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平成19年３月期 中間決算短信（連結） 平成18年11月９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11月９日  
米国会計基準採用の有無 無  

 
１．18年９月中間期の連結業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日） 
(1）連結経営成績  （注）記載金額は百万円未満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９月中間期 26,377 15.4 859 44.1 969 41.2 
17年９月中間期 22,856 △4.5 596 △43.3 686 △37.9 

18年３月期 45,827 0.1 659 △46.8 904 △35.5 

 

 中間（当期）純利益 
１株当たり中間 
（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当た 
り中間（当期）純利益 

 百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年９月中間期 430 14.8 40.16 － 
17年９月中間期 375 △34.8 34.99 － 

18年３月期 407 △42.1 34.92 － 
（注）①持分法投資損益 18年９月中間期 35 百万円 17年９月中間期 28 百万円 18年３月期 42 百万円

②期中平均株式数(連結) 18年９月中間期 10,729,924 株 17年９月中間期 10,729,924 株 18年３月期 10,729,924 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、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期（同期）増減率 

 
(2）連結財政状態  （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

 総 資 産 純 資 産 自 己 資 本 比 率 １株当たり純資産 
 百万円 百万円 ％ 円 銭

18年９月中間期 25,909 11,323 43.7 1,055.35 
17年９月中間期 24,004 11,060 46.1 1,030.80 

18年３月期 24,790 11,204 45.2 1,041.12 
（注）期末発行済株式数(連結) 18年９月中間期 10,729,924 株 17年９月中間期 10,729,924 株 18年３月期 10,729,924 株

 
(3）連結キャッシュ・フローの状況  （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

 
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９月中間期 345 △488 87 2,145 
17年９月中間期 423 △856 201 2,070 

18年３月期 1,355 △1,492 34 2,200 

 
(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

連結子会社数 11 社 持分法適用非連結子会社数 － 社 持分法適用関連会社数 １ 社 

 
(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結（新規） － 社 （除外） － 社 持分法（新規） － 社 （除外） － 社 

 
２．19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日） 
 営 業 収 益 経 常 利 益 当 期 純 利 益 
 百万円 百万円 百万円

通 期 51,000 1,100 500 
（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 46 円 60 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。上記予想の前提条件、その他関連する事項については、添付資料の５ページを参照してください。 
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１．企業集団の状況 

 当グループは、当社（名糖運輸株式会社）、子会社11社及び関連会社２社により構成されており、事業は貨物運送事

業、物流センター管理事業及びその他事業を行っております。 

 当グループが営んでいる主な事業内容と、事業の種類別セグメントにおける事業区分は同一であります。 

(1）貨物運送事業 

 顧客の委託を受けて、トラックによる貨物運送を営んでいる事業であり、当社のほか子会社㈱トランスメイト、

ジャパンフーズ物流㈱、マコトトランスポートサービス㈱、㈱ジャステム、㈱エムズライン、㈱エス・トラスト、星

運輸㈱、㈱アイソネットライン、㈱キョーハイ、㈱ケーツーの10社が行っております。 

 なお、当社が受託した貨物運送事業の一部を㈱トランスメイト、ジャパンフーズ物流㈱、マコトトランスポート

サービス㈱、㈱ジャステム、㈱エムズライン、㈱エス・トラスト、星運輸㈱、㈱アイソネットライン、㈱ケーツー

（以上９社、すべて連結子会社）に委託しております。 

(2）物流センター管理事業 

 顧客の委託を受けて、倉庫における入出庫及び保管等の作業を行い、また物流センター内における仕分け、流通加

工及び受注・在庫管理を営んでいる事業であり、当社のほか星運輸㈱を除いた(1)の運送事業に記載の各社が当たって

おります。 

 なお、当社が受託した物流センター管理事業の一部を㈱トランスメイト、ジャパンフーズ物流㈱、マコトトランス

ポートサービス㈱、㈱ジャステム、㈱エムズライン、㈱エス・トラスト、㈱アイソネットライン（以上７社、すべて

連結子会社）に委託しております。 

(3）その他事業 

 当社及び子会社の車両保険に関する業務及び当社の物流センターに関するメンテナンス等を、㈱名商が営んでおり

ます。 

 

［事業系統図］ 

 以上の企業グループについて事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注）１．無印は連結子会社を示しております。 

２．★印は関連会社で持分法適用会社を示しております。 

３．※印は関連会社で持分法非適用会社を示しております。 

㈱ ト ラ ン ス メ イ ト
ジ ャ パ ン フ ー ズ 物 流 ㈱
マコトトランスポートサービス㈱
㈱ ジ ャ ス テ ム
㈱ エ ム ズ ラ イ ン
㈱ エ ス ・ ト ラ ス ト
星 運 輸 ㈱
㈱ ア イ ソ ネ ッ ト ラ イ ン
㈱ キ ョ ー ハ イ
㈱ ケ ー ツ ー

㈱ 名 商

名

糖

運

輸

株

式

会

社 

顧

客

 

運送・物流センター管理

子 会 社

保険業務及び物流センター 
のメンテナンス等 

運送 
物流センター管理 

設備の賃貸 

運送 
物流センター管理 

保険業務 

保険業務 

 

★ 直 販 配 送 ㈱ ※ ㈱名糖蓼科山荘 

関 連 会 社
運 送 

保険業務 

運 送
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２．経営方針 
(1）会社の経営の基本方針 

 当グループは、「高度な温度管理技術を基盤とする物流事業によって社会に貢献します。」を企業理念とし、高品

質な食品物流によって「おいしさ」「新鮮さ」に加え「安心」をお届けし、食生活、食文化の向上に寄与したいと考

えております。 

 このような理念のもと、当グループは、チルド食品物流を主たる業務とし、フローズン温度帯、ドライ温度帯を兼

ね備えた三温度帯の全国物流ネットワークを構築し、顧客のあらゆる物流ニーズに柔軟に対応してまいります。 

同時に、トラック走行中の安全対策や環境対策に積極的に取り組むことで社会に貢献し、経営の管理体制を整備し、

適切に情報開示することで経営の透明性を高め、変化する経営環境や市場において顧客、消費者、投資者から永続的

に支持される企業を目指します。 

 
(2）会社の利益配分に関する基本方針 

①利益配分の基本的な方針 

 当グループは、株主に対する利益還元を経営の重要課題であると位置付けております。「顧客、株主、従業員」

の共生を目標とし、当グループに関係するすべての者が明日への希望と夢を持てる経営を行なうことを理念として

おります。株主の皆様に対しては、安定的かつ継続的に業績の成長に見合った還元を行なってまいります。 

②利益配当等に関する基本的な考え方 

 適正な利益を確保し、財務体質の強化を図るとともに、配当水準の向上に努めていく所存であります。配当金は

１株あたり15円を継続実施したいと考えております。また、今後も単元株（100株）以上の株主に対して株主優待制

度を実施してまいります。 

③内部留保資金の使途等 

 情報インフラ整備及び全国物流ネットワークを拡充し、業容の拡大を図るとともに、昨今の予測できないリスク

に備え財務体質を強化してまいります。 

 
(3）目標とする経営指標 

 当グループは、チルド食品物流業界で確固たる地位を築き、維持していくために、売上高経常利益率４％を確保す

ることを目標としております。また、株主重視の経営という観点から、利益率を高めることによってＲＯＥ（株主資

本当期純利益率）10％を目指してまいります。 

 
(4）中長期的な会社の経営戦略 

 食品物流業界を取り巻く中長期的な経営環境については、Ｍ＆Ａの加速による業界再編の動き、原油価格が下がっ

てきているが軽油等燃料費価格の高止まり、諸環境対策への対応、さらに人手不足の兆候等、従来に増して不確定要

因が多くなっております。 

 こうした状況の中で中期的な経営目標の提示は困難さを増しておりますが、昨年度よりスタートした中期経営計画

では、「利益率の改善と物流品質の向上」を基本方針とし、 終年度である平成19年度の連結営業収益550億円以上、

経常利益20億円を目指しております。 

 中期経営計画の２期目の進捗状況といたしましては、当初からの懸念材料であった燃料費や外注費の上昇に伴うコ

ストアップに加え、新規開設物流センターへの業務集約化の遅れ、新規開始事業の収益力改善の遅れなどから当初目

標数値を下回り推移しております。今後はチルド食品物流において求められる温度管理、食品の日付管理、きめ細か

な商品の個数管理、納品時間の正確さなどに忠実に対応し、基本を徹底することにより品質における信頼を高め、既

存取引先における業容の拡大、利益率の向上につなげたいと考えております。 

 
(5）会社の対処すべき課題 

 食品物流業界におきましては、厳しい価格競争や更なる合理化の進展、環境・安全への投資負担、平成18年６月１

日から施行された「改正道路交通法」によるコスト負担増、燃料価格の高騰など、引き続き厳しい経営環境が続くも

のと思われます。これに加え、気候の不安定化や顧客の営業政策等の変更など予測できないリスクも潜在しておりま

す。当グループは、このような突然の変化にも対応できるよう危機管理を強化し、顧客からの信頼向上に努めてまい

ります。 

 平成18年４月に西日本地区を主力に事業展開する株式会社ムロオと包括的な業務提携を行い、東日本地区に比べ手

薄だった西日本地区の物流体制を強化し、多様な顧客ニーズに応えていくことを目指しております。具体的には物流

拠点の整備拡充を進め、全国ネットの拡充を図るとともに、営業体制を強化し、きめ細かなサービスを提供してまい

ります。 

 また、「安全の確保をすべての業務の基本とする」の理念に基づき、安全教育や運行管理の徹底はもとより、デジ

タル・タコグラフと連動したエコドライブ（急発進、急加速をしない安全運行、またアイドリング・ストップを行う

等）を実施し、ＩＳＯ１４００１の規格要求に沿った地域環境と自然環境の保全に努めてまいります。 

 財務面では、金利が上昇している現状において、どのような方法で資金調達をしていくのが 善の方法なのかを考

慮しながら、今後の設備投資等の資金需要に対応するため、キャッシュ・フローや株主資本の充実を図り健全な財政

状態を維持してまいります。 

 
(6）親会社等に関する事項 

該当事項はありません。 



 

名糖運輸㈱（9047）平成19年３月期中間決算短信（連結） 

－  － 

 

 

4

３．経営成績及び財政状態 
(1）経営成績 

 当中間連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益は好調を維持し、設備投資の増加、雇用情勢の改善など、引

き続き緩やかな回復基調にあります。 

 当グループが主たる市場としております低温食品物流業界におきましては、食品の新鮮さや安全性を確保するため

にチルド輸送化する商品が増加するなど、物量は安定しておりますが、依然として輸送単価の低迷や更なる燃料費の

高騰など厳しい経営環境が続いております。 

 このような状況のもと、当グループは、「日々改善１％」を年度スローガンとし、「売上を１％伸ばす」、「付加

価値を１％上げる」、「経費を１％削減する」こと等により「収益率を１％改善する」ことに取り組んでおります。

更に、西日本地区改善の取り組みとして、協業を推進し、物流体制を強化するとともに、新規業務開拓のために営業

体制を強化しました。また、関東地区改善の取組みとして、首都圏情報センターを新設し、受発注情報、在庫情報、

配送情報などの情報を一元化し、配送ルートを 適化する仕組み作りを行っております。 

 以上の取組みによる収益性の改善に加えて、昨年12月Ｍ＆Ａにより子会社化したマコトトランスポートサービス㈱

の寄与もあり、当中間連結会計期間の営業収益は263億77百万円（前年同期比15.4％増）となり、経常利益は９億69百

万円（同41.2％増）、中間純利益は４億30百万円（同14.8％増）となりました。 

 なお、当中間連結会計期間において固定資産に係る減損損失２億24百万円を計上いたしました。 

 事業の種類別セグメント別の業績は次のとおりであります。 

①貨物運送事業 

 貨物運送事業は、当社のほか、㈱トランスメイト、ジャパンフーズ物流㈱、マコトトランスポートサービス㈱、

㈱ジャステム、㈱エムズライン、㈱エス・トラスト、星運輸㈱、㈱アイソネットライン、㈱キョーハイ、㈱ケー

ツーの各社が行っております。依然として輸送単価の低迷や更なる燃料費の高騰など厳しい経営環境が続いており

ますが、グループ全体で業容の拡大と運行の効率化に努め、当中間連結会計期間の営業収益は223億21百万円（同

19.4％増）、営業利益（配賦不能営業費用控除前）は８億75百万円（同39.3％増）となりました。 

②物流センター管理事業 

 物流センター管理事業は、当社のほか、㈱トランスメイト、ジャパンフーズ物流㈱、マコトトランスポートサー

ビス㈱、㈱ジャステム、㈱エムズライン、㈱エス・トラスト、㈱アイソネットライン、㈱キョーハイ、㈱ケーツー

の各社が行っております。厳しい経営環境の中でグループ全体で業容の拡大とローコスト・オペレーションを推進

してまいりましたが、当中間連結会計期間の営業収益は38億95百万円（同4.2％減）、営業利益（配賦不能営業費用

控除前）は３億82百万円（同9.7％減）となりました。 

③その他事業 

 その他事業は、㈱名商が、当社及び子会社の車両保険に関する業務及び当社の物流センターに関するメンテナン

ス等を行っております。当中間連結会計期間の営業収益は１億60百万円（同78.1％増）、営業利益（配賦不能営業

費用控除前）は31百万円（同48.3％減）となりました。 

 

(2）財政状態 

当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況 

 当中間連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前中間連結会計期

間末に比べ75百万円増加し、当中間連結会計期間末には21億45百万円となりました。 

 当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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） 

 営業活動の結果得られた資金は３億45百万円（前中間連結会計期間は４億23百万円の資金の獲得）となりました。 

 これは主に期末日が金融機関の休業日であったことにより売上債権の増加11億79百万円（前中間連結会計期間は１

億58百万円の増加）の減少要因がありましたが、税金等調整前中間純利益７億30百万円（前中間連結会計期間は６億

61百万円）及び減損損失２億24百万円（前中間連結会計期間は27百万円）を計上したこと、賞与引当金の増加14百万

円（前中間連結会計期間は１億51百万円の減少）、未払消費税等の増加１億65百万円（前中間連結会計期間は26百万

円の減少）、法人税等の支払額２億31百万円（前中間連結会計期間は３億55百万円）等の増加要因があったことによ

るものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動による結果使用した資金は４億88百万円（前中間連結会計期間は８億56百万円の資金の使用）となりまし

た。 

 これは主に有形固定資産の取得による支出４億94百万円（前中間連結会計期間は８億83百万円）等によるものであ

ります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果獲得した資金は87百万円（前中間連結会計期間は２億１百万円の資金の獲得）となりました。 

 これは主に短期借入金及び長期借入金の返済による支出16億52百万円（前中間連結会計期間は20億88百万円）に対

し、短期借入金及び長期借入金の借入による収入が19億円（前中間連結会計期間は24億50百万円）となったこと等に

よるものであります。 
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 なお、当企業集団のキャッシュ・フロー指標のトレンドは、下記のとおりであります。 

平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期
 

中間 期末 中間 期末 中間 

自己資本比率（％） 44.2 45.1 46.1 45.2 43.7 

時価ベースの自己資本比率

（％） 
42.6 44.7 42.5 41.6 37.4 

債務償還年数（年） 3.1 2.8 6.8 4.1 8.5 

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍） 
30.6 34.5 14.7 24.1 9.5 

時価ベースの自己資本比率：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／利払い 

（注）１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

２．株式時価総額は、中間期末（期末）株価終値×中間期末（期末）発行済株式総数（自己株式控除後）によ

り算出しております。 

３．営業キャッシュ・フローは中間連結（連結）キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フ

ローを使用しております。有利子負債は、中間連結（連結）貸借対照表に計上されている負債のうち、利子

を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いについては、中間連結（連結）キャッ

シュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

４．債務償還年数の中間期での計算は、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍しております。 

 

(3）通期の見通し 

 低温食品物流業界におきましては、今後も輸送単価の低迷、燃料費の高止まりなど厳しい経営環境が続くと思われ

ます。 

 このような状況の中、当グループは、「日々改善１％」のスローガンのもと、全営業所において小さな改善を積み

重ね、収益率の１％改善を目指します。また、引き続き西日本地区の物流体制の強化、及び首都圏の配送網の再構築

に取り組みます。 

 通期の業績としては、営業収益510億円、経常利益11億円、当期純利益５億円を見込んでおります。 

 

(4）事業等のリスク 

①天候による業績変動リスクについて 

 当グループは、チルド温度帯の食品輸送が営業収益全体の約８割を占めておりますが、その中でも飲料の占める

割合が非常に高くなっております。特に夏場の天候及び気温により飲料の流通物量が変動し、業績に影響を及ぼす

可能性があります。 

②環境保全への投資リスクについて 

 首都圏での排ガス規制実施に伴い、地方の各自治体も同様の規制の検討、実施段階にきております。当グループ

は約2,000台の車両を保有しており、適応車種以外の車両について、今後、部品の交換や買い替えなどの必要性が生

じ、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

③営業上のリスクについて 

 当グループは、特定の顧客にかかる集中度は低く、営業収益の10％を超える大口取引は１社のみでありますが、

顧客の営業政策や物流体制の見直し等により、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

④外部要因によるリスク 

 当グループは、昨年度年間約21億円（約23百万リットル）の燃料を使用しておりますが、原油価格の高騰等によ

り小売価格が上昇しますと、今後も業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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４．中間連結財務諸表等 
(1）中間連結貸借対照表 

  
前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約貸借対照表 

（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
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金 ※２  2,129,968 2,205,300  2,260,177

２．受取手形及び営業
未収金 

  4,870,852 6,663,800  5,483,184

３．たな卸資産   16,299 21,183  15,779

４．繰延税金資産   269,389 305,820  286,310

５．その他   580,857 564,166  497,428

貸倒引当金   △5,546 △9,704  △22,588

流動資産合計   7,861,819 32.8 9,750,566 37.6  8,520,292 34.4

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※１   

(1）機械装置及び運
搬具 

※2,3 1,593,369 1,577,634 1,592,403 

(2）建物及び構築物 ※2,3 5,106,559 4,855,489 5,116,694 

(3）土地 ※2,3 3,445,409 3,445,409 3,445,409 

(4）その他 ※２ 86,194 10,231,532 321,537 10,200,070 96,962 10,251,470

２．無形固定資産    

(1）連結調整勘定  － － 24,177 

(2）のれん  － 21,632 － 

(3）その他  206,073 206,073 191,513 213,146 189,046 213,223

３．投資その他の資産    

(1）投資有価証券  1,907,125 1,864,644 1,987,579 

(2）敷金・保証金  1,409,046 1,460,993 1,472,317 

(3）繰延税金資産  907,467 1,044,070 872,967 

(4）その他  1,482,587 1,391,943 1,490,579 

貸倒引当金  △1,530 5,704,697 △16,073 5,745,577 △17,470 5,805,973

固定資産合計   16,142,304 67.2 16,158,794 62.4  16,270,668 65.6

資産合計   24,004,123 100.0 25,909,360 100.0  24,790,960 100.0
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前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約貸借対照表 

（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
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．営業未払金   1,470,869 2,098,405  1,984,059

２．短期借入金 ※2,3  1,725,680 1,755,000  1,495,000

３．１年内返済予定長
期借入金 

※2,3  1,521,887 1,381,847  1,495,425

４．未払費用   1,171,316 1,359,028  1,264,516

５．賞与引当金   589,360 670,370  656,270

６．訴訟損失引当金   － 20,000  －

７．その他   914,770 1,440,304  947,985

流動負債合計   7,393,883 30.8 8,724,955 33.7  7,843,256 31.6

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金 ※2,3  2,526,818 2,718,795  2,618,072

２．退職給付引当金   2,727,952 2,862,824  2,831,590

３．役員退職慰労引当
金 

  186,725 167,669  203,675

４．連結調整勘定   14,543 －  －

５．その他   93,811 111,321  90,001

固定負債合計   5,549,850 23.1 5,860,611 22.6  5,743,339 23.2

負債合計   12,943,733 53.9 14,585,567 56.3  13,586,595 54.8

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   2,176,900 9.1 － －  2,176,900 8.8

Ⅱ 資本剰余金   1,868,430 7.8 － －  1,868,430 7.5

Ⅲ 利益剰余金   7,088,052 29.5 － －  7,120,472 28.7

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

  236,517 1.0 － －  348,072 1.4

Ⅴ 自己株式   △309,509 △1.3 － －  △309,509 △1.2

資本合計   11,060,389 46.1 － －  11,204,364 45.2

負債資本合計   24,004,123 100.0 － －  24,790,960 100.0
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前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約貸借対照表 

（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
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金   － － 2,176,900 8.4  － －

２．資本剰余金   － － 1,868,430 7.2  － －

３．利益剰余金   － － 7,357,310 28.4  － －

４．自己株式   － － △309,509 △1.2  － －

株主資本合計   － － 11,093,130 42.8  － －

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．その他有価証券評
価差額金 

  － － 230,662 0.9  － －

評価・換算差額等合
計 

  － － 230,662 0.9  － －

純資産合計   － － 11,323,793 43.7  － －

負債純資産合計   － － 25,909,360 100.0  － －
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(2）中間連結損益計算書 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（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
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 営業収益   22,856,931 100.0 26,377,583 100.0  45,827,256 100.0

Ⅱ 営業原価   21,480,931 94.0 24,711,528 93.7  43,651,233 95.3

営業総利益   1,376,000 6.0 1,666,055 6.3  2,176,023 4.7

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※１  779,577 3.4 806,429 3.0  1,516,811 3.3

営業利益   596,422 2.6 859,625 3.3  659,211 1.4

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  8,550 8,072 17,055 

２．受取配当金  16,746 12,227 20,938 

３．投資有価証券売却
益 

 5,792 1,365 46,801 

４．被害事故損害賠償
金収入 

 11,185 23,456 25,524 

５．連結調整勘定償却
額 

 14,543 － 27,814 

６．持分法による投資
利益 

 28,542 35,349 42,917 

７．その他  47,167 132,528 0.6 63,914 144,386 0.5 141,521 322,572 0.7

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  27,851 33,173 56,399 

２．リース契約中途解
約違約金 

 6,320 － 10,305 

３．その他  8,316 42,487 0.2 1,352 34,526 0.1 10,899 77,603 0.1

経常利益   686,463 3.0 969,485 3.7  904,180 2.0

Ⅵ 特別利益    

１．固定資産売却益 ※２ 6,361 12,327 21,301 

２．過年度固定資産税
還付金 

 － 23,457 － 

３．役員退職慰労引当
金戻入益 

 5,437 187 5,437 

４．貸倒引当金戻入益  776 12,575 0.1 4,387 40,359 0.2 － 26,739 0.0
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前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（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
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅶ 特別損失    

１．固定資産除売却損 ※３ 4,272 9,404 23,408 

２．減損損失 ※４ 27,484 224,415 27,269 

３．ゴルフ会員権評価
損 

 3,155 19,544 475 

４．投資有価証券評価
損 

 － 5,699 － 

５．訴訟損失引当金繰
入額 

 － 20,000 － 

６．割増退職金  2,588 37,500 0.2 － 279,064 1.1 5,683 56,836 0.1

税金等調整前中間
（当期）純利益 

  661,538 2.9 730,780 2.8  874,082 1.9

法人税、住民税及
び事業税 

 273,606 417,394 472,832 

法人税等調整額  12,477 286,084 1.3 △117,580 299,813 1.2 △6,624 466,208 1.0

中間（当期）純利
益 

  375,454 1.6 430,966 1.6  407,874 0.9
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(3）中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書 

中間連結剰余金計算書 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

（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） 

（資本剰余金の部）      

Ⅰ 資本剰余金期首残高   1,868,430  1,868,430 

Ⅱ 資本剰余金中間期末（期末）
残高 

  1,868,430  1,868,430 

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ 利益剰余金期首残高   6,528,261  6,528,261 

Ⅱ 利益剰余金増加高      

１．中間（当期）純利益  375,454  407,874  

２．持分法適用会社の増加に伴
う剰余金増加高 

 386,285 761,739 386,285 794,159 

Ⅲ 利益剰余金減少高      

１．配当金  160,948  160,948  

２．取締役賞与  35,960  35,960  

３．監査役賞与  5,040 201,948 5,040 201,948 

Ⅳ 利益剰余金中間期末（期末）
残高 

  7,088,052  7,120,472 

      
 

中間連結株主資本等変動計算書 

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

株 主 資 本 
評価・換算 
差額等 

 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
株主資本 
合計 

その他有価
証券評価差

額金 

純資産合計

平成18年３月31日残高
（千円） 

2,176,900 1,868,430 7,120,472 △309,509 10,856,292 348,072 11,204,364

中間連結会計期間中の変
動額 

   

剰余金の配当（注）  △160,948 △160,948  △160,948

利益処分による役員賞
与（注） 

 △33,180 △33,180  △33,180

中間純利益  430,966 430,966  430,966

株主資本以外の項目の
中間連結会計期間中の
変動額（純額） 

  △117,409 △117,409

中間連結会計期間中の変
動額合計（千円） 

－ － 236,838 － 236,838 △117,409 119,428

平成18年９月30日残高
（千円） 

2,176,900 1,868,430 7,357,310 △309,509 11,093,130 230,662 11,323,793

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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(4）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（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） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

税金等調整前中間（当
期）純利益 

 661,538 730,780 874,082 

減価償却費  533,316 532,667 1,125,415 

減損損失  27,484 224,415 27,269 

連結調整勘定償却額  △14,543 － △27,814 

のれん償却額  － 2,544 － 

建設協力金償却  26,536 26,536 53,073 

固定資産除売却損  4,272 9,404 23,417 

ゴルフ会員権評価損  3,155 19,544 475 

投資有価証券評価損  － 5,699 － 

投資有価証券売却益  △5,792 △1,365 △46,801 

貸倒引当金の増加額
（△減少額） 

 △9,732 △14,281 17,172 

退職給付引当金の増加
額 

 76,248 31,233 177,368 

役員退職慰労引当金の
増加額（△減少額） 

 531 △36,005 17,481 

賞与引当金の増加額
（△減少額） 

 △151,243 14,100 △98,403 

訴訟損失引当金の増加
額 

 － 20,000 － 

受取利息及び受取配当
金 

 △25,297 △20,299 △37,993 

支払利息  27,851 33,173 56,399 

持分法による投資利益  △28,542 △35,349 △42,917 

有形固定資産売却益  △6,361 △12,327 △21,301 

売上債権の減少額（△
増加額） 

 △158,234 △1,179,540 291,588 

たな卸資産の減少額
（△増加額） 

 60,983 △5,403 62,110 

仕入債務の増加額（△
減少額） 

 117,848 114,345 △223,815 

未払消費税等の増加額
（△減少額） 

 △26,345 165,152 △62,264 

役員賞与の支払額  △41,000 △33,180 △41,000 

割増退職金  2,588 － 5,683 

その他  △286,088 6,317 △104,175 

小計  789,176 598,164 2,025,052 

利息及び配当金の受取
額 

 20,345 15,693 27,185 

利息の支払額  △28,724 △36,387 △56,359 

割増退職金の支払額  △2,588 － △5,683 

法人税等の支払額  △355,055 △231,483 △634,251 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

 423,152 345,987 1,355,943 
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前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（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） 金額（千円） 

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 

 △29,312 △29,318 △59,312 

定期預金の払戻による
収入 

 29,306 29,312 59,306 

投資有価証券の取得に
よる支出 

 △25,699 △72,484 △299,656 

投資有価証券の売却に
よる収入 

 44,925 35,094 473,826 

有形固定資産の取得に
よる支出 

 △883,451 △494,225 △1,304,205 

有形固定資産の売却に
よる収入 

 35,739 50,953 73,458 

無形固定資産の取得に
よる支出 

 △27,031 △18,790 △31,918 

無形固定資産の売却に
よる収入 

 1,574 － 1,574 

長期前払費用の支出額  △3,865 △6,375 △64,520 

連結子会社株式取得に
よる支出 

※２ － － 350,976 

貸付けによる支出  △48,152 △27,386 △65,373 

貸付金の回収による収
入 

 53,988 38,835 78,308 

その他の投資の取得支
出 

 △24,687 △15,797 △75,329 

その他の投資の返戻収
入 

 20,090 21,670 72,257 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △856,574 △488,511 △1,492,562 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

短期借入れによる収入  1,300,000 1,100,000 2,200,000 

短期借入金の返済によ
る支出 

 △1,277,320 △840,000 △2,408,000 

長期借入れによる収入  1,150,000 800,000 2,050,000 

長期借入金の返済によ
る支出 

 △811,163 △812,855 △1,646,371 

配当金の支払額  △160,491 △159,503 △161,197 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

 201,025 87,641 34,431 

Ⅳ 現金及び現金同等物の減
少額 

 △232,396 △54,882 △102,187 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期
首残高 

 2,303,052 2,200,864 2,303,052 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中
間期末（期末）残高 

※１ 2,070,655 2,145,981 2,200,864 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事

項 

 子会社はすべて連結しており

ます。（10社） 

主要な連結子会社名 

㈱アイソネットライン 

㈱トランスメイト 

ジャパンフーズ物流㈱ 

㈱キョーハイ 

 子会社はすべて連結しており

ます。（11社） 

主要な連結子会社名 

㈱トランスメイト 

ジャパンフーズ物流㈱ 

マコトトランスポートサー

ビス㈱ 

 子会社はすべて連結しており

ます。 

 連結子会社11社の会社名は

「１．企業集団の状況」に記載

しております。 

 マコトトランスポートサービ

ス㈱は、平成17年12月１日に当

社が同社の株式を100％取得した

ことにより、当連結会計年度か

ら連結の範囲に含めておりま

す。 

(1）持分法適用の関連会社数 

１社 

(1）持分法適用の関連会社数 

１社 

(1）持分法適用の関連会社数 

１社 

２．持分法の適用に関する

事項 

直販配送㈱ 

 なお、直販配送㈱について

は、重要性が増したため、当

中間連結会計期間より持分法

適用の関連会社に含めており

ます。 

直販配送㈱  直販配送㈱については、重

要性が増したため、当連結会

計年度より持分法適用の関連

会社に含めております。 

 (2）持分法を適用していない関

連会社（㈱エルシーシー、㈱

名糖蓼科山荘）は、中間純損

益（持分に見合う額）及び利

益剰余金（持分に見合う額）

等からみて、持分法の対象か

ら除いても中間連結財務諸表

に及ぼす影響が軽微であり、

かつ、全体としても重要性が

ないため持分法の適用範囲か

ら除外しております。 

(2）持分法を適用していない関

連会社（㈱名糖蓼科山荘）

は、中間純損益（持分に見合

う額）及び利益剰余金（持分

に見合う額）等からみて、持

分法の対象から除いても中間

連結財務諸表に及ぼす影響が

軽微であり、かつ、全体とし

ても重要性がないため持分法

の適用範囲から除外しており

ます。 

(2）持分法を適用していない関

連会社（㈱エルシーシー、㈱

名糖蓼科山荘）は、当期純損

益（持分に見合う額）及び利

益剰余金（持分に見合う額）

等からみて、持分法の対象か

ら除いても連結財務諸表に及

ぼす影響が軽微であり、か

つ、全体としても重要性がな

いため持分法の適用範囲から

除外しております。 

 (3）持分法適用会社の中間決算

日は、中間連結決算日と一致

しております。 

(3）     同左 (3）持分法適用会社の決算日

は、連結決算日と一致してお

ります。 

３．連結子会社の中間決算

日（決算日）等に関する

事項 

 連結子会社のうち㈱ケーツー

の中間決算日は、平成17年３月

31日であります。中間連結財務

諸表の作成にあたっては、正規

の決算に準ずる手続きによって

作成した中間連結決算日現在の

中間財務諸表を使用しておりま

す。 

 すべての連結子会社の中間決

算日は、中間連結決算日と一致

しております。 

 すべての連結子会社の決算日

は、連結決算日と一致しており

ます。 

 なお、連結子会社のうち㈱

ケーツーは、決算日を９月30日

から３月31日に変更しておりま

す。 

４．会計処理基準に関する

事項 

(1）重要な資産の評価基準及び

評価方法 

(1）重要な資産の評価基準及び

評価方法 

(1）重要な資産の評価基準及び

評価方法 

 イ．有価証券 イ．有価証券 イ．有価証券 

 その他有価証券 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 時価のあるもの 

 中間決算日の市場価格

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） 

中間決算日の市場価格

等に基づく時価法（評

価差額は全部純資産直

入法により処理し、売

却原価は移動平均法に

より算定） 

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） 

 時価のないもの 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 同左 

 ロ．たな卸資産 ロ．たな卸資産 ロ．たな卸資産 

  親会社は移動平均法によ

る原価法、連結子会社は主

として 終仕入原価法によ

り評価しております。 

同左 同左 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

 (2）重要な減価償却資産の減価

償却の方法 

(2）重要な減価償却資産の減価

償却の方法 

(2）重要な減価償却資産の減価

償却の方法 

 イ．有形固定資産 イ．有形固定資産 イ．有形固定資産 

  主として定率法（但し、

平成10年４月１日以降に取

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。 

機械装置及び運搬具 

３～20年

建物及び構築物 

３～50年

同左 同左 

 ロ．無形固定資産 ロ．無形固定資産 ロ．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 同左 

 ハ．長期前払費用 ハ．長期前払費用 ハ．長期前払費用 

  定額法を採用しておりま

す。 

同左 同左 

 (3）重要な引当金の計上基準 (3）重要な引当金の計上基準 (3）重要な引当金の計上基準 

 イ．貸倒引当金 イ．貸倒引当金 イ．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 同左 

 ロ．賞与引当金 ロ．賞与引当金 ロ．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 同左 

 ハ．訴訟損失引当金 ハ．訴訟損失引当金 ハ．訴訟損失引当金 

 ──────  訴訟に対する損失に備え

るため、損失見込額を計上

しております。 

────── 

 ニ．退職給付引当金 ニ．退職給付引当金 ニ．退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度末

における退職給付債務の見

込額に基づき、当中間連結

会計期間末に発生している

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

連結会計年度の発生時にお

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

翌連結会計年度から費用処

理することとしておりま

す。 

同左  従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度末

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

連結会計年度の発生時にお

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

翌連結会計年度から費用処

理することとしておりま

す。 

 ホ．役員退職慰労引当金 ホ．役員退職慰労引当金 ホ．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

基づく中間期末要支給額を

計上しております。 

同左  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。 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

 (4）重要なリース取引の処理方

法 

(4）重要なリース取引の処理方

法 

(4）重要な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 同左 

 (5）その他の中間連結財務諸表

作成のための重要な事項 

(5）その他の中間連結財務諸表

作成のための重要な事項 

(5）その他の連結財務諸表作成

のための重要な事項 

 イ．消費税等の会計処理 イ．消費税等の会計処理 イ．消費税等の会計処理 

  税抜方式によっておりま

す。 

同左 同左 

５．中間連結キャッシュ・

フ ロ ー 計 算 書 （ 連 結

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 同左 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（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） 

当中間連結会計期間より、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、税金等調整前中間純利益に

与える影響はありません。 

────── （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当連結会計年度より、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、税金等調整前当期純利益に

与える影響はありません。 

 なお、減損損失累計額については、

改正後の連結財務諸表規則に基づき各

資産の金額から直接控除しておりま

す。 

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準） 

 当中間連結会計期間より、「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第５号 平成17

年12月９日）及び「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準等の適

用指針」（企業会計基準適用指針第８

号 平成17年12月９日）を適用してお

ります。 

 これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は11,323,793千円であります。

 なお、当中間連結会計期間における

中間連結貸借対照表の純資産の部につ

いては、中間連結財務諸表規則の改正

に伴い、改正後の中間連結財務諸表規

則により作成しております。 

────── 

 

表示方法の変更 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

────── （中間連結貸借対照表） 

 前中間連結会計期間において、「連結調整勘定」として

掲記されていたものは、当中間連結会計期間から「のれ

ん」と表示しております。 

────── （中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

 前中間連結会計期間において、「連結調整勘定償却額」

として掲記されていたものは、当中間連結会計期間から

「のれん償却額」と表示しております。 
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注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成18年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額

9,963,828千円 10,269,800千円 10,278,979千円

※２．担保提供資産 ※２．担保提供資産 ※２．担保提供資産 

（担保に供している資産） （担保に供している資産） （担保に供している資産） 
  

現金及び預金 30,000千円

機械装置及び運
搬具 

39,470 

建物及び構築物 908,287 

土地 654,083 

その他 3,265 

計 1,635,106 
  

  
機械装置及び運
搬具 

32,742千円

建物及び構築物 854,461 

土地 654,083 

その他 3,294 

計 1,544,581 
  

  
現金及び預金 30,000千円

機械装置及び運
搬具 

31,176 

建物及び構築物 856,955 

土地 654,083 

その他 2,707 

計 1,574,922 
  

（上記に対応する債務） （上記に対応する債務） （上記に対応する債務） 
  

短期借入金 879,440千円

長期借入金（１
年内返済予定長
期借入金を含
む） 

1,356,761 

  

  
短期借入金 629,267千円

長期借入金（１
年内返済予定長
期借入金を含
む） 

1,500,078 

  

  
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） 

1,514,594 

  
※３．上記のうち財団担保提供資産 ※３．上記のうち財団担保提供資産 ※３．上記のうち財団担保提供資産 

（担保に供している資産） （担保に供している資産） （担保に供している資産） 
  

機械装置及び運
搬具 

3,336千円

建物及び構築物 179,089 

土地 256,800 

計 439,226 
  

  
機械装置及び運
搬具 

2,229千円

建物及び構築物 174,566 

土地 256,800 

計 433,595 
  

  
機械装置及び運
搬具 

2,400千円

建物及び構築物 176,807 

土地 256,800 

計 436,008 
  

（上記に対応する債務） （上記に対応する債務） （上記に対応する債務） 
  

短期借入金 879,440千円

長期借入金（１
年内返済予定長
期借入金を含
む） 

920,560 

  

  
短期借入金 629,267千円

長期借入金（１
年内返済予定長
期借入金を含
む） 

1,170,733 

  

  
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 

  
４．   ────── ４．   ────── ４．偶発債務 

  (1）係争事件 

   当社の連結子会社星運輸㈱の

元アルバイト従業員が自己所有

の普通乗用車で出勤途中、自動

二輪車に衝突、転倒させて障害

を負わせた交通事故に関し、使

用者責任又は運行供用者責任を

適用して逸失利益等の損害賠償

の支払を求め提訴されたもので

あります。 

 同社は、訴訟代理人を立て全

面的に争ってまいりましたが、

平成18年４月７日に横浜地方裁

判所の第一審判決では原告の勝

訴となり74,522千円の支払命令

がでましたが、判決理由を不服

として、控訴し、現在係争中で

あります。 

 なお、この訴訟の結果を現時

点で予測することはできませ

ん。 
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（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１．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。 

※１．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。 

※１．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 119,740千円

役員退職慰労引当
金繰入額 

18,406 

従業員給料手当 214,044 

賞与引当金繰入額 26,896 

退職給付費用 15,620 

減価償却費 29,428 
  

  
役員報酬 113,979千円

役員退職慰労引当
金繰入額 

19,157 

従業員給料手当 228,830 

賞与引当金繰入額 37,674 

退職給付費用 11,810 

減価償却費 24,736 

のれん償却額 2,544 
  

  
役員報酬 238,763千円

役員退職慰労引当
金繰入額 

35,356 

従業員給料手当 424,900 

賞与引当金繰入額 35,043 

退職給付費用 32,133 

減価償却費 57,607 

貸倒引当金繰入額 26,128 
  

※２．固定資産売却益の主なものは次
のとおりであります。 

※２．固定資産売却益の主なものは次
のとおりであります。 

※２．固定資産売却益の主なものは次
のとおりであります。 

  
機械装置及び運搬
具 

6,361千円

  

  
機械装置及び運搬
具 

12,327千円

  

  
機械装置及び運搬
具 

21,301千円

  
※３．固定資産除売却損の主なものは

次のとおりであります。 
※３．固定資産除売却損の主なものは

次のとおりであります。 
※３．固定資産除売却損の主なものは

次のとおりであります。 
  

（売却損）  

機械装置及び運搬
具 

4,272千円

  

  
（売却損）  

機械装置及び運搬
具 

4,182千円

（除却損）  

機械装置及び運搬
具 

1,758千円

建物及び構築物 3,142 
  

  
（売却損）  

機械装置及び運搬
具 

12,075千円

（除却損）  

機械装置及び運搬
具 

6,784千円

建物及び構築物 4,233 
  

※４．減損損失 ※４．減損損失 ※４．減損損失 

 当中間連結会計期間において、
当グループ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。 

 当中間連結会計期間において、
当グループ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。 

 当連結会計年度において、当グ
ループ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 

建物及び
構築物、
その他 

10,939 

千葉県習志
野市 

物流セ
ンター 

その他 4,504 

東京都あき
る野市 

店舗 
建物及び
構築物、
その他 

6,950 

和歌山県西
牟婁郡白浜
町 

福利厚
生施設 

建物及び
構築物、
土地 

5,089 

  

  

場所 用途 種類 
減損損失
（千円）

大阪府摂津
市 

物流セ
ンター

建物及び
構築物、
その他 

224,415

  

  

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 

建物及び
構築物他

10,939

千葉県習志
野市 

物流セ
ンター 

その他
（設計費
用等） 

4,289

東京都あき
る野市 

店舗 
建物及び
構築物、
その他 

6,950

和歌山県西
牟婁郡白浜
町 

福利厚
生施設 

建物及び
構築物、
土地 

5,089

  
 当グループは、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、
当期首において売却や営業所の閉
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。 

 当グループは、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、
当中間連結会計期間において営業
所の閉鎖に関する意思決定がされ
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。 

 当グループは、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、
当期首において売却や営業所の閉
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。 
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前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 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、当期首において売却の決

定されていた福利厚生施設及び閉

鎖の決定されていた営業所の資産

等について27,484千円の減損損失

を計上しております。その内訳

は、機械装置及び運搬具1,823千

円、建物及び構築物19,189千円、

土地1,922千円、その他4,549千円

であります。 

 なお、売却の決定されていた資

産については、正味売却価額によ

り測定しており、閉鎖の決定され

ていた資産等については、ゼロ円

まで減損処理しております。 

 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、当中間連結会計期間にお

いて閉鎖の決定された営業所の資

産等についてゼロ円まで減損処理

し、224,415千円の減損損失を計

上しております。その内訳は、機

械装置及び運搬具35,004千円、建

物及び構築物145,559千円、その

他43,851千円であります。 

 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、当期首において売却の決

定されていた福利厚生施設及び閉

鎖の決定されていた営業所の資産

等について27,269千円の減損損失

を計上しております。その内訳

は、機械装置及び運搬具1,823千

円、建物及び構築物19,189千円、

土地1,922千円、その他4,334千円

であります。 

 なお、売却の決定されていた資

産については、正味売却価額によ

り測定しており、閉鎖の決定され

ていた資産等については、ゼロ円

まで減損処理しております。 

 

（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前連結会計年度末株
式数（株） 

当中間連結会計期間
増加株式数（株） 

当中間連結会計期間
減少株式数（株） 

当中間連結会計期間
末株式数（株） 

発行済株式     

普通株式 11,000,000 － － 11,000,000 

合計 11,000,000 － － 11,000,000 

自己株式     

普通株式 270,076 － － 270,076 

合計 270,076 － － 270,076 

 

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり 
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 
定時株主総会 

普通株式 160,948 15 平成18年３月31日 平成18年６月30日 
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１．現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲記

されている科目金額との関係 

※１．現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲記

されている科目金額との関係 

※１．現金及び現金同等物の期末残高

と連結貸借対照表に掲記されてい

る科目金額との関係 

（平成17年９月30日現在） （平成18年９月30日現在） （平成18年３月31日現在）
  

現金及び預金勘定 2,129,968千円

預入期間が３か月
を超える定期預金 

△59,312 

現金及び現金同等
物 

2,070,655 

  

  
現金及び預金勘定 2,205,300千円

預入期間が３か月
を超える定期預金

△59,318 

現金及び現金同等
物 

2,145,981 

  

  
現金及び預金勘定 2,260,177千円

預入期間が３か月
を超える定期預金 

△59,312 

現金及び現金同等
物 

2,200,864 

  
※２． ※２． ※２．株式の取得により新たに連結子

会社となった会社の資産及び負債

の主な内訳 

 株式の取得によりマコトトラン

スポートサービス㈱を新たに連結

したことに伴う連結開始時の資産

及び負債の内訳並びに同社株式の

取得価額と同社取得のための支出

（純額）との関係は次のとおりで

あります。 

    
流動資産 1,466,849千円

固定資産 190,190 

連結調整勘定 25,449 

流動負債 △1,003,631 

固定負債 △2,519 

マコトトランス
ポートサービス㈱
株式の取得価額 

676,340 

同社現金及び現金
同等物 

△325,363 

差引：同社株式取
得のための
支出 

350,976 
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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 

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表計

上額（千円） 
差額（千円） 

(1）株式 568,004 947,340 379,335 

(2）債券    

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3）その他 43,041 62,263 19,222 

合計 611,045 1,009,604 398,558 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

(1）その他有価証券  

非上場株式 448,343 

 

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表計

上額（千円） 
差額（千円） 

(1）株式 671,795 1,040,252 368,457 

(2）債券    

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3）その他 78,571 98,741 20,169 

合計 750,366 1,138,993 388,627 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

(1）その他有価証券  

非上場株式 231,643 

社債 10,000 
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前連結会計年度末（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 

 取得原価（千円） 
連結貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円） 

(1）株式 667,692 1,211,005 543,313 

(2）債券    

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3）その他 58,418 87,983 29,565 

合計 726,110 1,298,989 572,878 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 連結貸借対照表計上額（千円） 

(1）その他有価証券  

非上場株式 209,343 

社債 10,000 

 

③ デリバティブ取引 

 前中間連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年４月１

日 至平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

 当グループは、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。 

 

④ セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

前中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

 
貨物運送事
業（千円）

物流セン
ター管理事
業（千円）

その他事業
（千円） 

計（千円） 
消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

営業収益   

(1）外部顧客に対する営業収益 18,701,319 4,065,317 90,294 22,856,931 － 22,856,931

(2）セグメント間の内部営業収益
又は振替高 

225,397 94,272 668,799 988,468 (988,468) －

計 18,926,716 4,159,589 759,094 23,845,400 (988,468) 22,856,931

営業費用 18,298,523 3,735,938 698,519 22,732,981 (472,472) 22,260,509

営業利益 628,193 423,650 60,574 1,112,418 (515,996) 596,422
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当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 
貨物運送事
業（千円）

物流セン
ター管理事
業（千円）

その他事業
（千円） 

計（千円） 
消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

営業収益   

(1）外部顧客に対する営業収益 22,321,460 3,895,336 160,786 26,377,583 － 26,377,583

(2）セグメント間の内部営業収益
又は振替高 

288,523 56,633 125,107 470,265 (470,265) －

計 22,609,984 3,951,969 285,894 26,847,848 (470,265) 26,377,583

営業費用 21,734,918 3,569,377 254,598 25,558,894 (40,936) 25,517,957

営業利益 875,066 382,592 31,295 1,288,954 (429,328) 859,625

 

前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 
貨物運送事
業（千円）

物流セン
ター管理事
業（千円）

その他事業
（千円） 

計（千円） 
消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

営業収益   

(1）外部顧客に対する営業収益 37,858,608 7,830,760 137,888 45,827,256 － 45,827,256

(2）セグメント間の内部営業収益
又は振替高 

420,258 115,503 858,000 1,393,762 (1,393,762) －

計 38,278,867 7,946,264 995,888 47,221,019 (1,393,762) 45,827,256

営業費用 37,630,247 7,064,227 927,343 45,621,819 (453,773) 45,168,045

営業利益 648,619 882,036 68,544 1,599,200 (939,988) 659,211

 （注）１．事業区分は、当グループにおける事業別営業収益区分によっております。 

２．各事業の主な内容 

(1）貨物運送事業…………………貨物自動車運送事業、貨物運送取扱事業 

(2）物流センター管理事業………商品仕分け・流通加工等 

(3）その他事業……………………損害保険代理業等 

３．前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度における営業費用のうち、消去又は全社の項

目に含めた配賦不能営業費用の金額はそれぞれ505,378千円、502,545千円及び955,065千円であり、その主な

ものは、連結財務諸表提出会社の総務・人事・経理・財務部門等の管理部門に係る費用であります。 

 

ｂ．所在地別セグメント情報 

 前中間連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年４月１

日 至平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日）において、本邦以

外の国又は地域に所在する連結子会社がないため該当事項はありません。 

 

ｃ．海外売上高 

 前中間連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年４月１

日 至平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日）において、海外売

上高がないため該当事項はありません。 



 

名糖運輸㈱（9047）平成19年３月期中間決算短信（連結） 

－  － 

 

 

25

（１株当たり情報） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（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 １株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

1,030円80銭 1,055円35銭 1,041円12銭

１株当たり中間純利益金額 １株当たり中間純利益金額 １株当たり当期純利益金額 

34円99銭 40円16銭 34円92銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり中

間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。 

同左  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株当たり中間（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。 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（千円） 375,454 430,966 407,874 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 33,180 

（うち利益処分による取締役賞与金） (－) (－) (29,290) 

（うち利益処分による監査役賞与金） (－) (－) (3,890) 

普通株式に係る中間（当期）純利益
（千円） 

375,454 430,966 374,694 

期中平均株式数（株） 10,729,924 10,729,924 10,729,924 
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（重要な後発事象） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（マコトトランスポートサービス株式

会社の株式取得について） 

 当社は、平成17年11月10日開催の取

締役会において、丸大食品株式会社の

子会社であるマコトトランスポート

サービス株式会社の株式を取得し、当

社の子会社とすることを決議いたしま

した。 

１．株式取得の理由 

 丸大食品株式会社は、グループ事

業再編の一環として、事業の選択と

集中を進める観点から、子会社であ

るマコトトランスポートサービス株

式会社の譲渡を検討されておりまし

た。他方、当社は、物流サービス事

業に集中し業容を拡大するため、企

業買収や業務提携等を検討しており

ました。この点が丸大食品株式会社

のニーズと合致し、今回の株式取得

に至りました。 

２．株式の取得先 

丸大食品株式会社 

３．買収する会社の概要 

(1）商号 

マコトトランスポートサービス

株式会社 

(2）代表者 

代表取締役社長 五井和美 

(3）所在地 

大阪府高槻市緑町21番３号 

(4）主な事業 

物流サービス業（貨物自動車運

送業） 

(5）売上高及び当期純利益（平成17

年３月期） 

売上高 6,873百万円

当期純利益 47百万円

(6）資産、負債、資本の状況（平成

17年３月期） 

資産合計 1,389百万円

負債合計 775百万円

資本合計 613百万円

４．株式取得の時期 

平成17年12月１日（予定） 

５．取得する株式の数及び取得後の持

分比率 

取得株式数 100株

取得後の持分比率 100.00％
 

 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 

 


