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平成１８年３月期    決算短信（非連結）       平成18年５月25日 

会 社 名 東部ネットワーク株式会社 上場取引所    ＪＱ 
コ ー ド 番 号 ９０３６ 本社所在都道府県 神奈川県 
（ＵＲＬ  http://www.tohbu.co.jp/)  

代 表 者 役 職 名  代表取締役社長  
 氏 名  芦  原  一  義  

問い合わせ先 責任者役職名  常務取締役兼常務執行役員 管理本部長兼経営企画室長 
 氏 名  清  水      幸 ＴＥＬ（045）461－1651 

決算取締役会開催日 平成18年５月25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 有(１単元 100株) 単 

１．平成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 （百万円未満切り捨て）

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 

百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 
18年３月期 8,188（  21.0） 562（  23.0） 594（  22.7） 
17年３月期 6,768（△ 1.6） 457（△27.7） 484（△26.2） 

 

 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 374（  33.3）  63 55 ─ ─ 2.9 3.5 7.3 
17年３月期 280（△21.4）  47 02 ─ ─ 2.2 3.0 7.2 
(注) ① 持分法投資損益     18年３月期    ──百万円       17年３月期    ──百万円 
     ② 期中平均株式数     18年３月期    5,595,948株       17年３月期    5,639,162株 
     ③ 会計処理の方法の変更  無 
     ④ 売上高、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                              （百万円未満切り捨て） 
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 15 00 7 50 7 50 83 23.6 0.6 
17年３月期 15 00 7 50 7 50 83 31.9 0.7 

(3) 財政状態                              （百万円未満切り捨て） 
 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 17,559 13,031 74.2        2,325   59 
17年３月期 15,991 12,539 78.4        2,237   76 
(注) ① 期末発行済株式数    18年３月期    5,595,777株         17年３月期    5,596,585株 
     ② 期末自己株式数     18年３月期     153,223株         17年３月期     152,415株 

(4) キャッシュ・フローの状況                     （百万円未満切り捨て）

 
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 1,058 △557 △84 3,335 
17年３月期 698 △1,400 △210 2,920 

２．平成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  売 上 高 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 4,319 329 192 7 50 ─ ─ ─ ─ 
通 期 8,516 663 384 ─ ─ 7 50 15 00 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 68円71銭 

※ 上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本
資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果と
なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につきまして
は、添付資料の７ページを参照してください。 
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（添付資料） 
 

１．企業集団の状況 
当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社(東部ネットワーク株式会社)及び子会社１社によ

り構成されており、貨物自動車運送事業、商品販売事業、不動産賃貸事業、その他事業（自動車整備

部門、損害・生命保険代理店部門）を主な事業内容としております。 

当社グループの事業内容及び当社と関係会社の位置付け等は次のとおりであります。 

① 貨物自動車運送事業 

トラック輸送部門…当社及び子会社の相模新栄運送株式会社が行っております。 

② 商品販売事業（石油類、セメント、自動車等の販売）…当社のみが行っております。 

③ 不動産賃貸事業…当社のみが行っております。 

④ その他事業 

自動車整備部門等…当社のみが行っております。 

 

［事業系統図］ 

以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 
 
 

得 意 先 
 
 
 
 
                 貨物運送        商品販売          不動産         自動車整備 
                 荷役作業                          の賃貸         損害・生命 

保険代理業 
 
 
 
 

 
 
 
 

運送の    運送の       燃料の                自動車整備 
受託      委託         販売他                損害保険代 
                                             代理業 

 
 

 

 
※ 当事業年度において同社株式を5.6％追加取得し、100％子会社といたしました。

（当   社） 
東 部 ネ ッ ト ワ ー ク 株 式 会 社 

①貨物自動車 
運送事業 

②商品販売事業 
③不動産賃貸 

事業 
④その他事業 

(非 連 結 子 会 社 ) 

※ 相 模 新 栄 運 送 株 式 会 社 
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２．経営方針 
 

（１）会社の経営の基本方針 

当社は、「経営資源を最大限に活用し、顧客第一主義に徹し、見た目で解る安全・輸送品質の向上
と環境に配慮し、社会との共生を図る」を経営理念とし、以下を経営の基本方針としております。 

   ① ３ＰＬ事業（物流の一括受注）を推進し、新規事業を取込むことで事業領域の拡大を目指し同
時にリスク分散を図る。 

② 夏型・冬型需要製品の物流活動を組合せる輸送手段により、コストと安定供給の両面から物流
の『最適化提案営業』で全国ネットワーク化を目指す。 

③ 既存荷主との取引の深耕により、取扱地域の拡大と取扱量の増大を図る。 
これらにより、長期安定成長を実現し、ステークホルダーの信頼と期待に応えるため、企業価値の

最大化に努めてまいります。 

 
（２）会社の利益配分に関する基本方針 

当社の営む主要事業である貨物自動車運送事業は、公共性の高い事業であるため、長期にわたり荷

主に安全確実かつ高品質の物流サービスを提供することが最重要であると考えます。利益配分につき
ましては業績等を勘案し、１株につき中間配当金７円50銭、年間配当金15円を基本として、長期的に

安定した配当を継続してまいりたいと考えております。 

内部留保金につきましては、輸送力の更新や事業施設の拡充及び環境問題への対応等に有効投資し、
経営基盤の一層の強化に努め、事業拡大を図る方針であります。 

なお、新会社法施行後の当社の配当方針に関しましては、基準日及び回数の変更は予定しておりま

せんが、今後検討すべき課題と認識しております。 
 

（３）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

当社は、株式の流動性の向上と投資家層の拡大を資本政策上の重要課題として認識しております。
そのため、当社株価の水準等を勘案し、平成17年10月３日より１単元の株式数を1,000株から100 

株へ引下げいたしました。 
株主数は平成18年３月末現在452名となり、平成17年９月末の354名から98名（27.7％）増加してお

ります。今後におきましても、投資単位の引下げについては、投資家の視点にたって適切な対応を行っ

てまいります。 

 
（４）目標とする経営指標 

主要な事業である貨物自動車運送事業は、公共性も高く長期に安定した輸送サービスを提供し、社

会的責任を果たすことが使命であり、当社では経営効率の向上と株主利益及び企業価値を高めること
が重要であると考え、当社は、以下を重要な指標としております。 

売上高総利益率 10.0％以上   株主資本当期純利益率（ＲＯＥ） 3.0％以上 

 
（５）中長期的な会社の経営戦略 

主たる事業である貨物自動車運送事業については､物流の『最適化提案営業』をスローガンとして

既存荷主との取引深耕を推進し、同時に新規荷主の獲得による事業規模の拡大を目指しております。 
従来の各事業所は、特定荷主に特化してきた事業体制を採ってまいりましたが、これをリスク分散

しつつ車両の運行効率を上げるため、更に取扱商品の複合化物流システムの拡大を目指します。 

また、昨年の下期には関西経済圏への進出も果たし、企業物流の幹線ルートを構築することができ
ました。この幹線ルートの有効活用を図るため、ＩＴを導入した総合配車センター室を設置し、各車

両にはデジタルタコグラフを搭載させ、その運行記録から具体的な安全性、経済性が得られる追跡管

理システムを導入することによって効率性を上げるとともに、採算性を意識した事業展開を実施して
まいります。 

商品販売事業につきましては、採算性を重視した取扱商品の絞込みを行い、営業の拡大と利益の追

求を目指します。 
不動産賃貸事業につきましては、現在保有する賃貸物件は100％稼働しております。今後新たな物

件で投資効率を優先させ、賃貸施設の物件確保を計画してまいります。 
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その他事業につきましては、取引先企業との関わりの中で車検整備や一般修理の受注等、加えて損

害保険の取扱受注等の増加を目指します。 
物流業界は、過当競争の中、生き残りをかけた厳しい展開が既に始まっております。当社では、前

述の施策に加えて企業買収（Ｍ＆Ａ）も含めた積極的な事業拡大を図り、初期の目標に向かって邁進

する所存であります。 
 

（６）会社の対処すべき課題 
今後の景況につきましては、内需や外需の基調が底堅く推移しておりますので、景気の拡大は続

くものと思われます。 
当貨物自動車運送業界は、燃料費の高止りや新たに企業経営における適法性、健全性そして環境

問題に対する義務化が強化されております。 
このような状況下、当社におきまして、第 93 期には売上高で過去最高を更新いたしましたが、第

94 期におきましても、引続き積極的な営業展開で更なる成長を目指し、既存荷主との取引深耕と、
新規荷主の獲得を目指し競争力強化を図るため、ＩＴを導入した総合配車センターを設置するととも
に、各車両に車載コンピューターを搭載し、その運行記録から具体的な安全性・経済性が得られるシ
ステムを導入することで、効率性をあげるとともに、採算性を意識した種々の施策を実施してまいり
ます。 

さらに、車両の大型化を推進するとともに仮称 新海老名輸送基地(神奈川県海老名市：約 5,885
㎡)の取得を予定しております。 

しかしながら、前述のごとく難問が山積しておりますので、役職員一丸となって立ち向い、引続き
事業の構造改革に専心しながら経費削減を実施するとともに合理化を図り、社業の発展に全力を尽く
してまいります。 

 
（７）親会社等に関する事項 

該当事項はありません。 

 
（８）内部管理体制の整備・運用状況 

①  内部牽制組織、組織上の業務部門及び管理部門の配置状況、社内規定の整備状況その他内部管理

体制の整備の状況 
当社の内部管理体制は、代表取締役社長の下に安全・輸送品質・環境対策推進本部、営業本部、

管理本部から構成されております。 

安全・輸送品質・環境対策推進本部は、安全及び環境に関して、所長を中心として定期的に会議
を開催し、安全教育及びコンプライアンスの強化を図っております。また、環境保全活動としてＩ

ＳＯ14001 認証取得の準備をしております。 

管理本部は、経営企画室・総務部・経理部から構成されており、内部管理体制を確立するために、
稟議規程、業務に関する諸規定等の社内規定を整備し、社内承認制度の運用、予実管理、各種契約

書類の確認などを通じ、内部管理体制の強化・充実を図っております。また、内部監査は経営企画

室が、業務活動の合理性や効率性、経理処理の適正性等につき監査を実施し、改善提言を行ってお
ります。 

② 内部管理体制の充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況 

内部監査は、監査計画書に基づき社長の特命事項も含め、経営企画室が上半期及び下半期の業務
監査をチェックリストに基づき２回監査を実施しております。 

内部管理体制の整備に関しましては、内部管理体制の充実のため、各種社内規程集の整備・見直

しを行ない、関係法令の改正・内部統制機能の整備に対応して適宜規程の改定を実施いたしました。 
また、ＩＲ活動の改善・強化、コンプライアンスに係る管理の強化を行っております。 

なお、平成 18 年４月１日より、社長直属の内部監査室を設置し、内部監査の監査項目を充実さ

せ、内部監査の強化と質を高める取組みを行っていきます。 
 

（９）その他、会社の経営上の重要な事項 

該当事項はありません。 
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３．経営成績及び財政状態 
 
（１）経営成績 

当期のわが国経済は、企業業績の好調が背景となり、設備投資の増加に加えて、雇用や個人消費
も堅調に推移しており、着実に回復を続けております。 

当貨物自動車運送事業におきましては、原油価格の高止りが長期化し、運行費の上昇が続いてお
りますうえに、参入企業が増加し、企業間競争が激化しております。 

このような状況下、当社は物流の「最適化提案営業」３ＰＬ(物流の一括受注)事業を積極的に推
し進めるとともに、事業の効率化・合理化を追求し、収益基盤の拡大を志向いたしました。 

事業主体である貨物自動車運送事業は、前期に元請として受注した関東・中京圏に既存営業所を
組み入れ、単一品輸送体制から複合輸送体制とした構造改革を行い、直営ネットワークを確立いた
しましたところ、本年に入って、信越・北陸地域から、関東・東北向け輸送も新たに受注いたしま
した。 

さらに関西圏で新規荷主の獲得ができましたので、二箇所の営業拠点と車両等の設備投資を行い、
一段と事業の広域化が加速いたしました。これにより関東・関西の経済圏等に当社が提供する幹線
ルートを新設することができました。 

また、不動産賃貸事業におきましても、厚木物流センター(神奈川県厚木市：約 26,300㎡)が平成
17 年 6 月に稼働し、旧千葉営業所を新規に賃貸物件に供しましたので、安定した収入源がさらに加
わりました。 
以上の結果、売上高は、積極果敢な営業展開をした成果が実り 8,188 百万円(前期比 21.0％増)と

なりましたことから、過去の最高記録を更新することができました。営業利益も、562 百万円(前期
比 23.0％増)、経常利益は 594 百万円(前期比 22.7％増)、当期純利益は 374 百万円(前期比 33.3％増)
となりました。 

 
次に事業別の概況につきましては、以下のとおりであります。 

 

＜貨物自動車運送事業＞ 
バルク輸送部門の石油輸送は、燃料費高騰による買い控えや、環境問題対応による産業構造の

変化も加わり、厳冬にもかかわらず、輸送数量は前年並となり、化成品輸送は若干の伸びに止ま
りました。一方、セメント輸送は商業ビル、住居等の新設需要が増加いたしましたので、輸送力
増強を図りました。このバルク輸送部門は前期比2.1％増となりました。 

次に清涼飲料輸送は、関東・中京圏に加え信越・北陸地域からの基幹輸送を効率的な輸送体制
にし、当社が標榜する高品質輸送を提供するため自社車両による輸送力の増強を図りました。 

また、びん・容器輸送では、関西圏での新規受注に対応して、西宮営業所（兵庫県西宮市：1,155.04
㎡）と播磨営業所の車庫（兵庫県加古郡：9,212.63 ㎡）、倉庫（1,380.16 ㎡）及び車両 46 両を
取得し、開業いたしました。この清涼飲料、びん・容器輸送部門は前期比 29.2％増と大幅に増加
いたしました。 

その他輸送部門は小型車が中心で前期に宅配部門を清算いたしましたので前期比 31.0％減と
なりました。 

この結果、関連業務である荷役作業の収入を含め、当事業の収入は 5,449百万円(前期比14.1％
増)となりました。 

＜商 品 販 売 事 業＞ 
当事業の主要販売品である石油製品は、原油価格が引続き高騰しておりますので販売価格も上

昇し、買い控え等の影響を受け販売量は減少いたしました。セメント販売は、災害復旧や商業ビ
ル、マンション等の大型受注で増収となり、その他販売では、車両販売も好調に推移いたしまし
た。 
この結果、当事業の収入は 1,725百万円（前期比36.4％増）となりました。 

＜不 動 産 賃 貸 事 業＞ 
当社が提供する各種賃貸施設のうち、自社施設については商業賃貸ビルで前上期に大口テナン

トの転出がありましたが、その後相次いで成約し、期中に全フロアーが稼働したことに加えて、
旧千葉営業所も賃貸施設に供しましたので、前期比 6.7％増となりました。また、借上施設につ
きましても一部解約がありましたが厚木物流センターの稼働により、これを吸収し、前期比
310.9％増となりました。 

この結果、当事業の収入は 921百万円(前期比47.7％増)となりました。 
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＜そ の 他 事 業＞ 
自動車整備部門は、ディーゼル車の環境対策装置(ＤＰＦ)等取付が一巡したことと、顧客がＮｏ

ｘ・ＰＭ法対応で新車に入替えをしておりますので、車検、整備が減少し、78百万円(前期比 13.1％
減)となりました。これに、損害保険代理店等の収入も含めた当事業の収入は、92 百万円(前期比
12.7％減)となりました。 

 
当期売上高の構成 

事 業 区 分 売 上 高 構 成 比 
 

貨物自動車運送事業 

商品販売事業 

不動産賃貸事業 

その他事業 

百万円 
5,449 

1,725 

921 

92 

％ 
66.5 

21.1 

11.3 

1.1 

合    計 8,188 100.0 
 

（２）財政状態 

当事業年度のキャッシュ･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。）は前事業年度末に比べ 415

百万円増加し、3,335百万円となりました。 

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 
(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により得られた資金は、1,058 百万円（前期比 51.5％増）となりま

した。主な増加要因は、税引前当期純利益 639百万円、減価償却費 563 百万円、仕入債務の増加額
181 百万円、預り保証金の増加額 209 百万円などであり、主な減少要因は、売上債権の増加額 257

百万円、その他資産の増加額 56百万円、法人税等の支払額 214百万円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支出した資金は、557百万円（前期比 60.2％減）となりまし

た。主な増加要因は、差入保証金の返還による収入 512 百万円、定期預金の払戻による収入 30 百

万円、有形固定資産の売却による収入 11 百万円などであり、主な減少要因は、有形固定資産の取
得による支出 1,078百万円、無形固定資産の取得による支出 28百万円などによるものであります。 
(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支出した資金は、84 百万円（前期比 59.7％減）となりまし
た。これは主に配当金の支払額などであります。 

 

（キャッシュ・フロー指標の推移） 

 平成14年 

   ３月期 

平成15年 

   ３月期 

平成16年 

   ３月期 

平成17年 

   ３月期 

平成18年 

   ３月期 

自己資本比率(％)  76.6  77.6  77.7  78.4 74.2 

時価ベースの自己資本比率(％)  16.2  18.7  25.1  33.8 45.8 

債務償還年数(年)   0.4   0.3   0.3   0.4 0.2 

インタレスト･カバレッジ･レシオ  120.0  165.0  133.3  121.3 193.7 
(注) 自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

株式時価総額：期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後） 

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／利払い 
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（３）事業等のリスク 

   当社の経営成績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性のある事項は、決算短信提出日現在において、
以下のようなものがあります。 

① 取引先との集中度について 

特定の取引先(荷主)に係る集中度につきましては､売上高の10％を超える取引先が２社ありま
す。上位２社との取引関係は良好かつ安定的に推移しておりますが、当業界における環境の変化、

または予期せぬ事象等により契約解消となった場合には、当社の業績に重要な影響を及ぼす可能

性があります。 
  このリスク管理として、各事業所の特定荷主に特化してきた事業体制を複合化物流システムに

切り替え、今後も事業規模の拡大を図って集中度（前事業年度：３社）の緩和に努めてまいりま

す。 
② 天候の変動について 

  特定の取引先には、天候、特に異常気象よる冷夏等が発生した場合に販売量が左右される場合

があります。このような場合、当社のトラック輸送部門においては、輸送量の減少により業績に
影響を及ぼす可能性があります。 

③ 輸送コストの上昇について 

  当社は、貨物自動車運送事業を主体とすることから、事業遂行にあたり燃料の使用が不可欠で
あります。今現在、安定的かつ適正価格で供給を受けており、また、燃料費の上昇を転嫁する取

組みを行っております。しかしながら、世界の石油情勢の変動により大幅に燃料費が高騰し、輸

送コストが上昇し、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
④ 重大な事故の発生について 

  当社は、大型トレーラー及び特殊車両等により種々の製品の輸送業務を行っており、安全と輸

送品質の向上に努め、徹底した運行管理を実施しております。しかしながら、重大な事故が発生
した場合、取引先の信頼及び社会的信用が低下するとともに、営業停止等の行政処分を受ける可

能性があります。これらの事象は、当社の業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。 

⑤ 法的規制について 
 当社の貨物自動車運送事業は、各種の法的規制(貨物自動車運送事業法、貨物利用運送事業法

等)を受けております。今後、規制内容の変更・強化が生じた場合にはコストの増加等により、

当社の事業展開及び業績に影響を及ぼす可能性があります。 
⑥ 不動産賃貸事業について 

 賃貸施設である自社ビル等自社賃貸施設及び借上転貸施設は、現在問題なく稼動しております

が、既存テナントの解約や契約更新がなされない場合、あるいは賃料の減額要請等により、賃料
収入が減少し、当社の業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。 

  当社では全ての賃貸施設の稼働を目指し、継続的な収益の確保に努めてまいります。 
 
（４）次期の見通し 

貨物自動車運送事業につきましては、びん・容器輸送が昨年 11月から関西地区への進出を果たし、

このため収入におきまして純増期待がもてること。加えて、清涼飲料水輸送でも北陸から関東・東北
方面への輸送が本年１月から新規に加わったため、大幅な収入増を見込んでおります。 

一方、不動産賃貸事業につきましては、社有施設の本社テナントビルや千葉施設とも期初から 100％

稼働しており、転貸物件も昨年 6 月から稼働した厚木物流センターもフルに収益面に寄与することか
ら、売上高は全体で 8,516百万円（前期比 4.0％増）を見込んでおります。 

経常利益は、コスト面で燃料費の高騰や減価償却費の負担増等もありますが、貨物自動車運送事業

における自社収入の増加と関西進出に伴う初期投資に係る費用の解消、加えて、不動産賃貸事業の増
収に支えられ全体で 663百万円（同 11.6％増）、当期純利益は 384百万円（同 2.8％増）と増収増益

を見込んでおります。 

 
上記の業績予想には、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき判断した将来に関する

前提・見通し・計画に対する予想が含まれておりますので、経済、事業環境の変動等様々な不確定要

因により、実際の業績はこれらの予想数値と異なる可能性があります。 
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４．個別財務諸表等 
 
(１) 貸借対照表 

  
前事業年度 

（平成17年３月31日現在） 
当事業年度 

（平成18年３月31日現在） 
対前年比 

区分 注記 
番号 

金額(百万円) 構成比 
(％) 

金額(百万円) 構成比 
(％) 

増減 
（百万円）

（資産の部）         

Ⅰ 流動資産         

 1 現金及び預金   3,250   3,635   

 2 受取手形   12   29   

 3 営業未収金   808   1,049   

 4 貯蔵品   20   21   

 5 前払費用   55   81     

 6 繰延税金資産   43   51   

 7 その他   18   18   

 8 貸倒引当金   △2   △3   

 流動資産合計   4,206 26.3  4,884 27.8 677 

Ⅱ 固定資産         

 1 有形固定資産         

 (1) 建物 ※1 4,713   4,790    

 減価償却累計額  2,111 2,601  2,252 2,537   

 (2) 構築物 ※1  630   635    

 減価償却累計額  458 172  482 152   

 (3) 機械装置  263   270    
 減価償却累計額  204 58  212 58   

 (4) 車両運搬具 ※4 3,022   3,572    

 減価償却累計額  2,432 589  2,594 978   

 (5) 工具器具備品  91   96    

 減価償却累計額  78 13  77 19   

 (6) 土地 ※1,5  6,164   6,561   
 (7) 建設仮勘定   －   23   

 有形固定資産合計   9,600 60.0  10,332 58.8 731 

 2 無形固定資産         

 (1) ソフトウェア   20   35   

 (2) その他   10   10   

 無形固定資産合計   31 0.2  46 0.3 14     

 3 投資その他の資産         

 (1) 投資有価証券   1,226   1,852   

 (2) 関係会社株式   19   22   

 
(3) 破産債権･更生 

債権   16   16   

 (4) 長期前払費用   23   17   

 (5) 差入保証金   869   391   

 (6) その他   12   12   

 (7) 貸倒引当金   △16   △16   

 投資その他の資産 
合計 

  2,152 13.5  2,296 13.1 144 

 固定資産合計   11,784 73.7  12,675 72.2 890 

 資産合計   15,991 100.0  17,559 100.0 1,568 
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前事業年度 

（平成17年３月31日現在） 
当事業年度 

（平成18年３月31日現在） 対前年比 

区分 
注記 
番号 金額(百万円) 

構成比 
(％) 金額(百万円) 

構成比 
(％) 

増減 
（百万円）

（負債の部）         

Ⅰ 流動負債         

 1 支払手形   1   21   

 2 営業未払金   482   643   

 3 未払金   76   305   

 4 未払費用   130   157   

 5 未払法人税等   116   159   

 6 未払消費税等   19   23   

 7 前受金   54   86   

 8 預り金   7   9   

 9 賞与引当金   70   78   

 
10 繰延割賦未実現 

利益 
  2   12   

 流動負債合計   961 6.0  1,498 8.5 536 

Ⅱ 固定負債         

 1 預り建設協力金   274   259   

 2 繰延税金負債   1,449   1,716   

 
3 再評価に係る 

繰延税金負債 ※5  －   154   

 4 退職給付引当金   100   21   

 
5 役員退職慰労 

引当金 
  58   65   

 6 長期前受金   56   53   

 7 預り保証金 ※1  549   758   

 固定負債合計   2,489 15.6  3,029 17.3 539 

 負債合計   3,451 21.6  4,527 25.8 1,075 

         

（資本の部）         

Ⅰ 資本金 ※2  553 3.4  553 3.2 － 

Ⅱ 資本剰余金         

 1 資本準備金  527   527    

 2 その他資本剰余金         

 
(1) 自己株式処分 

差益 
 0   0    

 資本剰余金合計   527 3.3  527 3.0 0 

Ⅲ 利益剰余金         

 1 利益準備金  89   89    

 2 任意積立金         

 
(1) 固定資産圧縮 

積立金  1,949   1,931    

 (2) 別途積立金  8,962   9,182    

 3 当期未処分利益  495   567    

 利益剰余金合計   11,496 71.9  11,771 67.0 274 

Ⅳ 土地再評価差額金 ※5  △293 △ 1.8  △447 △2.5 △154 

Ⅴ 
その他有価証券 
評価差額金   355 2.2  727 4.1 372 

Ⅶ 自己株式 ※3  △99 △0.6  △100 △0.6 △0 

 資本合計   12,539 78.4  13,031 74.2 492 

 負債及び資本合計   15,991 100.0  17,559 100.0 1,568 
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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） 

対 前
年 比 

区分 
注記 
番号 金額(百万円) 

百分比 
（％） 金額(百万円) 

百分比 
（％） 

増減 
（百万円） 

Ⅰ 売上高   6,768 100.0  8,188 100.0 1,420 

Ⅱ 売上原価   6,023  89.0  7,316  89.3 1,292 

 
繰延割賦未実現利益 
調整前売上総利益   744 11.0  872 10.7 127 

Ⅲ 割賦売上利益調整   1 0.0  △6 △0.1 △8 

 売上総利益   746 11.0  865 10.6 119 

Ⅳ 販売費及び一般管理費 ※1  288 4.2  302 3.7 14  

 営業利益   457 6.8  562 6.9 105 

Ⅴ 営業外収益         

 1 受取利息及び配当金  16   21    

 2 その他 ※2 16 33 0.5 16 37 0.5 4  

Ⅵ 営業外費用         

 1 預り建設協力金利息  5   5    

 2 その他  0 6 0.1 0 5 0.1 △0 

 経常利益   484 7.2  594 7.3 109 

Ⅶ 特別利益         

 1 固定資産売却益 ※3 8   2    

 2 投資有価証券売却益  0   －    

 
3 規制適合車導入 

補助金  －   0    

 4 貸倒引当金戻入益  1   －    

 
5 退職給付引当金 

戻入益 ※4 －   48    

 6 営業補償金  20   －    

 7 営業所移転補償金  10   －    

 8 その他  1 41 0.6 0 52 0.6 10 

Ⅷ 特別損失         

 1 固定資産売却損 ※5 3   5    

 2 固定資産除却損 ※6 11   0    

 3 固定資産圧縮損  －   0    

 4 特別割増退職金  9   －    

 5 宅配部門事業整理損  5   －    

 6 その他  1 31 0.5 0 7 0.1 △24 

 税引前当期純利益   494 7.3  639 7.8 144 

 
法人税、住民税及び 
事業税  212   257    

 法人税等調整額  1 213 3.2 8 265 3.2 51 

 当期純利益   280 4.1  374 4.6 93 

 前期繰越利益   256   235  △21 

 中間配当額   41   41  △0 

 当期未処分利益   495   567  72 
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(３) キャッシュ･フロー計算書 

  
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) 

 
対前年比 

 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 
増減 

（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

 税引前当期純利益  494 639  

 減価償却費  521 563  

 貸倒引当金の増減額（減少:△）  △1 0  

 賞与引当金の増減額（減少:△）  △3 8  

 退職給付引当金の増減額（減少:△）  △25 △79  

 役員退職慰労引当金の増減額 
（減少:△） 

 △3 7  

 受取利息及び受取配当金  △16 △21  

 預り建設協力金利息  5 5  

 固定資産売却益  △8 △2  

 投資有価証券売却益  △0 －  

 規制適合車導入補助金  － △0  

 固定資産売却損  3 5  

 固定資産除却損  11 0  

 固定資産圧縮損  － 0  

 売上債権の増減額（増加:△）  △63 △257  

 仕入債務の増減額（減少:△）  130 181  

 預り保証金の増減額（減少:△）  － 209  

 未払消費税等の増減額（減少:△）  △14 4  

 その他資産の増減額（増加:△）  25 △56  

 その他負債の増減額（減少:△）  △120 63  

 役員賞与の支払額  △16 △15  

 その他  0 －  

 小計  918 1,256 338 

 利息及び配当金の受取額  16 21  

 補助金の受取額  － 0  

 預り建設協力金利息の支払額  △5 △5  

 法人税等の支払額  △230 △214  

 営業活動によるキャッシュ・フロー  698 1,058 359 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

 定期預金の預入による支出  △300 －  

 定期預金の払戻による収入  － 30  

 有形固定資産の取得による支出  △445 △1,078  

 有形固定資産の売却による収入  43 11  

 無形固定資産の取得による支出  △1 △28  

 投資有価証券の取得による支出  △0 △1  

 投資有価証券の売却による収入  2 －  

 関係会社株式取得による支出  － △3  

 貸付けによる支出  △2 △3  

 貸付金の回収による収入  4 2  

 差入保証金の支出  △700 －  

 差入保証金の返還による収入  － 512  

 投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,400 △557 842 
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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) 

 
対前年比 

 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 
増減 

（百万円） 
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

 自己株式の取得による支出  △97 △0  

 自己株式の売却による収入  0 0  

 配当金の支払額  △113 △83  

 財務活動によるキャッシュ・フロー  △210 △84 125 

Ⅳ
現金及び現金同等物の増減額 

（減少:△） 
 △912 415 1,327 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  3,832 2,920 △912 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※ 2,920 3,335 415 
      
 
(４) 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) 
対前年比 

区分 金額(百万円) 金額(百万円) 増減(百万円) 

Ⅰ 当期未処分利益  495  567 72 

Ⅱ 任意積立金取崩額      

1 固定資産圧縮積立金取崩額 17 17 16 16 △0 

合計  513  584 71 

Ⅲ 利益処分額      

 1 配当金 41  41   

 2 役員賞与 15  18   

   (うち監査役分) (2)  (2)   

 3 任意積立金      

 (1) 別途積立金 220 277 270 330 52 

Ⅳ 次期繰越利益  235  253 18 
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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．有価証券の評価基準及び評価

方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．たな卸資産の評価基準及び評

価方法 

 

３．固定資産の減価償却の方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．引当金の計上基準 

 

(1)子会社株式 

移動平均法による原価法を採用

しております。 

(2)その他の有価証券 

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）を採用してお

ります。 

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。 

貯蔵品 

最終仕入原価法による原価法を

採用しております。 

(1)有形固定資産 

定率法（ただし、平成10年４月１

日以降に取得した建物（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、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

建   物 ６年～50年 

車両運搬具 ２年～６年 

(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）に基づく定額法を採用し

ております。 

(3)長期前払費用 

均等償却を行っております。 

(1)貸倒引当金 

売上債権、貸付金等の貸倒損失に

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。 

(2)賞与引当金 

従業員の賞与の支給に充てるた

め、将来の支給見込額のうち当期の

負担額を計上しております。 

(1)子会社株式 

同左 

 

(2)その他の有価証券 

時価のあるもの  

同左 

 

 

 

 

時価のないもの 

同左 

 

貯蔵品 

同左 

 

(1)有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

(2)無形固定資産 

同左 

 

 

 

 

(3)長期前払費用 

同左 

(1)貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

(2)賞与引当金 

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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．収益及び費用の計上基準 

 

 

 

 

 

６．リース取引の処理方法 

 

 

 

 

７．キャッシュ・フロー計算書に

おける資金の範囲 

 

 

 

 

 

 

８．その他財務諸表作成のため基

本となる重要な事項 

(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

務及び年金資産の見込額に基づき

計上しております。 

(4)役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に充て

るため、内規に基づく期末要支給額

を計上しております。 

割賦販売品の売上高及び売上原

価の計上は、他の販売品と同様引渡

基準によっておりますが、その販売

利益の実現については割賦金の回

収期限の到来の日を以って、計上し

ております。 

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。 

キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金（現金及び現金同等物）は、

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。 

消費税等の処理方法 

消費税及び地方消費税の会計処

理は税抜方式によっております。 

(3)退職給付引当金 

同左 

 

 

 

(4)役員退職慰労引当金 

同左 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

――――――― 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

消費税等の処理方法 

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。これによる損益に与える影響はありません。 
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表示方法の変更 

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） 

――――――― 

 

 

 

 

――――――― 

（損益計算書） 

 前事業年度まで区分掲記しておりました「特別割増退

職金」（当期末残高0百万円）は、当事業年度において、

金額的重要性が乏しくなったため、特別損失の「その他」

に含めております。 

（キャッシュ・フロー計算書） 

前事業年度まで、営業活動によるキャッシュ・フロー

の「その他負債の増減額」に含めて表示しておりました

「預り保証金の増減額」は、金額的重要性が増したため、

当事業年度より区分掲記しております。なお、前事業年

度の「その他負債の増減額」に含まれている「預り保証

金の増減額」は△65百万円であります。 

 

追加情報 

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） 

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」（平成16年２月13日 企業会計基準委員会）が

公表されたことに伴い、当事業年度から同実務対応報

告に基づき、法人事業税の付加価値割及び資本割を販

売費及び一般管理費として処理しております。この結

果、販売費及び一般管理費が9百万円増加し、営業利益、

経常利益及び税引前当期純利益が9百万円減少してお

ります。 

――――――― 
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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日現在） 

当事業年度 

（平成18年３月31日現在） 

※１．担保に供している資産及びこれに対応する債務は

次のとおりであります。 

(イ）担保に供している資産 

建物 71百万円

構築物 7百万円

土地 347百万円

  計 425百万円

(ロ）上記に対応する債務 

預り保証金 188百万円

※２．授権株式数及び発行済株式総数 

授権株式数       普通株式 22,996,000株

発行済株式総数   普通株式 5,749,000株

※３．自己株式 

当社が保有する自己株式の数は、普通株式

152,415株であります。 

※４．       ――――――― 

 

※５．「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、平成13年３月31日公布法律第19号)に

基づき、事業用の土地の再評価を行っております。

なお、再評価差額は、「土地再評価差額金」として

資本の部に計上しております。 

再評価の方法 

「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３号に定

める固定資産税評価額に合理的な調整を行って

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 

土地の再評価に関する法律第10条に定める再

評価を行った事業用の土地の当期末における時

価の合計額が、当該事業用土地の再評価後の帳簿

価額の合計額を下回る金額は1,541百万円であり

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355百万

円であります。 

※１．担保に供している資産及びこれに対応する債務は

次のとおりであります。 

(イ）担保に供している資産 

建物 66百万円

構築物 6百万円

土地 347百万円

  計 420百万円

(ロ）上記に対応する債務 

預り保証金 188百万円

※２．授権株式数及び発行済株式総数 

授権株式数       普通株式 22,996,000株

発行済株式総数   普通株式 5,749,000株

 ※３．自己株式 

当社が保有する自己株式の数は、普通株式

153,223株であります。 

※４．当期において、補助金等の受入れにより、車両運

搬具について０百万円の圧縮記帳を行いました。 

※５．「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、平成13年３月31日公布法律第19号)に

基づき、事業用の土地の再評価を行っております。

なお、税効果会計考慮後の再評価差額は、「土地再

評価差額金」として資本の部に計上しております。 

再評価の方法 

「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３号に定

める固定資産税評価額に合理的な調整を行って

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 

土地の再評価に関する法律第10条に定める再

評価を行った事業用の土地の当期末における時

価の合計額が、当該事業用土地の再評価後の帳簿

価額の合計額を下回る金額は1,681百万円であり

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727百万

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．販売費に属する費用のおおよその割合は4.7％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は95.3％で

あります。 

主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

役員報酬 46百万円 

給与･手当 85 

賞与 11 

賞与引当金繰入額 6 

退職給付費用 2 

役員退職慰労引当金繰入額 6 

役員退職慰労金 2 

法定福利費 18 

厚生福利費 15 

減価償却費 16 

租税公課 15 

諸手数料 25 

その他 37 

※２．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。 

受取事務手数料 4百万円 

※３．固定資産売却益は、車両運搬具８百万円でありま

す。 

※４．       ――――――― 

 

※５．固定資産売却損は、車両運搬具３百万円でありま

す。 

※６．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

建物 0百万円 

構築物 0 

機械装置 0 

工具器具備品 2 

ソフトウェア 7 

 計 11 
 

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は4.3％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は95.7％で

あります。 

主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

役員報酬 49百万円 

給与･手当 83 

賞与 11 

賞与引当金繰入額 6 

退職給付費用 1 

役員退職慰労引当金繰入額 7 

法定福利費 19 

厚生福利費 15 

減価償却費 19 

租税公課 16 

貸倒引当金繰入額 0 

諸手数料 23 

その他 47 

※２．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。 

受取事務手数料 4百万円 

※３．固定資産売却益は、車両運搬具２百万円でありま

す。 

※４．退職給付引当金戻入益48百万円は、年金資産の時

価が上昇したことによるものであります。 

※５．固定資産売却損は、車両運搬具５百万円でありま

す。 

※６．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

建物 0百万円 

構築物 0 

工具器具備品 0 

ソフトウェア 0 

 計 0 
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（キャッシュ・フロー計算書関係）  

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） 

※ 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 3,250百万円 

預入期間が３ヶ月を超える 

定期預金 
△330 

現金及び現金同等物 2,920 
 

 

現金及び預金勘定 3,635百万円 

預入期間が３ヶ月を超える 

定期預金 
△300  

現金及び現金同等物 3,335  
 

  

（リース取引関係）  

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） 

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 

（1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額および期末残高相当額 

 

取得価額 
相当額 

減価償却 
累計額 
相当額 

期末残高 
相当額  

(百万円) (百万円) (百万円) 

工具器具備品 － － － 

合計 － － － 

  

(注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算定しております。 

（2）未経過リース料期末残高相当額 

１年内                       －百万円 

１年超                       －百万円 

 

合計                       －百万円 

 

(注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み法により算

定しております。 

（3）支払リース料及び減価償却費相当額 

 

支払リース料 3百万円 

減価償却費相当額 3百万円 
 
（4）減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 
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（有価証券関係） 

 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 

（百万円） 

貸借対照表計上額 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

貸借対照計上額が取得原価
を超えるもの 

株式 401 996 594 

貸借対照計上額が取得原価
を超えないもの 

株式 － － － 

合計 401 996 594 

 

２．当事業年度中に売却したその他有価証券（自 平成16年４月１日 至 17年３月31日） 

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円） 

2 0 － 

 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 貸借対照表計上額（百万円） 

(1)子会社株式 19 

(2)その他有価証券  

非上場株式 230 

 

 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 
（百万円） 

貸借対照表計上額 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

貸借対照計上額が取得原価

を超えるもの 
株式 403 1,622 1,219 

貸借対照計上額が取得原価
を超えないもの 

株式 － － － 

合計 403 1,622 1,219 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 貸借対照表計上額（百万円） 

(1)子会社株式 22 

(2)その他有価証券  

非上場株式 230 

 

（デリバティブ取引関係） 

前事業年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）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） 

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 
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（退職給付関係） 

 

 
前事業年度 

(平成 17 年３月 31 日現在) 

当事業年度 

(平成 18 年３月 31 日現在) 

１．採用している退職給付制度の 

  概要 

 

 

 

 

 

２．退職給付債務に関する事項 

(1)退職給付債務 

(2)年金資産 

(3)未積立退職給付債務(1)＋(2) 

(4)退職給付引当金 

 

３．退職給付費用に関する事項 

退職給付費用 

(1)勤務費用等 

(2)臨時に支払った割増退職金 

当社は、確定給付型の制度とし

て退職一時金制度と適格退職年金

制度を併用しております。 

なお、当社は退職給付債務の算

定にあたり、簡便法を採用してお

ります。 

 

 

△216 百万円

116  

△100  

△100  

 

 

23 百万円

13  

9   

同左 

 

 

 

 

 

 

 

△190 百万円

169  

△21  

△21  

 

 

4 百万円

4  

0   
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（税効果会計関係）  

前事業年度 

 (平成17年３月31日現在) 

当事業年度 

 (平成18年３月31日現在) 

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 

(百万円) 

繰延税金資産 

貸倒引当金損金算入限度超過額 4 

賞与引当金損金算入限度超過額 28 

退職給付引当金損金算入限度超過額 40 

役員退職慰労引当金損金算入限度超

過額 
23 

未払事業税否認 9 

未払事業所税否認 0 

一括償却資産損金算入限度超過額 0 

投資有価証券評価損否認 22 

土地再評価差額 118 

その他 16 

繰延税金資産小計 262 

評価性引当額 △118 

繰延税金資産計 144 

繰延税金負債 

固定資産圧縮積立金 △1,304 

その他有価証券評価差額金 △239 

その他 △5 

繰延税金負債計 △1,549 

繰延税金資産(負債)の純額 △1,405 

 

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の負担率との間に

重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主

要な項目別の内訳 

（％） 

法定実効税率 40.3 

(調整) 

住民税均等割 2.7 

交際費等永久に損金に算入されない
項目 

0.5 

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 0.3 
税効果会計適用後の法人税等の負担
率 

43.2 
 

 

繰延税金資産 (百万円)

貸倒引当金損金算入限度超過額 4 

賞与引当金損金算入限度超過額 31 

退職給付引当金損金算入限度超過額 8 

役員退職慰労引当金損金算入限度超

過額 
26 

未払事業税否認 12 

未払事業所税否認 0 

一括償却資産損金算入限度超過額 1 

投資有価証券評価損否認 22 

土地再評価差額 967 

その他 18 

繰延税金資産小計 1,094 

評価性引当額 △272 

繰延税金資産計 821 

繰延税金負債 

固定資産圧縮積立金 △1,292 

その他有価証券評価差額金 △491 

土地再評価差額 △849 

その他 △7 

繰延税金負債計 △2,641 

繰延税金資産(負債)の純額 △1,819 

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の負担率との間に

重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主

要な項目別の内訳 

 

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下で

あるため注記を省略しております。 

 

（持分法損益等） 

前事業年度(自 平成16年４年１日 至 平成17年３月31日) 

該当事項はありません。 

当事業年度(自 平成17年４年１日 至 平成18年３月31日) 

該当事項はありません。 
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（関連当事者との取引） 

前事業年度(自 平成16年４年１日 至 平成17年３月31日) 

子会社等 

関係内容 

属性 
会社等 

の名称 
住所 

資本金 

又は 

出資金

(百万円) 

事業の内容

又は職業 

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 

(百万円) 

期末残高

(百万円) 

子会社 
相模新栄

運送㈱ 

神奈川 

県相模 

原市 

10 
貨物自動車 

運送事業 

(所有) 

直接 94.4 
役員１名 

運送の 

委託 

事務業務

の受託 
４ ― 

（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りません。 
2．取引条件及び取引条件の決定方針等 

当社の従業員の平均賃金等を基準として決定しております。 

 

当事業年度(自 平成17年４年１日 至 平成18年３月31日) 

（1）子会社等 

関係内容 

属性 
会社等 

の名称 
住所 

資本金 

又は 

出資金

(百万円) 

事業の内容

又は職業 

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 

(百万円) 

期末残高

(百万円) 

子会社 
相模新栄

運送㈱ 

神奈川 

県相模 

原市 

10 
貨物自動車 

運送事業 

(所有) 

直接 100.0 
役員１名 

運送の 

委託 

事務業務

の受託 
４ ― 

（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りません。 
2．取引条件及び取引条件の決定方針等 

当社の従業員の平均賃金等を基準として決定しております。 
 

（2）役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 氏名 住所 

資本金 

又は 

出資金

(百万円) 

事業の内

容又は職

業 

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 

(百万円) 

期末残高

(百万円) 

役 員 大澤寿恵光 ― ― 

 

当社 

監査役 

 

(被所有) 

直接 0.4 
― ― 

乗用車の

販売 
１ ― 

（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りません。 
2．取引条件及び取引条件の決定方針等 

一般的取引条件と同様に価格を決定しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

－  － 
 

23 

（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 2,237円76銭 １株当たり純資産額 2,325円59銭 

１株当たり当期純利益金額 47円02銭 １株当たり当期純利益金額 63円55銭 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

同左 

 

(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。 

 

 

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） 

当期純利益(百万円) 280 374 

普通株主に帰属しない金額(百万円) 15 18 

(うち利益処分による役員賞与金) (15) (18) 

普通株式に係る当期純利益(百万円) 265 355 

期中平均株式数(千株) 5,639 5,595 

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。
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５．営業実績 
（１）輸送トン数および売上高    

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） 事業区分 

輸送トン数 
（千トン） 売上高（百万円） 

輸送トン数 
（千トン） 売上高（百万円） 

貨物自動車運送事業     

トラック輸送部門     

・石油、化成品、セメント 
輸送 1,398 1,958 1,510 1,999 

・清涼飲料、びん・容器 
輸送 670 2,505 1,032 3,235 

・その他輸送 － 310 － 214 

小計 2,069 4,773 2,542 5,449 

商品販売事業 － 1,264 － 1,725 

不動産賃貸事業 － 624 － 921 

その他事業     

自動車整備部門等 － 105 － 92 

合計 2,069 6,768 2,542 8,188 

(注) 1．貨物利用運送による輸送トン数は上表には含まれておりません。 

     2．売上高には、消費税等は含まれておりません。 
     3．当事業年度より、トラック輸送部門の表示を輸送品目別に変更いたしました。なお、前事業年度につきまし

ても当事業年度と同様の表示に変更しております。 

     4．貨物自動車運送事業のうち、運送委託の実績は次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） 区分 

金額（百万円） 委託比率（％） 金額（百万円） 委託比率（％） 

傭車料 1,616 33.9 1,806 33.1 

(注) 1．委託比率は売上高（貨物自動車運送事業）に対する運送委託費の割合であります。 

     2．主要な運送委託先は、相栄産業株式会社、株式会社丸一貨物等であります。 
     3．傭車料には、消費税等は含まれておりません。 
 

（２）主要顧客別売上高状況   

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） 
相手先 

売上高（百万円） 
総売上高に 
対する割合
（％） 

売上高（百万円） 
総売上高に 
対する割合
（％） 

山村倉庫株式会社 912 13.5 1,431 17.5 

コカ･コーラナショナルビバレッ
ジ株式会社 

336 5.0 1,271 15.5 

株式会社関東トランスポート 763 11.3 748 9.1 

コカ･コーライーストジャパンプ
ロダクツ株式会社 (注)2. 719 10.6 0 0.0 

(注) 1．売上高には、消費税等は含まれておりません。 
     2．当事業年度のコカ･コーライーストジャパンプロダクツ株式会社の売上高減少は、コカ･コーラグループの再

編により、業務をコカ･コーラナショナルビバレッジ株式会社に一元化されたためであります。 
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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（平成18年６月29日付予定） 

  ①新任取締役候補 

    取締役兼執行役員  三澤 秀幸  （現 執行役員経理部長） 

  ②新任監査役候補 

    監査役（非常勤）  内田 晃彦 

  ③退任予定監査役 

    監査役（非常勤）  磯部 康明 

 

（注）新任監査役候補の内田晃彦氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

 


