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（財）財務会計基準機構会員 

平成１９年３月期     中間決算短信（非連結）          平成18年11月13日 

上 場会 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 
( Ｕ Ｒ Ｌ http://www.tohbu.co.jp/ )  
代    表    者 役 職 名 代表取締役社長  

 氏   名 芦 原 一 義  
問合せ先責任者 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11月13日 配当支払開始日 平成18年12月12日 
単元株制度採用の有無 有（１単元  100株）  

１．平成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 （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９月中間期 4,752（  25.8） 266（△19.9） 286（△18.4） 
17年９月中間期 3,777（  12.3） 332（  48.6） 351（  45.7） 

18年３月期 8,188           562           594           
 

 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 177（△13.1） 31   77 ───── 
17年９月中間期 204（  44.9） 36   54 ───── 
18年３月期 374           63   55 ───── 

(注) ①持分法投資損益 18年９月中間期  ──百万円 17年９月中間期  ──百万円 18年３月期  ──百万円 
②期中平均株式数 18年９月中間期 5,595,757株 17年９月中間期 5,596,134株 18年３月期 5,595,948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、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 

(2）財政状態                                  （百万円未満切り捨て） 

 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 17,310 13,045 75.4 2,331   24 
17年９月中間期 16,729 12,856 76.8 2,297   51 
18年３月期 17,559 13,031 74.2 2,325   59 
(注) ①期末発行済株式数 18年９月中間期 5,595,757株 17年９月中間期 5,595,717株 18年３月期 5,595,777株 
     ②期末自己株式数    18年９月中間期   153,243株  17年９月中間期   153,283株  18年３月期   153,223株 

(3）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９月中間期 486 △579 △41 3,201 
17年９月中間期 696 △188 △42 3,385 
18年３月期 1,058 △557 △84 3,335 

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） 

 売 上 高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 
通  期 9,036 601 371 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 66円 32銭 

３．配当状況 

・現金配当 １株当たり配当金（円） 

 中間期末 期末 年間 

18年３月期 7.50 7.50 15.00 
19年３月期 (実績) 7.50 ── 
19年３月期 (予想) ── 7.50 

15.00 

※ 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６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   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、顧客第一主義に徹するとともに、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こと」を経営理念とし、その具現化に向けて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、新規事業を取り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 既存荷主との取引深耕により、取扱地域の拡大と取扱量の増大を図る。 

以上の経営方針により、長期に安定した輸送サービスを提供し社会に貢献するとともに、ステークホル

ダーの信頼と期待に応えるため、企業価値、株主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 

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要政策の一つとしており、安定的かつ適正な利益配分に取り

組んでいくことを基本方針としております。この方針のもとに、株主配当につきましては、１株につき年間15.00

円（中間配当7.50円、期末配当7.50円）を維持しながら、加えて財政状態や経営環境等を総合的に勘案して決定

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。 

 

（３）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

投資単位の引下げは、株式の流動性の向上と投資家層の拡大に有効な施策であり、また、安定株主確保の観点

からも重要課題として認識しております。 

当社は、既に平成17年10月３日より１単元の株式数を1,000株から100株へ引下げを実施し、ジャスダック証券

取引所の定める「投資単位50万円未満」という適正基準に達しております。また、これにより株主数は、平成18

年９月末現在459名となり、平成17年９月末の354名から105名（29.7％）増加しております。 

今後も投資単位の引下げに関しましては、株価、株主数及び市況等を勘案した上で、柔軟かつ機動的に実施し

てまいります。 

 

（４）目標とする経営指標 

当社は、適正な利益の確保と継続的な拡大により、企業価値を高めることが重要であると考え、以下を重要な

経営指標としております。 

売上高総利益率 10.0％以上   自己資本当期純利益率（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、『成長と選

択』を指針に掲げ、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推し進めて

おります。従来の各営業所は、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、全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、取扱商品の絞込みとともに車両販売に力点を置き、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。 

その他事業につきましては、積極的営業活動を強化推進し、車検整備や一般修理の受注及び損害保険の取扱件

数の増加を目指します。 
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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 

当貨物自動車運送業界を取り巻く事業環境は、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、依然不透明な状況下で推移しております。 

このような経営環境の中、当社におきましては、積極的な営業展開が奏功し、前事業年度に続き当中間会計期

間においても売上高は株式上場後最高を記録いたしました。 

今後も更に新規営業開発並びに既存荷主との取引深耕について努力してまいります。また、収益向上はもとよ

り内部統制システムの整備、コーポレート・ガバナンスの充実等経営基盤の確立を図るとともに、環境負荷の軽

減問題につきましても当期中にＩＳＯ14001：2004（国際標準化機構）の認証取得を目指してまいります。 

全役職員一丸となって引続き事業の構造改革に専心し、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 

当該事項につきましては、別途公表しております有価証券上場規程第８条の３及び適時開示規則第10条第３項

に規定するコーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整

備状況」に記載しております。 
 

（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 

当中間会計期間におけるわが国経済は、民需主体の設備投資と個人消費の回復で、安定成長が見込まれる一

方で、天候不順や原油価格の高騰で、原材料費が上昇し、緩やかな物価上昇傾向にあります。 

当貨物自動車運送業界におきましては、荷主企業の合理化の加速とそれに伴う物流業者の選別に加え、燃料

費の高騰が継続しておりますので、厳しい事業環境下にあります。 

このような状況下、当社は『成長と選択』を指針とした営業展開を推進してまいりました。 

まず全国ネットワーク網を強化するため、各地に所在する石油輸送営業所に一般貨物輸送を加えた複合輸送

体制に切り替えてその拠点とし、本社にＩＴ化した総合配車センターを立ち上げ、受・発注業務を一元化し、

荷主との物流の情報交換を円滑に行えるシステムといたしました。 

さらに長年にわたり培われた危険物輸送のノウハウを、一般貨物輸送の分野に応用し、夏型・冬型の季節需

要期に即した繁閑差対応と輸送品質強化を行い、同業他社との差別化を積極的に推し進めた提案を行ってまい

りましたところ、荷主の高い評価を得ると同時に、来春からの新規大型元請受注にも成功いたしました。 

一方で、不採算事業につきましても整理・転換を進めております。また、昨年 11 月に関西経済圏で、２拠点

を設け進出した事業につきましても、東西交流の促進、大型化、自家給油所の設置等々努力した結果、徐々に

貢献できる体制となってまいりました。 

加えて、新規受注により営業拡大した現海老名営業所が狭隘化いたしましたので、仮称 新海老名輸送基地

（神奈川県海老名市：5,885 ㎡）の用地を取得し、今期中の竣工を目指し着工いたしました。 

以上の結果、当中間会計期間の売上高は、株式上場後（平成 11 年 11 月）最高の売上げを記録し、前年同期

比 975 百万円（25.8％増）の増収で 4,752 百万円となり、４事業部門のすべての事業で増収となりました。営

業利益は、新規事業による設備投資と環境対応投資に係る諸費用等の増加により、266 百万円（前年同期比

19.9％減）となり、経常利益は、286 百万円（前年同期比 18.4％減）となりました。特別利益 23 百万円を計上

し、中間純利益は、177 百万円（前年同期比 13.1％減）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、引き続き燃料費の高騰による買い控えや、産業用燃料も転換への兆しが見え

始めました事に加えて、セメント輸送につきましても、官公需の減少を民需が下支えする状況になりましたので、

共に輸送量が減少し減収となりました。一方で化成品輸送につきましては、原材料の輸入が増加しておりますの

で、輸送量が増加し増収となりました。 

次に清涼飲料、びん・容器輸送のうち、清涼飲料輸送は従前からの関東圏の輸送に加え、前下期から元請け

として東海、北陸、信越地域の輸送範囲を拡大し、びん容器輸送は関西圏に新規荷主を獲得できましたので、

共に輸送力を増強し大幅な増収となりました。 

その他輸送部門は、小型車が中心で、一部の荷主から合理化要請があり減収となりました。 

このような結果、関連業務の荷役作業も含め当事業の売上高は 3,058 百万円（前年同期比 14.6％増）となり

ました。 

＜商 品 販 売 事 業＞ 

当事業の主力販売品である石油製品は、新規の大口販売先の獲得に加えて製品単価の上昇により売上高の増

加となり、セメント販売につきましても大口契約が整い増収となり、車両販売等もＮＯⅹ・ＰＭ法の影響で買い

替え需要を取り込めましたので好調に推移いたしました。 

この結果、当事業の売上高は 1,139 百万円（前年同期比 79.5％増）となりました。 

＜不 動 産 賃 貸 事 業＞ 

当社の提供する各種賃貸施設のうち、自社施設は各施設ともフル稼働に加えて、旧千葉施設も通期稼働した

ことにより前年同期比 3.0％増となり、借上施設につきましても、新たに加わりました厚木物流センターが当上

半期通期稼働いたしましたので前年同期比 42.4％増となりました。 

この結果、当事業の売上高は 497 百万円(前年同期比 16.1％増)となりました。 

＜そ の 他 事 業＞ 

自動車整備部門は、低公害車の切替えによって受注減が予想されましたので積極的営業活動の結果新規受注

先が増加し、同時期に行った損害保険等のキャンペーン活動によっての成果もあり、当事業の売上高は 56 百万

円(前年同期比 26.5％増)となりました。 
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（２）財政状態 

当中間会計期間のキャッシュ・フローの状況 

当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前事業年度末に比べ134百

万円減少し、3,201百万円となりました。 

当中間会計期間中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） 

当中間会計期間において営業活動の結果得られた資金は、486百万円（前年同期比30.1％減）となりました。主

な増加要因は、税引前中間純利益308百万円、減価償却費308百万円、仕入債務の増加額40百万円、未払消費税等の

増加額32百万円などであり、主な減少要因は、売上債権の増加額50百万円、法人税等の支払額155百万円などによ

るものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間会計期間において投資活動の結果支出した資金は、579百万円（前年同期比207.3％増）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578百万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） 

当中間会計期間において財務活動の結果支出した資金は、41百万円（前年同期比2.0％減）となりました。これ

は主に配当金の支払額などによるものであります。 

 

当社のキャッシュ・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（％） 78.1 78.4 76.8 74.2 75.4 

時価ベースの自己資本比率（％） 23.5 33.8 44.5 45.8 32.6 

債務償還年数（年） 0.4 0.4 0.2 0.2  0.2 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 108.6 121.3 251.5 193.7 185.8 

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 

※中間期の債務償還年数は、年間ベースとするため、営業キャッシュ・フローを２倍して算出しております。 

 

（３）通期の見通し 

下半期の経済情勢につきましては、民需が引き続き堅調に推移しておりますが、米国経済の減速懸念から外需

に不透明感が出てまいりました。 

当貨物自動車運送業界におきましては、燃料費の高止まりに加えて、環境負荷を低減させる物流体系の資源循

環型社会への貢献が求められております。 

このような状況下、当社清涼飲料輸送部門の荷主による物流業者の再編が平成 19 年 1 月から実施されること

になり、当社は懸命な受注活動と体制強化によって輸送量・輸送地域が大幅に増加拡大する契約更新ができまし

たので、この事業に戦略的投資を実施し、万全な体制作りを行います。加えて燃料費の節減対策や運行管理全般

にわたる強化策としてデジタルタコグラフを全車両に取り付けるとともに、ＩＳＯ14001:2004 の認証取得を目指

しております。 

しかしながら前述の記載のとおり、大型新規受注等による初期投資や環境に配慮し、社会との共生する施策で

の投資も重なり、収支悪化要素も顕在化しておりますので、経費面につきましても節減に努めてまいります。今

後も３ＰＬ事業（物流の一括受注）の推進と既存荷主との取引深耕により事業の成長を加速してまいります。 

通期の業績の見通しにつきましては、売上高を 8,516 百万円、経常利益を 663 百万円、当期純利益 384 百万円

（平成 18 年 5 月 25 日開示）として計画しておりましたが、売上高を 9,036 百万円（前年同期比 10.4％増）に、

前述記載のとおり新規設備投資等が加わりますので経常利益は 601 百万円（前年同期比 1.1％増）、当期純利益

は 371 百万円（前年同期比 0.8％減）にそれぞれ修正しております。 
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（４）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、中間決算短信提出日現在において、以下

のような事項が想定されます。 

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、

集中度の緩和に努めてまいります。 

② 天候の変動について 

当社が輸送している商品には、天候によって出荷量が左右されるものがあります。特に異常気象よる冷夏

または暖冬等が発生した場合は、各輸送部門において、輸送数量の減少につながるため、当社の業績に影響

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た場合は、輸送コストが上昇し、当

社の業績に重要な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、全て問題なく 100％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があった場合、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維持し、継続的な収益の確保に努めてまいります。 
⑦ 貸倒れリスク（信用リスク）について 

売上債権、貸付債権等の貸倒損失に備えるため、適正に貸倒引当金を計上しておりますが、取引先の信用

悪化等により貸倒損失が発生することや、貸倒引当金の追加引当によって業績に影響を及ぼす可能性があり

ます。 

当社では不良債権の発生抑止のため、取引先毎に与信管理を徹底するとともに債権回収会議を毎月開催し、

リスク管理に努めております。 
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４．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 日現在) 
当中間会計期間末 

(平成 18 年９月 30 日現在) 
対前中 
間期比 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成 18 年３月 31 日現在) 

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) 金額(百万円) 

構成比 
（％） 

（資産の部）            

Ⅰ 流動資産            

 １ 現金及び預金  3,685   3,501    3,635   

 ２ 受取手形  5   35    29   

 ３ 営業未収金  857   1,093    1,049   

 ４ たな卸資産  19   22    21   

 ５ 繰延税金資産  45   56    51   

 ６ その他  113   100    100   

 貸倒引当金  △2   △3    △3   

 流動資産合計   4,724 28.2  4,805 27.8 80  4,884 27.8 

Ⅱ 固定資産            

 １ 有形固定資産            

 （1）建物 ※1,2 2,533   2,471    2,537   

 （2）車両運搬具 ※1 600   799    978   

 （3）土地 ※2 6,164   6,802    6,561   

 （4）その他 ※1,2 229   269    254   

 計  9,528   10,343   814 10,332   

 ２ 無形固定資産  40   41   1 46   

 
３ 投資その他の 
  資産 

           

 （1）投資有価証券  1,513   1,679    1,852   

 （2）差入保証金  867   391    391   

 （3）その他  71   66    68   

 貸倒引当金  △16   △16    △16   

 計  2,436   2,120   △315 2,296   

 固定資産合計   12,004 71.8  12,505 72.2 500  12,675 72.2 

 資産合計   16,729 100.0  17,310 100.0 580  17,559 100.0 
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前中間会計期間末 

(平成 17 年９月 30 日現在) 
当中間会計期間末 

(平成 18 年９月 30 日現在) 
対前中
間期比 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成 18 年３月 31 日現在) 

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) 金額(百万円) 

構成比 
（％） 

（負債の部）            

Ⅰ 流動負債            

 １ 支払手形  1   28    21   

 ２ 営業未払金  577   677    643   

 ３ 未払法人税等  154   146    159   

 ４ 未払消費税等 ※3 29   56    23   

 ５ 賞与引当金  69   83    78   

 ６ 役員賞与引当金  －   9    －   

 ７ その他  256   316    570   

 流動負債合計   1,090 6.5  1,317 7.6 227  1,498 8.5 

Ⅱ 固定負債            

 １ 預り建設協力金  267   252    259   

 ２ 繰延税金負債  1,563   1,639    1,716   

 
３ 再評価に係る繰

延税金負債 
 －   154    154   

 ４ 退職給付引当金  83   17    21   

 
５ 役員退職慰労 

引当金 
 62   69    65   

 ６ 長期前受金  55   51    53   

 ７ 預り保証金 ※2 751   762    758   

  固定負債合計   2,783 16.7  2,947 17.0 164  3,029 17.3 

 負債合計   3,873 23.2  4,265 24.6 391  4,527 25.8 
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前中間会計期間末 

(平成 17 年９月 30 日現在) 
当中間会計期間末 

(平成 18 年９月 30 日現在) 
対前中
間期比 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成 18 年３月 31 日現在) 

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) 

金額(百万円) 
構成比 
（％） 

（資本の部）            

Ⅰ 資本金   553 3.3  － － △553  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  0   －    0   

 資本剰余金合計   527 3.2  － － △527  527 3.0 

Ⅲ 利益剰余金            

 １ 利益準備金  89   －    89   

 ２ 任意積立金  11,114   －    11,114   

 
３ 中間（当期） 

未処分利益  440   －    567   

 利益剰余金合計   11,643 69.6  － － △11,643  11,771 67.0 

Ⅳ 土地再評価差額金   △293 △1.8  － － 293  △447 △2.5 
Ⅴ 
 

その他有価証券評 
価差額金   525 3.1  － － △525  727 4.1 

Ⅵ 自己株式   △100 △0.6  － － 100  △100 △0.6 

 資本合計   12,856 76.8  － － △12,856  13,031 74.2 

 負債資本合計   16,729 100.0  － － △16,729  17,559 100.0 

            

（純資産の部）            

Ⅰ 株主資本            

 １ 資本金   － －  553 3.2 553  － － 

 ２ 資本剰余金            

 (1) 資本準備金  －   527    －   

 
(2) その他資本 

剰余金  －   0    －   

 資本剰余金合計   － －  527 3.0 527  － － 

 ３ 利益剰余金            

 (1) 利益準備金  －   89    －   

 
(2) その他利益 

剰余金            

 
固定資産圧縮
積立金  －   1,907    －   

 別途積立金  －   9,452    －   

 
繰越利益剰余
金 

 －   439    －   

 利益剰余金合計   － －  11,888 68.7 11,888  － － 

 ４ 自己株式   － －  △100 △0.6 △100  － － 

 株主資本合計   － －  12,868 74.3 12,868  － － 

Ⅱ 評価・換算差額等            
 １ その他有価証券

評価差額金 
 

 － －  623 3.6 623  － － 

 
２ 土地再評価差額 
   金   － －  △447 △2.5 △447  － － 

 
評価・換算差額等
合計   － －  176 1.1 176  － － 

 純資産合計   － －  13,045 75.4 13,045  － － 

 負債純資産合計   － －  17,310 100.0 17,310  － － 
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（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） 

対前中 
間期比 

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(百万円) 

百分比 
(％) 金額(百万円) 

百分比 
(％) 

増減 
(百万円) 金額(百万円) 

百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高  

 
 3,777 100.0  4,752 100.0 975  8,188 100.0 

Ⅱ 売上原価   3,292 87.2  4,323 91.0 1,031  7,316 89.3 

 
繰延割賦未実現利益
調整前売上総利益 

  485 12.8  428 9.0 △56  872 10.7 

Ⅲ 割賦売上利益調整   △0 △0.0  △3 △0.1 △2  △6 △0.1 

 売上総利益   484 12.8  425 8.9 △59  865 10.6 

Ⅳ 
 

販売費及び一般 
管理費 

  152 4.0  159 3.3 6  302 3.7 

 営業利益   332 8.8  266 5.6 △65  562 6.9 

Ⅴ 営業外収益 ※1  21 0.6  22 0.5 1  37 0.5 

Ⅵ 営業外費用 ※2  2 0.1  2 0.1 △0  5 0.1 

 経常利益   351 9.3  286 6.0 △64  594 7.3 

Ⅶ 特別利益 ※3  0 0.0  23 0.5 22  52 0.6 

Ⅷ 特別損失 ※4  0 0.0  0 0.0 △0  7 0.1 

 
税引前中間(当期) 
純利益 

  350 9.3  308 6.5 △41  639 7.8 

 
法人税、住民税及び 
事業税 

 148   142    257   

 法人税等調整額  △2 146 3.9 △11 131 2.8 △15 8 265 3.2 

 中間(当期)純利益   204 5.4  177 3.7 △26  374 4.6 

 前期繰越利益   235   －    235  

 中間配当額   －   －    41  

 中間(当期)未処分利益   440   －    567  
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（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 

その他
資本 
剰余金 

資本 
剰余金
合計 

利益 
準備金 

固定資 
産圧縮 
積立金 

別途 
積立金 

繰越 
利益 
剰余金 

利益 
剰余金
合計 

自己 
株式 

株主 
資本 
合計 

平成18年3月31日 残高 
（百万円） 

553 527 0 527 89 1,931 9,182 567 11,771 △100 12,751 

中間会計期間中の変動額            

固定資産圧縮積立金の取
崩し（注） 

     △16  16 －  － 

固定資産圧縮積立金の取
崩し（中間期） 

     △7  7 －  － 

別途積立金の積立て 
（注） 

      270 △270 －  － 

剰余金の配当（注）        △41 △41  △41 

役員賞与（注）        △18 △18  △18 

中間純利益        177 177  177 

自己株式の取得          △0 △0 

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    （百万円） 

－ － － － － △24 270 △128 117 △0 117 

平成18年９月30日 残高 
（百万円） 

553 527 0 527 89 1,907 9,452 439 11,888 △100 12,868 

            
 

評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 
評価差額金 

土地再評価 
差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成18年3月31日 残高 
（百万円） 

727 △447 280 13,031 

中間会計期間中の変動額     

固定資産圧縮積立金の取
崩し（注） 

   － 

固定資産圧縮積立金の取
崩し（中間期） 

   － 

別途積立金の積立て 
（注） 

   － 

剰余金の配当（注）    △41 

役員賞与（注）    △18 

中間純利益    177 

自己株式の取得    △0 

株主資本以外の項目の中
間会計期間中の変動額 
（純額） 

△104 － △104 △104 

中間会計期間中の変動額
合計    （百万円） 

△104 － △104 13 

平成18年９月30日 残高 
（百万円） 

623 △447 176 13,045 

     
（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）中間キャッシュ・フロー計算書 

  
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）

対前中 
間期比 

前事業年度の要約 
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（百万円） 金額（百万円） 

増減 
(百万円) 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

 税引前中間（当期）純利益  350 308  639 

 減価償却費  236 308  563 

 貸倒引当金の増減額（減少:△）  0 0  0 

 賞与引当金の増減額（減少:△）  △0 4  8 

 
役員賞与引当金の増減額 
（減少:△） 

 － 9  － 

 
退職給付引当金の増減額 
（減少:△） 

 △17 △3  △79 

 
役員退職慰労引当金の増減額 
（減少:△） 

 3 3  7 

 受取利息及び受取配当金  △14 △13  △21 

 預り建設協力金利息  2 2  5 

 固定資産売却益  － △0  △2 

 規制適合車導入補助金  △0 △0  △0 

 固定資産売却損  0 0  5 

 固定資産除却損  0 0  0 

 固定資産圧縮損  0 0  0 

 売上債権の増減額（増加:△）  △42 △50  △257 

 仕入債務の増減額（減少:△）  95 40  181 

 預り保証金の増減額（減少:△）  202 3  209 

 未払消費税等の増減額（減少:△）  10 32  4 

 その他資産の増減額（増加:△）  △33 △5  △56 

 その他負債の増減額（減少:△）  17 7  63 

 役員賞与の支払額  △15 △18  △15 

      小計  795 631 △163 1,256 

 利息及び配当金の受取額  14 13  21 

 預り建設協力金利息の支払額  △2 △2  △5 

 補助金の受取額  0 －  0 

 法人税等の支払額  △111 △155  △214 

 営業活動によるキャッシュ・フロー  696 486 △209 1,058 
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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）

対前中 
間期比 

前事業年度の要約 
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（百万円） 金額（百万円） 

増減 
(百万円) 金額（百万円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

 定期預金の払戻による収入  30 －  30 

 有形固定資産の取得による支出  △200 △578  △1,078 

 有形固定資産の売却による収入  1 11  11 

 無形固定資産の取得による支出  △16 △10  △28 

 投資有価証券の取得による支出  △0 △0  △1 

 関係会社株式取得による支出  △3 －  △3 

 貸付けによる支出  △0 △2  △3 

 貸付金の回収による収入  1 2  2 

 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  △188 △579 △390 △557 

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  △0 △0  △0 

 自己株式の売却による収入  － －  0 

 配当金の支払額  △41 △41  △83 

 財務活動によるキャッシュ・フロー  △42 △41 0 △84 

Ⅳ 
 
現金及び現金同等物の増減額 
（減少:△） 

 465 △134 △599 415 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  2,920 3,335 415 2,920 

Ⅵ 
 
現金及び現金同等物の中間期末 
（期末）残高 

3,385 3,201 △183 3,335 

  
※ 
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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 

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．資産の評価基準及び
評価方法 

(1) 有価証券 
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。 
その他の有価証券 
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）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。 

(2) たな卸資産 
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) 有価証券 
子会社株式 

同左 
 
 

その他の有価証券 
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
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）を採用しており
ます。 
時価のないもの 

同左 
 
 

(2) たな卸資産 
貯蔵品 

同左 

(1) 有価証券 
子会社株式 

同左 
 
 

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 

同左 
 
 
(2) たな卸資産 

貯蔵品 
同左 

２．固定資産の減価償却
の方法 

(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。 

(1) 有形固定資産 
同左 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 無形固定資産 

同左 

(1) 有形固定資産 
同左 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 無形固定資産 
同左 

３．引当金の計上基準 (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。 

(1) 貸倒引当金 
同左 

(1) 貸倒引当金 
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） 

 (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
給見込額のうち当中間
会計期間の負担額を計
上しております。 

(3)    ────── 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に
備えるため、当事業年度
末における退職給付債
務及び年金資産の見込
額に基づき、当中間会計
期間末において発生し
ていると認められる額
を計上しております。 

(5) 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
に基づく中間期末要支
給額を計上しておりま
す。 

(2) 賞与引当金 
同左 
 
 
 
 

(3) 役員賞与引当金 
役員賞与の支出に備え

て、当事業年度における
支給見込額の当中間会計
期間負担額を計上してお
ります。 
(会計方針の変更) 
当中間会計期間より、

「役員賞与に関する会計
基準」（企業会計基準第
４号 平成17年11月29
日）を適用しております。
これにより営業利益、経
常利益及び税引前中間純
利益は、それぞれ９百万
円減少しております。 

(4) 退職給付引当金 
同左 
 
 
 
 
 
 
 

(5) 役員退職慰労引当金 
同左 

(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。 
 

(3)    ────── 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) 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。 

 
 
 
(5) 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。 

４．中間キャッシュ・フ
ロー計算書（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 

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 

消費税等の会計処理 
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。 

消費税等の会計処理 
同左 

 
 

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。
これによる損益に与える影響はあり
ません。 

───────── 

───────── 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（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13,045百万円でありま
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伴
い、改正後の中間財務諸表等規則に
より作成しております。 

（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。 

───────── 

 
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） 

（中間キャッシュ・フロー計算書） 
 前中間会計期間において、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、当中間会計期間より区分掲記しておりま
す。 
なお、前中間会計期間の「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△70百万円であり
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 

5,505百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計
額 

5,855百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計
額 

5,619百万円 
※２ 担保資産及び担保付債務 ※２ 担保資産及び担保付債務 ※２ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次の
とおりであります。 

担保に供している資産は次の
とおりであります。 

担保に供している資産は次の
とおりであります。 

 
建物 68百万円 

土地 347百万円 

その他 7百万円 

計 423百万円 
 

 
建物 64百万円 

土地 347百万円 

その他 6百万円 

計 417百万円 
  

 
建物 66百万円 

土地 347百万円 

その他 6百万円 

計 420百万円 
  

担保付債務は次のとおりであ
ります。 

担保付債務は次のとおりであ
ります。 

担保付債務は次のとおりであ
ります。 

 
預り保証金 188百万円 

 

 
預り保証金 188百万円 

 

 
預り保証金 188百万円 

  
※３ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等と仮受消費税等
の中間期末残高の相殺後の金額
は、流動負債の「未払消費税等」
として表示しております。 

※３ 消費税等の取扱い 
同左 

※３   ────── 
 

 
（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 営業外収益のうち主要なもの ※１ 営業外収益のうち主要なもの ※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取配当金        13百万円 

 

受取配当金        12百万円 受取配当金        19百万円 

※２ 営業外費用のうち主要なもの ※２ 営業外費用のうち主要なもの ※２ 営業外費用のうち主要なもの 

預り建設協力金     2百万円 

利息 

預り建設協力金     2百万円 

利息 

預り建設協力金     5百万円 

利息 

※３    ───── ※３ 特別利益のうち主要なもの ※３ 特別利益のうち主要なもの 

 生保解約返戻金    22百万円 

 

退職給付引当金    48百万円 

戻入益 

※４    ───── ※４    ───── ※４ 特別損失のうち主要なもの 

  固定資産売却損     5百万円 

  ５ 減価償却実施額 ５ 減価償却実施額 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産     231百万円 

無形固定資産       3百万円 

有形固定資産     301百万円 

無形固定資産       4百万円 

有形固定資産     552百万円 

無形固定資産       7百万円 
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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） 

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） 

発行済株式     

  普通株式 5,749,000 － － 5,749,000 

合計 5,749,000 － － 5,749,000 

自己株式     

  普通株式 (注) 153,223 20 － 153,243 

合計 153,223 20 － 153,243 

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加 20 株は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

 
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 

（百万円） 

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 41 7.50 平成18年３月31日 平成18年６月30日 

 
(２) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末後となるもの 

（決議） 株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり
配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年11月13日 
取締役会 

普通株式 41 利益剰余金 7.50 平成18年９月30日 平成18年12月12日 

 
（中間キャッシュ・フロー計算書関係）  

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） 

※ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間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中間期末

残高と中間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）

（百万円） （百万円） （百万円） 
 
現金及び預金勘定 3,685

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 3,385
 

 
現金及び預金勘定 3,501

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 3,201
 

 
現金及び預金勘定 3,635

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） 

前中間会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

該当事項はありません。 

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） 

該当事項はありません。 

前事業年度（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。 
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（有価証券関係）    

前中間会計期間末（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(百万円） 
中間貸借対照表計上額 

（百万円） 
差額（百万円） 

株式 402 1,283 880 

合計 402 1,283 880 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 中間貸借対照表計上額（百万円） 

(1）子会社株式 22 

(2）その他有価証券  

非上場株式 230 

 

当中間会計期間末（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(百万円） 
中間貸借対照表計上額 

（百万円） 
差額（百万円） 

株式 404 1,448 1,044 

合計 404 1,448 1,044 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 中間貸借対照表計上額（百万円） 

(1）子会社株式 22 

(2）その他有価証券  

非上場株式 230 

 

前事業年度末（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(百万円） 
貸借対照表計上額 

（百万円） 
差額（百万円） 

株式 403 1,622 1,219 

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 
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（デリバティブ取引関係） 

前中間会計期間末（平成17年９月30日現在） 

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。 

当中間会計期間末（平成18年９月30日現在） 

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。 

前事業年度末（平成18年３月31日現在） 

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。 

 

（ストック・オプション等関係） 

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） 

該当事項はありません。 

 
（持分法損益等） 

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） 

該当事項はありません。 

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） 

該当事項はありません。 

前事業年度（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。 

 

（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   2,297円51銭 
１株当たり中間純利
益金額 

36円54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、潜在株

式が存在しないため記載しておりま

せん。 

１株当たり純資産額   2,331円24銭 
１株当たり中間純利
益金額 

31円77銭 

同左 

 

 

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 

63円55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、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) 

中間（当期）純利益（百万円） 204 177 374 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 18 

（うち利益処分による役員賞与金） － － (18) 

普通株式に係る中間（当期）純利益

（百万円） 
204 177 355 

期中平均株式数（千株） 5,596 5,595 5,595 
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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） 

（営業所の取得開設） ───────── ───────── 

平成17年９月26日開催の取締役

会において、２営業所を取得開設

することを決議いたしました。内

容は次のとおりであります。 

  

(1) 取得目的 

当社は、物流のネットワーク化

の推進に伴い、西日本の拠点とし

て兵庫県に、西宮営業所及び播磨

営業所を取得開設し、営業基盤の

拡充を図るためであります。 

(2) 取得資産 

取得の土地計 
10,367.67㎡ 

(3,136.22坪) 

取得の建物 

(倉庫含む) 

1,512.37㎡ 

(457.49坪) 

取得車両 46両 

取得金額 650百万円 

 

(3) 取得先 

合資会社 五月運送 

(4) 締結日 

平成17年10月５日 

(5) 営業開始日 

平成17年11月１日 
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５．営業実績 

 
（１）輸送トン数および売上高      

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） 

 
 

区分 
 
 

輸送トン数 売上高 輸送トン数 売上高 輸送トン数 売上高 

 千トン 百万円 千トン 百万円 千トン 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 

666 919 690 905 1,510 1,999 

・清涼飲料、びん・容器

輸送 
396 1,640 794 2,050 1,032 3,235 

・その他輸送 － 109 － 102 － 214 

小計 1,063 2,668 1,485 3,058 2,542 5,449 

商品販売事業 － 635 － 1,139 － 1,725 

不動産賃貸事業 － 428 － 497 － 921 

その他事業       

自動車整備部門等 － 44 － 56 － 92 

合計 1,063 3,777 1,485 4,752 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．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） 区分 

金額 委託比率 金額 委託比率 金額 委託比率 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

傭 車 料 971 36.4 1,065 34.8 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．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） 相手先 

売上高 
総売上高に 
対する割合 

売上高 
総売上高に 
対する割合 

売上高 
総売上高に 
対する割合 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

山村倉庫株式会社 608 16.1 902 19.0 1,431 17.5 

コカ・コーラナショナルビバ

レッジ株式会社 
720 19.1 815 17.2 1,271 15.5 

(注) 売上高には、消費税等は含まれておりません。 


