契約の締結） 

 当社は、平成18年４月24日開催の取締役会におい

て、株式会社ムロオ（本社：広島県呉市、代表取締役

社長：山下俊夫）と相互の利益と発展を図るため、包

括的な業務提携を行うことを決議いたしました。 

１．業務提携の目的 

 食品物流業界においては、価格競争や原油価格の

高騰による燃料費の上昇等両社を取り巻く収益環境

は厳しい状況が続いております。 

 このような状況の打開策として西日本地区を主力

に展開する株式会社ムロオと東日本を主力に展開す

る当社は、設備・車両等の相互利用、営業協力、情

報交換等の提携関係を構築することが両社の事業強

化と発展に資すると判断いたしました。 

２．業務提携の内容 

 今回の業務提携の具体的な提携分野は、以下のと

おりです。今後両社メンバーからなる「業務提携委

員会」を設置し、相互にメリットが認められる分野

が合意できれば、適宜追加していく予定です。 

①設備・車両等の相互利用 

②営業協力 

③情報交換、その他 

３．株式会社ムロオの概要 

(1）商 号   株式会社ムロオ 

(2）代表者   代表取締役社長 山下俊夫 

(3）設 立   昭和38年５月 

(4）本店所在地 広島県呉市中央１丁目６番９号 

(5）主な事業  食品運送業 

(6）決算期   ５月 

(7）資本金   307百万円 

(8）従業員数  1,500名 

４．日程 

平成18年４月24日 取締役会（業務提携契約の

決議） 

同  日    業務提携契約締結 
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６．役員の異動 

(1）代表者の異動 

該当事項はありません。 

(2）その他の役員の異動 

①新任取締役候補 

取締役 寺西正治（現 ジャパンフーズ物流株式会社代表取締役社長） 

②退任予定取締役 

取締役副社長 小島邦敏（常任顧問 就任予定） 

③新任監査役候補 

（非常勤）監査役 山岡昭男（現 東京ジューキ食品株式会社代表取締役社長） 

（注）山岡昭男氏は、旧「株式会社の監査等に関する特例に関する法律」第18条第１項に定める「社外監査

役」であります。 

④退任予定監査役 

（非常勤）監査役 村井利彰 

(3）就任予定日 

平成18年６月29日 

 


