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平成19年３月期 個別中間財務諸表の概要 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  配当支払開始日 平成 年 月 日 
単元株制度の有無 有（１単元 100株）    
 
１．18年９月中間期の業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日） 
(1）経営成績  （注）表示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 21,890 2.3 532 76.4 659 90.4 
17年９月中間期 21,394 △2.5 301 △28.4 346 △26.3 

18年３月期 41,454 △1.8 365 △19.1 496 △18.4 

 

 中間（当期）純利益 
１株当たり中間 
（当期）純利益 

 

 百万円 ％ 円 銭  

18年９月中間期 252 44.1 23.51  
17年９月中間期 175 △20.2 16.31  

18年３月期 227 △21.5 18.08  
（注）①期中平均株式数 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

②会計処理の方法の変更 無  

③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）財政状態  （注）表示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 21,734 8,894 40.9 828.95 
17年９月中間期 20,774 8,789 42.3 819.20 

18年３月期 20,945 8,940 42.7 830.12 
（注）①期末発行済株式数 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

②期末自己株式数 18年９月中間期 270,076 株 17年９月中間期 270,076 株 18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） 
 営 業 収 益 経 常 利 益 当 期 純 利 益 
 百万円 百万円 百万円

通 期 42,000 750 300 
（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 27 円 96 銭  

 
３．配当状況 

・現金配当 １株当たり配当金 

 中 間 期 末 年 間 
 円 銭 円 銭 円 銭

18年３月期 － 15.00 15.00 

19年３月期（実績） － － 

19年３月期（予想） － 15.00 
15.00 

 

（注）19年３月期中間期末配当金の内訳 記念配当 － 円 － 銭、 特別配当 － 円 － 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．個別中間財務諸表等 
(1）中間貸借対照表 

  
前中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
前事業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  817,722 49,500 515,682 

２．営業未収金  4,477,866 5,471,016 4,338,523 

３．たな卸資産  7,080 11,353 8,235 

４．繰延税金資産  151,136 194,440 170,767 

５．その他  554,616 623,030 521,550 

貸倒引当金  △411 △148 △12,548 

流動資産合計   6,008,011 28.9 6,349,193 29.2  5,542,210 26.5

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※１   

(1）車両運搬具 ※2,3 1,002,277 974,303 939,057 

(2）建物 ※2,3 4,221,248 4,013,935 4,225,404 

(3）土地 ※2,3 3,220,099 3,220,099 3,220,099 

(4）その他  858,373 1,055,413 818,875 

有形固定資産合計  9,301,998 9,263,752 9,203,436 

２．無形固定資産  184,391 173,514 169,349 

３．投資その他の資産    

(1）投資有価証券  1,417,951 1,339,006 1,468,716 

(2）敷金・保証金  1,349,596 1,373,856 1,386,536 

(3）繰延税金資産  830,771 987,807 823,770 

(4）その他  1,683,262 2,249,519 2,354,827 

貸倒引当金  △1,807 △1,882 △3,284 

投資その他の資産
合計 

 5,279,774 5,948,307 6,030,565 

固定資産合計   14,766,164 71.1 15,385,574 70.8  15,403,351 73.5

資産合計   20,774,176 100.0 21,734,768 100.0  20,945,562 100.0
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前中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
前事業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  2,411,542 2,518,390 2,413,697 

２．短期借入金 ※2,3 1,660,680 1,705,000 1,445,000 

３．１年内返済予定長
期借入金 

※2,3 1,461,732 1,350,732 1,450,672 

４．未払法人税等  169,406 324,344 173,912 

５．未払費用  570,423 628,684 581,916 

６．賞与引当金  317,204 382,266 357,435 

７．その他 ※４ 409,701 574,879 399,807 

流動負債合計   7,000,689 33.7 7,484,297 34.4  6,822,440 32.6

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金 ※2,3 2,399,118 2,621,810 2,507,952 

２．退職給付引当金  2,306,568 2,463,500 2,384,389 

３．役員退職慰労引当
金 

 186,125 161,308 202,475 

４．その他  91,771 109,281 87,961 

固定負債合計   4,983,583 24.0 5,355,900 24.7  5,182,778 24.7

負債合計   11,984,273 57.7 12,840,197 59.1  12,005,219 57.3

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   2,176,900 10.5 － －  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 9.0 － －  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  3,741,000 － 3,741,000 

３．中間（当期）未処
分利益 

 533,856 － 585,990 

利益剰余金合計   4,819,081 23.2 － －  4,871,215 23.3

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

  235,001 1.1 － －  333,307 1.6

Ⅴ 自己株式   △309,509 △1.5 － －  △309,509 △1.5

資本合計   8,789,902 42.3 － －  8,940,343 42.7

負債資本合計   20,774,176 100.0 － －  20,945,562 100.0
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前中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
前事業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 10.0  － －

２．資本剰余金    

(1）資本準備金  － 1,868,430 － 

資本剰余金合計   － － 1,868,430 8.6  － －

３．利益剰余金    

(1）利益準備金  － 544,225 － 

(2）その他利益剰余
金 

   

別途積立金  － 3,741,000 － 

繰越利益剰余金  － 644,125 － 

利益剰余金合計   － － 4,929,350 22.7  － －

４．自己株式   － － △309,509 △1.4  － －

株主資本合計   － － 8,665,170 39.9  － －

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．その他有価証券評
価差額金 

  － － 229,400 1.0  － －

評価・換算差額等合
計 

  － － 229,400 1.0  － －

純資産合計   － － 8,894,571 40.9  － －

負債純資産合計   － － 21,734,768 100.0  － －

    



 

名糖運輸㈱（9047）平成19年３月期個別中間財務諸表の概要 

－  － 

 

 

31

(2）中間損益計算書 

  
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（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   21,394,452 100.0 21,890,975 100.0  41,454,238 100.0

Ⅱ 営業原価   20,505,891 95.8 20,777,791 94.9  39,979,612 96.4

営業総利益   888,561 4.2 1,113,183 5.1  1,474,625 3.6

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

  587,037 2.8 581,161 2.7  1,108,651 2.7

営業利益   301,524 1.4 532,021 2.4  365,973 0.9

Ⅳ 営業外収益 ※１  73,988 0.3 163,464 0.8  191,957 0.5

Ⅴ 営業外費用 ※２  28,916 0.1 35,739 0.2  61,233 0.2

経常利益   346,596 1.6 659,747 3.0  496,698 1.2

Ⅵ 特別利益   8,160 0.0 34,647 0.2  15,268 0.0

Ⅶ 特別損失 ※３  25,784 0.1 257,958 1.2  43,734 0.1

税引前中間（当
期）純利益 

  328,971 1.5 436,435 2.0  468,232 1.1

法人税、住民税及
び事業税 

 162,723 300,524 330,075 

法人税等調整額  △8,769 153,953 0.7 △116,352 184,172 0.8 △88,995 241,080 0.6

中間（当期）純利
益 

  175,017 0.8 252,263 1.2  227,152 0.5

前期繰越利益   358,838 －  358,838

中間（当期）未処
分利益 

  533,856 －  585,990

    



 

名糖運輸㈱（9047）平成19年３月期個別中間財務諸表の概要 

－  － 

 

 

32

(3）中間株主資本等変動計算書 

当中間会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

株 主 資 本 

資本剰余金 利 益 剰 余 金 

その他利益剰余金  
資本金 

資本準備金 利益準備金
別途積立金

繰越利益 
剰余金 

利益剰余金
合計 

平成18年３月31日残高（千円） 2,176,900 1,868,430 544,225 3,741,000 585,990 4,871,215

中間会計期間中の変動額   

剰余金の配当（注）  △160,948 △160,948

利益処分による役員賞与
（注） 

 △33,180 △33,180

中間純利益  252,263 252,263

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額） 

  

中間会計期間中の変動額合計
（千円） 

－ － － － 58,134 58,134

平成18年９月30日残高（千円） 2,176,900 1,868,430 544,225 3,741,000 644,125 4,929,350

 

株 主 資 本 
評価・換算
差額等 

 

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） △309,509 8,607,036 333,307 8,940,343 

中間会計期間中の変動額  

剰余金の配当（注） △160,948 △160,948 

利益処分による役員賞与
（注） 

△33,180 △33,180 

中間純利益 252,263 252,263 

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額） 

△103,906 △103,906 

中間会計期間中の変動額合計
（千円） 

－ 58,134 △103,906 △45,772 

平成18年９月30日残高（千円） △309,509 8,665,170 229,400 8,894,571 

（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。 



 

名糖運輸㈱（9047）平成19年３月期個別中間財務諸表の概要 

－  － 

 

 

33

中間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） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

(1）有価証券 (1）有価証券 (1）有価証券 １．資産の評価基準及び評

価方法 子会社株式及び関連会社株式 子会社株式及び関連会社株式 子会社株式及び関連会社株式 

  移動平均法による原価法 同左 同左 

 その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

 時価あるもの 時価あるもの 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 

 (2）たな卸資産 (2）たな卸資産 (2）たな卸資産 

 貯蔵品 貯蔵品 貯蔵品 

  移動平均法による原価法 同左 同左 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 (1）有形固定資産 ２．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。 

車両運搬具 ３～６年

建物 ３～50年
  

同左 同左 

 (2）無形固定資産 (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 同左 

 (3）長期前払費用 (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 同左 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (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 

 (2）賞与引当金 (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 同左 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（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 (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、当中間会計期間末に発生

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。 

同左  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 (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。 

４．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．その他中間財務諸表

（財務諸表）作成のため

の基本となる重要な事項 

(1）消費税等の会計処理 

 税抜方式によっておりま

す。 

(1）消費税等の会計処理 

同左 

(1）消費税等の会計処理 

同左 
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中間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） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（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） 

 当中間会計期間より、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、税引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。 

 なお、減損損失累計額については、

改正後の財務諸表等規則に基づき各資

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8,894,571千円であります。 

 なお、当中間会計期間における中間

貸借対照表の純資産の部については、

中間財務諸表等規則の改正により、改

正後の中間財務諸表等規則により作成

しております。 

────── 

 

表示方法の変更 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

────── （中間損益計算書） 

 前中間会計期間まで営業収益に含めて表示していた「受

取事務代行手数料」は、当中間会計期間より営業外収益の

「受取業務指導料」に含めて表示することに変更いたしま

した。 

 なお、前中間会計期間及び当中間会計期間における「受

取事務代行手数料」の金額は、それぞれ18,000千円であり

ます。 
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注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度末 
（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

8,972,051千円 9,006,773千円 8,992,748千円

※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） 
  

車両運搬具 3,336千円

建物 452,038 

土地 654,083 

計 1,109,457 
  

  
車両運搬具 2,229千円

建物 428,438 

土地 654,083 

計 1,084,750 
  

  
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） （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） 

1,211,740 

  

  
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） 

1,382,833 

  

  
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 

  
※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） 
  

車両運搬具 3,336千円

建物 179,089 

土地 256,800 

計 439,226 
  

  
車両運搬具 2,229千円

建物 174,566 

土地 256,800 

計 433,595 
  

  
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） （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．消費税等の取扱い ※４．消費税等の取扱い ※４． 

 仮払消費税等及び仮受消費税等

は相殺のうえ、流動負債の「その

他」に含めて表示しております。 

同左  

 ５．偶発債務  ５．偶発債務  ５．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。 

 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 3,959千円

㈱トランスメイト 2,629 
  

  
㈱アイソネットライン 4,523千円

㈱トランスメイト 6,780 
  

  
㈱アイソネットライン 3,003千円

㈱トランスメイト 6,364 
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（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１．営業外収益主要項目 ※１．営業外収益主要項目 ※１．営業外収益主要項目 
  

受取利息 10,675千円

受取配当金 20,870 

受取業務指導料 13,800 
  

  
受取利息 9,694千円

受取配当金 34,293 

受取業務指導料 66,600 
  

  
受取利息 20,391千円

受取配当金 24,890 

投資有価証券売
却益 

46,801 

受取業務指導料 27,600 
  

※２．営業外費用主要項目 ※２．営業外費用主要項目 ※２．営業外費用主要項目 
  

支払利息 27,795千円
  

  
支払利息 34,622千円

  

  
支払利息 58,222千円

  
※３．減損損失 ※３．減損損失 ※３．減損損失 

 当中間会計期間において、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。 

 当中間会計期間において、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。 

 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、そ
の他 

10,939 

千葉県習志
野市 

物流セ
ンター 

その他
（設計費
用等） 

5,000 

  

  

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、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、そ
の他 

10,939

千葉県習志
野市 

物流セ
ンター 

その他
（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

7,189千円、その他8,750千円であ

ります。 

 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、当中

間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。 

 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、建物

137,145千円、その他87,270千円

であります。 

 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、その他6,868千円であ

ります。 

 ４．減価償却実施額  ４．減価償却実施額  ４．減価償却実施額 
  

有形固定資産 385,670千円

無形固定資産 16,877 
  

  
有形固定資産 387,801千円

無形固定資産 14,505 
  

  
有形固定資産 833,164千円

無形固定資産 32,574 
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（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前事業年度末株式数
（株） 

当中間会計期間増加
株式数（株） 

当中間会計期間減少
株式数（株） 

当中間会計期間末株
式数（株） 

普通株式 270,076 － － 270,076 

合計 270,076 － － 270,076 

 

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 

 前中間会計期間末、当中間会計期間末及び前事業年度末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。 

 

（１株当たり情報） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（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 １株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

819円20銭 828円95銭 830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 

16円31銭 23円51銭 18円08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）

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（千円） 175,017 252,263 227,152 

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） 

175,017 252,263 193,972 

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） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（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。 

 なお、詳細については、中間連結財

務諸表における「重要な後発事象」に

記載のとおりであります。 

 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 

 


