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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                 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (百万円未満切捨)  

 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 3,164 (   5.5) 248 ( △24.0) 150 ( △28.8)

１７年９月中間期 2,998 (   9.8) 326 (   51.8) 210 (  153.7)

１８年３月期 6,126  616  383  

 
中間(当期)純利益
又は純損失（△）

１株当たり中間(当期)
純利益又は純損失

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 63 (     －) 9 65  　　　　　　　 ──────

１７年９月中間期 △171 (     －) △26 08  　　　　　　　 ──────

１８年３月期 198  29 54  　　　　　　　 ──────

（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（連結） 18年9月中間期 6,563,500株 17年9月中間期 6,563,500株 18年3月期 6,563,500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)連結財政状態　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (百万円未満切捨)  

 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 14,471 1,415 9.8 215 69

１７年９月中間期 15,072 1,038 6.9 158 27

１８年３月期 15,000 1,423 9.5 216 17

（注）期末発行済株式数（連結) 18年9月中間期 6,563,500株 17年9月中間期 6,563,500株 18年3月期 6,563,500株

(3)連結キャッシュ・フローの状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　（百万円未満切捨）  

 
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 △118 △205 △393 571

１７年９月中間期 422 △64 △305 806

１８年３月期 728 664 △857 1,289

(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項
 連結子会社　　　　　　　１社

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況
 該当事項はありません。

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）  

 売上高 経常利益 当期純利益

  百万円 百万円 百万円

通　期 6,100 300 165

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 　　　　 25円 14銭  

（注）本資料における業績予想及び将来の予測等に関する記述は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した予測であ

り、潜在的なリスクや不確定な要素が含まれております。したがって、実際の業績は様々な要因により、本資料に

記載されている業績予想等とは異なることがありますことをご承知おき下さい。
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１．企業集団の状況

当社グル－プ（当社及び当社の関係会社）は、日本ロジステック株式会社（当社　連結財務諸表提出

会社）及び子会社１社によって構成され、受託貨物の保管・荷役と運送の物流サービス業務提供を主な

内容とし、さらに不動産の賃貸業も兼業しております。

(1）倉庫事業

顧客からの受託貨物の倉庫における保管及び入出庫の荷役を行うほか、貨物の出荷に関連する付

帯業務（値付、アソート、梱包等）を行う事業であり、当社がこれを直接行っております。

(2) 運送事業

貨物自動車運送事業法に基づき顧客からの受託貨物をトラックを使用して配送する運送事業及び

貨物利用運送事業法に基づき受託貨物を他の運送事業者に委託して配送する貨物利用運送事業であ

ります。

運送事業は、子会社のひかりライン株式会社が行っており、貨物利用運送事業は、当社及び子会

社のひかりライン株式会社が行っております。

(3）賃貸事業

土地・建物を賃貸・管理する事業であり、倉庫及びオフィス等の賃貸を当社が行っております。

事業の系統図は次のとおりであります。
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２．経営方針

１．経営の基本方針

当社は、「人と物へ愛、技に情熱」を会社コンセプトとし、ロジスティックス（物流システム）

とテクノロジー（情報技術）とを結びつけた社名に基本理念がみられるように、情報技術を中心と

した技術の力で合理的に日本の物流を創造していくことを目的として品質の高い物流サービスを提

供してまいりました。

物流サービスの役割は大きく分けると「在庫管理」、「流通加工」、「配送」、「情報処理」、

「コンサルティング」の５つのサービス提供となります。最近ではサプライチェーンマネジメント

（ＳＣＭ）という総合的な物流管理手法がみられるようになりました。当社においては顧客のニー

ズに合わせたきめ細かいサービスを提供しており、付加価値の高いオーダーメイドの物流システム

を所持している点において特長があります。そして、当社の目指す姿は、柔軟な発想と高度な技術

力を持つ物流のアウトソーサーとして顧客に信頼されることで他社との差別化を図り、顧客にとっ

て使い勝手のよい“物流のコンビニエンスストア”であると考えております。この基本方針に基づ

き顧客第一主義を徹底し、高度なサービスレベルの維持・向上をはかることにより顧客に最高の満

足度を提供することが最も重要であると考えております。

２．利益配分に関する基本方針

利益配分につきましては、株主への利益還元を重要な政策として位置づけており必要な内部留保

をはかりながら企業体質を充実・強化することによって競争力ある事業展開を目指し、安定的配当

を継続して行うことを基本方針としております。当期の配当につきましては前期と同様の１株につ

き普通配当８円（中間配当はありません）を計画しております。

また、内部留保金につきましては、財務体質の強化を目的とした有利子負債の削減や、既存事業

の一層の強化、将来の新規事業所設立への投資及び自己株式の取得等に使用してまいります。

３．投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

当社は、個人株主の市場参加が株主市場の活性化に繋がるものと理解に立ち、決算短信や会社案

内のホームページへの適宜な掲載、また営業報告書を簡潔で分かりやすい内容でのディスクローズ

等の対策を行ってまいりました。投資単価の引下げにつきましては、現在当社株式の流動性は確保

されていると認識しており、直ちに引下げを実施すべき状況ではないと考えております。 

今後につきましては、その必要性・時期について市場の動向を見ながら、引き続き検討してまい

ります。

４．目標とする経営指標

当社は、売上高総利益率と売上高経常利益率を当面の経営指標とし、売上高総利益率25％、売上

高経常利益率10％を目標に置いております。

５．中期的な会社の経営戦略

当社は、多様化し国際化する顧客のニーズに対応すべく、営業力の拡大・強化を行うだけでなく、

物流サービスにおいて顧客の信頼を損なうことが最大の経営リスクと認識し、サービスの品質向上

や機密保持に努めてまいります。最近の物流業界では、経済や企業環境のグローバル化に伴う物流

構造の変化に続き、物流の効率化・合理化という顧客からの要請に応えるために、メーカーから最

終消費者までの一貫した物流システムであるＳＣＭの考え方を取り入れており、当社においてもこ

れを全事業所で展開しながら、営業拠点の整備・拡充を行い、さらにＩＴシステムを活用した付加

価値の高い物流商品の開発と提供を行ってまいります。また、ＣＳＲ（企業の社会的責任）の強化

を図り、次のような経営戦略のもと、さらなる物流事業の拡充を追及してまいります。

(1）営業活動の強化を図り、立地条件の良い高機能の施設を持った事業所を首都圏及び関西地区に

増設し、事業収益基盤の更なる拡充を行い、収益の向上を図ってまいります。
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(2）当社の不採算事業所、不採算取引、資産価値を含めて投資効率の悪い施設の見直しを行い、採

算性の向上に注力し、経営体質の更なる改善と強化を追及してまいります。

(3）サービス品質向上や機密保持に努めるため、人材の確保と育成強化を図ると同時に、平成14年

に認証取得したＩＳＯ９００１（品質マネジメントシステム）と平成18年７月に認証取得したＩ

ＳＯ２７００１（情報セキュリティマネジメントシステム）の運用強化・改善を行ってまいりま

す。

(4）ＣＳＲ（企業の社会的責任）につきましては、積極的なＩＲ情報の公開に向け、適時かつ適切

な情報開示に努めるとともに、コンプライアンス体制を維持し、内部監査体制の強化により、会

社法・金融商品取引法等関係法令の適切な遵守、内部統制システムの整備等に取り組んでまいり

ます。

６．対処すべき課題

(1）営業活動の強化を図り、コーポレート・ガバナンスの充実に一層注力するなど、事業基盤の更

なる拡充に努めること。

(2）顧客の信頼を損なうことが最大の経営リスクと認識し、サービス品質向上や機密保持に努める

ため、平成14年６月に認証取得した国際品質規格ＩＳＯ９００１を全事業所へ展開すること。

(3）顧客の情報資産、機密情報並びに個人情報の保護を徹底すべく、情報セキュリティを維持する

ための国際品質規格ＩＳＯ２７００１（情報セキュリティマネジメントシステム）を平成18年７

月に認証取得いたしました。この認証取得規格の質を高めて内部統制に繋げ、有効なシステムと

して運用すること。

(4）立地条件の良い高機能の施設を顧客に提供して、首都圏・関西地区における物流施設をさらに

拡充させること。

(5）社員の意識改革の徹底を図り、全社員挙げて業務改革に取り組み、より一層のローコストオペ

レーションを実現し、顧客への安価な物流サービスを提供していくこと。

(6）国際物流において、他社との差別化を図るため、大手国際物流業者との協業、ＩＴシステムの

拡充とトータルなネットワークを構築してまいりましたが、今後更なる拡充を図ること。

(7）物流動向、顧客アンケート調査とその分析をこまめに行い、短期的にも変化する経営環境の中

で、顧客ニーズを先取りした物流のトータル機能を総力を挙げて向上すること。

７．親会社等に関する事項

(1）親会社等の商号等

（平成18年９月30日）

親会社等 属性
親会社等の議決権所有割合

（％）

親会社等が発行する株券が上場さ

れている証券取引所等

 黒川興産合資会社 親会社 39.6 なし 

(2）親会社等の関係

（役員の兼務状況）

役職 氏名 親会社等での役職

 代表取締役社長 鈴木　雄吾 有限責任社員

 取締役 黒川　和一 有限責任社員

(3）親会社等との取引に関する事項

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、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。 
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３．経営成績

(1）経営成績

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格の高騰や米国経済の減速懸念などがあったも

のの、雇用情勢や設備投資動向等に回復基調が確認されデフレを脱したとの観測がなされました。し

かしながら、大企業での好業績は未だ中小企業には波及せず回復が実感できないのが現実であります。

更に、記録的な原油価格の高騰により、素材価格も上昇し企業業績の圧迫要因になるのみならず、所

得水準の好転による個人消費の持ち直しにも水を差す状況で、一方的に好転することは難しい状況で

あります。物流業界におきましては、ガソリン等の燃料費高騰による企業業績への圧迫や顧客から引

き続き物流効率化要請があり、いまだ収受料金単価の上昇はみられておりません。

当社グループはこのような状況下、以前より取り組んでおります「顧客満足度の向上」「営業力の

強化」「収益基盤の強化」を最優先課題として、「改革」を合言葉に全社員挙げて業務改革に取り組

んでまいりました。

物流センターにおきましては、平成18年１月に開業した舞浜千鳥センター（千葉県浦安市）が平成

18年７月より順調に稼動を始めたことにより、ほぼ計画どおり収益を達成することが出来ました。ま

た更なる収益性の向上を図るために平成18年７月に千葉県野田市に新たに約9,000㎡の物流施設を賃借

して野田センターを開業し営業能力を増加させております。同センターは開業当初より新規顧客との

契約が約定され、今後も利益の増加に貢献することが見込まれております。連結子会社ひかりライン

株式会社においては採算経営を重視し、利益率の高い配送業務に注力しておりますが一部顧客との契

約が縮小し、厳しい状況下に置かれております。

これらの結果、中間連結営業収益は3,164百万円（前中間連結会計期間比5.5％増）と増収になりま

したが、中間連結営業利益は一部の顧客において作業工程の変更にともない一時的に労務費が増加し

たことなどにより248百万円（同24.0％減）と減益になりました。中間連結経常利益も中間連結営業利

益の減少が響き150百万円（同28.8％減）と減益になりました。特別損失として建替えのために平成18

年６月に神奈川県愛甲郡の老朽化した危険品倉庫を取壊した代金等27百万円を主として固定資産除却

損32百万円を計上したため中間連結当期純利益は63百万円（前中間連結会計期間実績　中間純損失171

百万円）にとどまりました。

①　倉庫事業

当事業では、平成18年１月に開業した舞浜千鳥センターと平成18年７月に開業した野田センター

が寄与して営業収益は1,539百万円（同10.3％増）となりましたが、一部顧客において作業工程の多

様化に伴い労務費が増加し営業利益は141百万円（同20.2％減）と減益になりました。

②　運送事業

当事業では、貨物取扱高が全体的に増加したことにより営業収益は1,104百万円（同4.7％増）と

なりましたが、新規開業倉庫の移転費用等により営業利益は57百万円（同27.7％減）と減益になり

ました。

③　賃貸事業

当事業では、東京都千代田区の賃貸ビルを平成18年３月に売却したことにより、営業収益は520百

万円（同5.2％減）と減収になり、営業利益もそのため260百万円（同6.0％減）と減益になりました。
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(2）財政状態

①　資産・負債・純資産の状況

当中間連結会計期間末の総資産は14,471百万円となり、対前連結会計年度末比529百万円の減少と

なりました。これは主に、平成18年３月に東京都千代田区の当社賃貸ビルの土地・建物等を売却し

て得た資金を有利子負債の返済に充当し現金及び預金が714百万円減少したためであります。

負債の合計は13,055百万円となり、対前連結会計年度末比521百万円の減少となりました。これは

有利子負債の返済に注力したこと等により長期借入金が602百万円減少したためであります。

純資産は1,415百万円となり、対前連結会計年度末比８百万円の減少となりました。これは主に、

当社が所有する投資有価証券が前連結会計年度末より評価額が下がり、その他有価証券評価差額金

が13百万円減少したためであります。

②　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現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、法人税等の支

払額が増加し、有利子負債の返済に注力した結果、前連結会計年度末と比べ717百万円減少（対前連

結会計年度比55.6％減）し、当中間連結会計期間末には、571百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動により使用した資金は118百万円（前中間連結会計期間は422百万円の収入）となりまし

た。これは、税金等調整前中間純利益が114百万円、減価償却費188百万円による資金増があったも

のの、利息の支払額101百万円、法人税等の支払額175百万円があったための減少であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動により使用した資金は205百万円（対前中間連結会計期間比140百万円増）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182百万円があったためであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は393百万円（同88百万円増）となりました。これは主に長期借入金

の返済による支出が815百万円があったためであります。

当社グループのキャッシュ・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（％） 11.4 12.5 6.9 9.5 9.8

時価ベースの自己資本比率（％） 18.6 20.7 22.1 20.6 15.2

債務償還年数（年） 57.6 29.7 14.1 15.6 －

インタレスト・カバレッジ・レシオ

（倍）
0.9 1.7 3.8 3.4 －

自己資本比率：純資産／総資産

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

（中間期については、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。）

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

※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。

※有利子負債は、連結(中間連結)貸借対照表に計算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。

※営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結(中間連結)キャッシュ・フロー計算書に計上

されている「営業活動によるキャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いておりま

す。 
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(3）通期の見通し

今後のわが国経済は、堅調な設備投資に加え、個人消費の増加が見られることから、今後も緩やか

な回復が期待されますが、長期金利の上昇、原油や素材価格の高騰等が企業収益の圧迫要因になると

の警戒感が根強くあり、先行きにやや不透明感が見え始めました。

物流業界におきましては、原油や原材料の上昇分を顧客に転嫁できる環境にはないため、今まで以

上の業務効率化が迫られ、また企業間の競争も更に激しさを増していることから、より一層の経営改

善努力が求められております。このような事業環境下、当社グループは総合的な一貫物流システムで

あるサプライチェーンマネジメント（ＳＣＭ）を全センターで取り入れ、更に最先端のＩＴシステム

を駆使した物流提案型営業により他社との差別化を図り、営業収益の増加を目指してまいります。

通期の連結業績見通しにつきましては、売上高6,100百万円（対前連結会計年度比0.4％減）、経常

利益300百万円（対前連結会計年度比21.8％減）、当期純利益165百万円（対前連結会計年度比17.0％

減）を見込んでおります。

(4）事業等のリスク

有利子負債の依存度と財務内容について

当社グループの連結総資産に対する連結有利子負債の割合は、下の表のとおり平成18年９月期は

76.1％（前連結会計年度比0.4ポイント増加）であり依然として資金調達における有利子負債への依存

度が高い財務内容になっております。これは、これまで事業拡大の必要資金を主に金融機関からの借

入により調達してきたためであります。特に、１年内に返済予定の長期負債の残高は2,443百万円（同

686百万円増加）と多額になっております。このため、今後１年内に借換のために必要とされる資金の

調達額は、返済に充当できる内部留保金が500百万円程度と予想されますので、少なくとも1,943百万

円となる予定であります。金利は上昇局面にあり、今後の金利動向及び金融機関の融資姿勢を含む金

融諸情勢により、金融機関との綿密なる折衝の必要性があるとともに、既存の借入金の金利の大半は

実質的に固定化しているものの、今後の資金調達において金利水準の上昇による支払利息の増加のた

め業績が多少なりとも変動する可能性があります。財務内容改善のために、これから対処すべき方策

といたしましては、採算性を重視して返済原資となる内部留保金を今迄以上に蓄積する所存でありま

す。

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

平成18年３月31日

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％)

連結総資産 15,072,027 100.0 14,471,381 100.0 15,000,781 100.0

金融機関からの借入金 8,693,247 57.7 8,039,157 55.5 8,261,017 55.1

（短期借入金) (957,000) (937,000) (943,000)

（１年内返済予定の長期借

入金)
(1,616,090) (1,904,480) (1,517,800)

（長期借入金) (6,120,157) (5,197,677) (5,800,217)

その他有利子負債 3,219,345 21.3 2,980,099 20.6 3,099,722 20.6

（１年内償還予定の社債) (175,000) (475,000) (175,000)

（社債) (2,562,500) (2,087,500) (2,475,000)

（１年内支払予定の長期未

払金)
(64,246) (64,246) (64,246)

（長期未払金) (417,599) (353,353) (385,476)

有利子負債合計 11,912,592 79.0 11,019,256 76.1 11,360,739 75.7
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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）

対前中間期
比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）  

Ⅰ．流動資産  

１．現金及び
預金

814,089 595,828  1,310,012

２．受取手形
及び営業
未収金

※４ 785,462 893,399  789,349

３．有価証券 2,699 2,699  2,698

４．たな卸資
産

4,215 5,323  3,569

５．その他 150,018 156,861  151,070

貸倒引当
金

△923 △1,185  △1,179

流動資産合
計

1,755,560 11.6 1,652,926 11.4 △102,633 2,255,521 15.0

Ⅱ．固定資産  

１．有形固定
資産

※１  

(1）建物及
び構築
物

※２ 6,222,201 5,691,712  5,840,055

(2）土地 ※２ 5,859,882 5,795,739  5,668,889

(3）その他 352,013 12,434,096  355,385 11,842,837   342,350 11,851,295  

２．無形固定
資産

34,418  39,337   45,263  

３．投資その
他の資産

 

(1) 投資そ
の他の
資産

835,510 935,362  845,647

貸倒引当
金

△2,041 833,468  △1,033 934,328   △845 844,801  

固定資産合
計

13,301,983 88.3 12,816,504 88.6 △485,479 12,741,360 85.0

Ⅲ．繰延資産 14,483 0.1 1,950 0.0 △12,533 3,900 0.0

資産合計 15,072,027 100.0 14,471,381 100.0 △600,646 15,000,781 100.0
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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）

対前中間期
比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）  

Ⅰ．流動負債  

１．支払手形
及び営業
未払金

※４ 224,242 237,090  224,280

２．短期借入
金

※２ 2,573,090 2,841,480  2,460,800

３．賞与引当
金

63,190 63,700  61,200

４．その他 ※２ 693,511 952,550  856,922

流動負債合
計

3,554,033 23.6 4,094,820 28.3 540,787 3,603,202 24.0

Ⅱ．固定負債  

１．社債 ※２ 2,562,500 2,087,500  2,475,000

２．長期借入
金

※２ 6,120,157 5,197,677  5,800,217

３．退職給付
引当金

354,656 359,790  351,625

４．役員退職
慰労引当
金

131,247 139,358  141,780

５．その他 ※２ 1,310,644 1,176,569  1,205,116

固定負債合
計

10,479,205 69.5 8,960,895 61.9 △1,518,310 9,973,739 66.5

負債合計 14,033,238 93.1 13,055,716 90.2 △977,522 13,576,942 90.5
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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）

対前中間期
比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資本の部）  

Ⅰ．資本金 689,300 4.6 － － △689,300 689,300 4.6

Ⅱ．資本剰余金 301,375 2.0 － － △301,375 301,375 2.0

Ⅲ．利益剰余金 1,979,936 13.1 － － △1,979,936 2,182,467 14.6

Ⅳ．土地再評価
差額金

△1,950,038 △12.9 － － 1,950,038 △1,782,512 △11.9

Ⅴ．その他有価
証券評価差
額金

57,549 0.4 － － △57,549 72,543 0.5

Ⅵ．自己株式 △39,334 △0.3 － － 39,334 △39,334 △0.3

資本合計 1,038,788 6.9 － － △1,038,788 1,423,838 9.5

負債資本合
計

15,072,027 100.0 － － △15,072,027 15,000,781 100.0

（純資産の部）  

Ⅰ．株主資本        

１．資本金 － － 689,300 4.8 689,300 － －

２．資本剰余
金

－ － 301,375 2.1 301,375 － －

３．利益剰余
金

－ － 2,188,279 15.1 2,188,279 － －

４．自己株式 － － △39,334 △0.3 △39,334 － －

株主資本合
計

－ － 3,139,620 21.7 3,139,620 － －

Ⅱ．評価・換算
差額等

       

１．その他有
価証券評
価差額金

－ － 58,556 0.4 58,556 － －

２．土地再評
価差額金

－ － △1,782,512 △12.3 △1,782,512 － －

評価・換算
差額等合計

－ － △1,723,955 △11.9 △1,723,955 － －

純資産合計 － － 1,415,664 9.8 1,415,664 － －

負債純資産
合計

－ － 14,471,381 100.0 14,471,381 － －
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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）

対前中間
期比

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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ．営業収益 2,998,821 100.0 3,164,125 100.0 165,304 6,126,848 100.0

Ⅱ．営業原価 2,392,844 79.8 2,625,782 83.0 232,937 4,957,886 80.9

営業総利益 605,976 20.2 538,343 17.0 △67,632 1,168,961 19.1

Ⅲ．販売費及び一般
管理費

※１ 279,329 9.3 290,247 9.2 10,918 552,660 9.0

営業利益 326,646 10.9 248,095 7.8 △78,551 616,301 10.1

Ⅳ．営業外収益  

１．受取利息 366 88  632  

２．受取配当金 5,517 5,872  5,934  

３．保険代理店収
入

3,364 2,516  5,767  

４．寮・社宅家賃
収入

1,813 2,194  3,738  

５．保険返戻金 2,055   －    2,055   

６．その他 3,715 16,832 0.5 2,285 12,955 0.4 △3,876 8,034 26,161 0.4

Ⅴ．営業外費用  

１．支払利息 109,156 97,715  212,303

２．その他 23,409 132,566 4.4 13,117 110,832 3.5 △21,734 46,300 258,603 4.2

経常利益 210,912 7.0 150,219 4.7 △60,693 383,859 6.3

Ⅵ．特別利益  

１．固定資産売却
益

※２ － － － 76 76 0.0 76 354,071 354,071 5.8

Ⅶ．特別損失  

１．固定資産除却
損

1,645 32,088  4,168

２．固定資産売却
損

※３ － 46  －

３．減損損失 ※４ 308,176 －  308,176

４．その他 8,047 317,868 10.6 3,531 35,666 1.1 △282,202 8,047 320,391 5.3

税金等調整前
中間(当期)純
利益又は税金
等調整前中間
純損失（△）

△106,955 △3.6 114,628 3.6 221,584 417,539 6.8

法人税、住民
税及び事業税

 83,210 49,080  246,527

法人税等還付
額

 15,742 －  15,742

法人税等調整
額

 △3,263 64,204 2.1 2,228 51,308 1.6 △12,896 △12,141 218,644 3.6

中間（当期）
純利益又は中
間純損失(△)

△171,160 △5.7 63,320 2.0 234,480 198,895 3.2
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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 301,375 301,375

Ⅱ．資本剰余金中間期末（期末）残高 301,375 301,375

（利益剰余金の部）

Ⅰ．利益剰余金期首残高 2,207,105 2,207,105

Ⅱ．利益剰余金増加高

１．当期純利益 －  198,895 198,895

Ⅲ．利益剰余金減少高

１．配当金 52,508  52,508  

２．役員賞与 3,500  3,500  

３．再評価差額金取崩額 －  167,525  

４．中間純損失 171,160 227,168 － 223,533

Ⅳ．利益剰余金中間期末（期末）残高 1,979,936 2,182,467

 

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

純資産合計
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

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　

残高（千円）
689,300 301,375 2,182,467 △39,334 3,133,808 72,543 △1,782,512 △1,709,969 1,423,838

中間連結会計期間中

の変動額

剰余金の配当(注)   △52,508  △52,508    △52,508

役員賞与（注）   △5,000  △5,000    △5,000

中間純利益   63,320  63,320    63,320

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）

     △13,986  △13,986 △13,986

中間連結会計期間中の

変動額合計（千円）
－ － 5,812 － 5,812 △13,986 － △13,986 △8,173

平成18年９月30日　

残高（千円）
689,300 301,375 2,188,279 △39,334 3,139,620 58,556 △1,782,512 △1,723,955 1,415,664

    （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)

対前中間期比

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）

増減
（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)純利益又は
税金等調整前中間純
損失（△）

△106,955 114,628  417,539

減価償却費 191,349 188,867  378,015

減損損失 308,176 －  308,176

退職給付引当金の増
加額（△減少額）

7,871 8,164  4,841

役員退職慰労引当金
の増加額(△減少
額)

△3,433 △2,421  7,099

賞与引当金の増加額
（△減少額）

1,400 2,500  △590

貸倒引当金の増加額
（△減少額）

△58 194  △999

受取利息及び受取配
当金

△5,884 △5,960  △6,566

支払利息 109,156 97,715  212,303

保険積立金解約損 731 －  731

固定資産売却益 － △76  △354,071

固定資産除却損 1,645 32,088  4,168

売上債権の減少額
(△増加額)

△24,251 △104,237  △26,943

その他流動資産の減
少額（△増加額）

34,650 △30,745  41,622

仕入債務の増加額
（△減少額）

9,338 12,809  9,376

その他流動負債の増
加額(△減少額)

38,535 27,050  39,641

差入保証金の減少額
（△増加額）

△7,778 △75,170  7,900

受入保証金の増加額
（△減少額）

693 △2,982  △72,711

未払消費税等の増加
額(△減少額)

37,458 △82,938  85,075

役員賞与の支払額 △3,500 △5,000  △3,500

その他 5,382 △21,880  21,305

小計 594,528 152,606 △441,921 1,072,413

利息及び配当金の受
取額

6,271 6,215  6,860

利息の支払額 △111,892 △101,589  △215,893

法人税等の支払額 △79,506 △175,495  △150,573

法人税等の還付額 13,273 －  15,742

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

422,675 △118,263 △540,938 728,548
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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)

対前中間期比

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）

増減
（千円）

金額（千円）

Ⅱ．投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 

定期預金等の預入に
よる支出

△69,000 △69,000  △171,002

定期預金等の払戻に
よる収入

48,000 48,000  129,000

有形固定資産の取得
による支出

△50,749 △182,285  △76,814

有形固定資産の売却
による収入

503 914  788,721

無形固定資産の取得
による支出

△4,075 △15,750  △9,250

投資有価証券の取得
による支出

△1,287 △1,377  △1,998

短期貸付けによる支
出

－ △2,100  △8,400

短期貸付金の回収に
よる収入

－ 7,000  －

長期貸付けによる支
出

△6,000 －  △6,000

長期貸付金の回収に
よる収入

15,360 13,860  19,053

保険積立金の払込に
よる支出

△6,433 △6,002  △10,982

保険積立金の満期等
による収入

6,376 －  6,376

その他 2,782 1,544  6,022

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△64,524 △205,198 △140,674 664,724

Ⅲ．財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 

短期借入金の純増加
額(△減少額)

89,000 △6,000  75,000

長期借入れによる収
入

800,000 600,000  1,300,000

長期借入金の返済に
よる支出

△822,180 △815,860  △1,740,410

長期未払金の返済に
よる支出

△32,123 △32,123  △64,246

社債の償還による支
出

△287,500 △87,500  △375,000

配当金の支払額 △52,286 △52,239  △52,633

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△305,089 △393,722 △88,632 △857,289

Ⅳ．現金及び現金同等物に
係る換算差額

－ － － －

Ⅴ．現金及び現金同等物の
増加額（△減少額）

53,061 △717,184 △770,245 535,984

Ⅵ．現金及び現金同等物の
期首残高

753,027 1,289,012 535,984 753,027

Ⅶ．現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高

※ 806,089 571,828 △234,261 1,289,012
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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 　連結子会社（ひかりライン株式会

社）

同左 同左

１社

２．持分法の適用に関する事項 (1）非連結子会社及び関連会社はあ

りません。

(1）非連結子会社及び関連会社はあ

りません。

(1）非連結子会社及び関連会社はあ

りません。

(2）他の会社等の議決権の20％以上、

50％以下を自己の計算において

所有しているにもかかわらず関

連会社としなかった当該他の会

社等の名称

(2）他の会社等の議決権の20％以上、

50％以下を自己の計算において

所有しているにもかかわらず関

連会社としなかった当該他の会

社等の名称

(2）他の会社等の議決権の20％以上、

50％以下を自己の計算において

所有しているにもかかわらず関

連会社としなかった当該他の会

社等の名称

江運会事業協同組合 同左 同左

　　関連会社としなかった理由

　　　当組合は、協同組合法の基準

及び原則に準拠して組合員５社

に平等に出資額を配分して設立

されたものであり、当社が単独

で重要な影響を与えることがで

きないので、関連会社としては

おりません。

　　関連会社としなかった理由 

同左

　　関連会社としなかった理由 

同左

３．連結子会社の中間決算日

(決算日)等に関する事項

　連結子会社の中間期末日と中間連

結決算日とは一致しております。

同左 　連結子会社の事業年度末日と連結

決算日とは一致しております。

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

①　有価証券

満期保有目的の債券

　償却原価法（定額法）

①　有価証券

満期保有目的の債券

同左

①　有価証券

満期保有目的の債券

同左

その他有価証券

時価のあるもの

　中間連結決算日の市場価

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）

その他有価証券

時価のあるもの

　中間連結決算日の市場価

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）

その他有価証券

時価のあるもの

　期末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

　移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

②　デリバティブ

　　　　　　　　　時価法

②　デリバティブ

同左

②　デリバティブ

同左

(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

①　有形固定資産

建物、構築物、機械装置

定額法

その他　　　　　　定率法

①　有形固定資産

同左

①　有形固定資産

同左

　なお、耐用年数及び残存価

額については、法人税法と同

一の基準によっております。
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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）

②　無形固定資産・長期前払費用

定額法

②　無形固定資産・長期前払費用

同左

②　無形固定資産・長期前払費用

同左

  ただし無形固定資産のソフ

トウェア（自社利用分）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

(3）重要な繰延資産の処理方法 (3）重要な繰延資産の処理方法 (3）重要な繰延資産の処理方法

社債発行費

３年間で毎期均等額を償却す

る方法

社債発行費

　　　　同左

社債発行費

同左

(4）重要な引当金の計上基準 (4）重要な引当金の計上基準 (4）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　営業未収金・貸付金等債権

の貸倒れによる損失に備える

ため設定したものであり、以

下の方法により計上しており

ます。

一般債権　　貸倒実績率

貸倒懸念債権及び破産更生

債権　　財務内容評価法

①　貸倒引当金

同左

①　貸倒引当金

同左

②　賞与引当金

従業員に対する賞与支給見

込額のうち当中間連結会計期

間負担額を当中間連結会計期

間の費用に計上するため設定

したものであり、支給見込額

に基づき計上しております。

②　賞与引当金

同左

②　賞与引当金

　従業員に対する賞与支給見

込額のうち当連結会計年度負

担額を当連結会計年度の費用

に計上するため設定したもの

であり、支給見込額に基づき

計上しております。

③　退職給付引当金

　従業員に対する退職給付に

備えるため設定したものであ

り、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき、当中間連

結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。

③　退職給付引当金

同左

③　退職給付引当金

　従業員に対する退職給付に

備えるため設定したものであ

り、当連結会計年度末におけ

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

　当社の役員に対する退職慰

労金の支払に備えるため設定

したものであり、内規に基づ

く中間連結会計期間末要支給

額を計上しております。

④　役員退職慰労引当金

同左

④　役員退職慰労引当金

　当社の役員に対する退職慰

労金の支払に備えるため設定

したものであり、内規に基づ

く連結会計年度末要支給額を

計上しております。

(5）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。

(5）重要なリース取引の処理方法

同左

(5）重要なリース取引の処理方法

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）

(6）重要なヘッジ会計の方法 (6）重要なヘッジ会計の方法 (6）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を原則とし

ておりますが、特例処理の要

件を満たす金利スワップ等に

ついては、特例処理を採用し

ております。

①　ヘッジ会計の方法

同左

①　ヘッジ会計の方法

同左

②　ヘッジ対象とヘッジ手段

　ヘッジ対象は、変動金利及

び固定金利による借入金であ

り、ヘッジ手段として金利ス

ワップ取引及びキャップ取引

を利用しております。

②　ヘッジ対象とヘッジ手段

同左

②　ヘッジ対象とヘッジ手段

同左

③　ヘッジ方針

　借入金に係る相場変動リス

ク及びキャッシュ・フロー変

動リスクを効率的に管理して、

金利コストを合理的に軽減す

る目的でヘッジ取引を利用し

ております。

③　ヘッジ方針

同左

③　ヘッジ方針

同左

④　ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象とヘッジ手段の

キャッシュ・フロー変動の累

計額を比較することにより

ヘッジ有効性を評価しており

ます。

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

⑤　その他のリスク管理方針

　金利デリバティブ取引のリ

スク管理規程を作成して借入

金の管理の中に包括して実施

しております。

⑤　その他のリスク管理方針

同左

⑤　その他のリスク管理方針

同左

(7）その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

(7）その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

(7）その他連結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

　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、控除対象外消費税及び地

方消費税は、当連結会計年度

の費用として処理しておりま

す。

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は僅少なリスク

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」（企業会計基準委員会　平成15

年10月31日　企業会計基準適用指針

第６号）を適用しております。これ

により税金等調整前中間純利益が

308,176千円減少しております。

なお、減損損失累計額については、

改正後の中間連結財務諸表規則に基

づき当該各資産の金額から直接控除

しております。

 ─────

 

（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。これにより税金等調整前当期純

利益が308,176千円減少しておりま

す。

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1,415,664千円でありま

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）

（中間連結損益計算書）

前中間連結会計期間まで営業外収益の「その他」に

含めて表示しておりました「保険返戻金」は、営業外

収益の合計額の100分の10を超えることとなったため区

分掲記することに変更しました。

　　なお、前中間連結会計期間における「保険返戻金」

の金額は1,538千円であります。

  ─────
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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
（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

4,394,862千円 4,574,275千円 4,453,082千円

※２．担保に供している資産 ※２．担保に供している資産 ※２．担保に供している資産

建物及び　

構築物
5,859,849千円

土地 5,853,916千円

計 11,713,766千円

建物及び　

構築物
5,330,491千円

土地 5,662,924千円

計 10,993,416千円

建物及び

構築物
5,501,629千円

土地 5,662,924千円

計 11,164,554千円

上記に対応する債務の内容 上記に対応する債務の内容 上記に対応する債務の内容

短期借入金 955,000千円

長期借入金 7,736,247千円

（１年内に返済予定の長期借

入金を含む）

社債に係る銀

行保証
1,600,000千円

流動負債

（その他）
64,246千円

固定負債

（その他）
417,599千円

計 10,773,092千円

短期借入金 935,000千円

長期借入金 7,102,157千円

（１年内に返済予定の長期借

入金を含む）

社債に係る銀

行保証
1,600,000千円

流動負債

（その他）
64,246千円

固定負債

（その他）
353,353千円

計 10,054,756千円

短期借入金 935,000千円

長期借入金 7,318,017千円

（１年内に返済予定の長期借

入金を含む）

社債に係る銀

行保証
1,600,000千円

流動負債

（その他）
64,246千円

固定負債

（その他）
385,476千円

計 10,302,739千円

　上記土地のうち190,992千円

及び建物及び構築物のうち

221,539千円は、黒川興産合資会

社（関係会社）の銀行借入金

211,788千円に対する第三者担保

提供であります。

３．保証債務

　次の組合について、金融機関

からの借入に対し債務保証を

行っております。

保証先
金額

（千円）
内容

江東倉庫事業協

同組合（当社他

５社が組合員）

27,700 借入債務

３．保証債務

　次の組合について、金融機関

からの借入に対し債務保証を

行っております。

保証先
金額

（千円）
内容

江東倉庫事業協

同組合（当社他

５社が組合員）

24,556 借入債務

３．保証債務

　次の組合について、金融機関

からの借入に対し債務保証を

行っております。

保証先
金額

（千円）
内容

江東倉庫事業協

同組合（当社他

５社が組合員）

26,128 借入債務

  ───── ※４．中間連結会計期間末日満期手形

　中間連結会計期間末日満期手

形の会計処理については、手形

交換日をもって決済処理をして

おります。なお、当中間連結会

計期間の末日は金融機関の休日

であったため、次の中間連結会

計期間末日満期手形が中間連結

会計期間末残高に含まれており

ます。

受取手形 15,531千円

支払手形 2,744千円

 ─────
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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。

報酬・給料手

当
130,667千円

賞与引当金繰

入額
24,730千円

退職給付費用 14,341千円

役員退職慰労

引当金繰入額
3,707千円

貸倒引当金繰

入額
162千円

報酬・給料手

当
139,605千円

賞与引当金繰

入額
23,780千円

退職給付費用 14,576千円

役員退職慰労

引当金繰入額
4,135千円

貸倒引当金繰

入額
209千円

報酬・給料手

当
280,154千円

退職給付費用 28,969千円

賞与引当金繰

入額
19,930千円

役員退職慰労

引当金繰入額
14,240千円

貸倒引当金繰

入額
447千円

────── ※２．固定資産売却益の内訳は次のと

おりであります。

※２．固定資産売却益の内訳は次のと

おりであります。

その他 76千円

計 76千円

建物及び構築

物
11,707千円

土地 342,297千円

その他 66千円

計 354,071千円

────── ※３．固定資産売却損の内訳は次のと

おりであります。

────── 

その他 46千円

計 46千円

※４．減損損失

当社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。

用途 種類 場所

物流倉庫 土地 東京都江東区若洲 

当社グループは主として各事

業所をグルーピングの単位とし

ております。

継続的な地価の下落により、

上記事業所における資産の帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、

当該減少額を減損損失(308,176

千円)として特別損失に計上して

おり、その内訳は全て土地であ

ります。

なお、各資産グループの回収

可能価額は使用価値により測定

し、将来キャッシュ・フローを

2.6％で割り引いて算定しており

ます。

 ────── ※４．減損損失

当社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。

用途 種類 場所

物流倉庫 土地 東京都江東区若洲 

当社グループは主として各事

業所をグルーピングの単位とし

ております。

継続的な地価の下落により、

上記事業所における資産の帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、

当該減少額を減損損失(308,176

千円)として特別損失に計上して

おり、その内訳は全て土地であ

ります。

なお、各資産グループの回収

可能価額は使用価値により測定

し、将来キャッシュ・フローを

2.6％で割り引いて算定しており

ます。
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（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なら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 6,672,000 － － 6,672,000

合計 6,672,000 － － 6,672,000

自己株式

普通株式 108,500 － － 108,500

合計 108,500 － － 108,500

 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 52,508 8 平成18年３月31日 平成18年６月29日

（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）

※　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

高と中間連結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

連結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）

現金及び預金勘定 814,089千円

預入期間が３ヶ月

を超える定期預金

等

△8,000千円

現金及び現金同等

物
806,089千円

現金及び預金勘定 595,828千円

預入期間が３ヶ月

を超える定期預金

等

△24,000千円

現金及び現金同等

物
571,828千円

現金及び預金勘定 1,310,012千円

預入期間が３ヶ月

を超える定期預金

等

△21,000千円

現金及び現金同等

物
1,289,012千円
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①　リース取引

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）

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）

借手側

１．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

借手側

１．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

借手側

１．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、減損損失

累計額相当額及び中間期末残高相

当額

(1）リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び中間期末残高相

当額

(1）リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び期末残高相当額

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

(有形固定資
産)
その他

150,434 70,331 80,102

無形固定資
産

168,655 126,106 42,549

合計 319,090 196,438 122,652

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

(有形固定資
産)
その他

143,605 66,676 76,928

無形固定資
産

122,054 109,906 12,148

合計 265,659 176,583 89,076

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

期末残
高相当
額
(千円)

(有形固定資
産)
その他

168,949 75,154 93,794

無形固定資
産

149,983 123,198 26,785

合計 318,932 198,353 120,579

（注）　取得価額相当額は、未経過

リース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残高

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。

同左 （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）未経過リース料中間期末残高相

当額等

(2）未経過リース料中間期末残高相

当額等

(2）未経過リース料期末残高相当額

等

未経過リース料中間期末残高相

当額

未経過リース料中間期末残高相

当額

未経過リース料期末残高相当額

１年内 58,356千円

１年超 64,295千円

合計 122,652千円

１年内 39,575千円

１年超 49,500千円

合計 89,076千円

１年内 55,752千円

１年超 64,826千円

合計 120,579千円

（注）　未経過リース料中間期末残

高相当額は、未経過リース

料中間期末残高が有形固定

資産の中間期末残高等に占

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。

同左 （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、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当額

及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当額

及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当額

及び減損損失

支払リース料 33,264千円

減価償却費相当

額
33,264千円

支払リース料 30,249千円

減価償却費相当

額
30,249千円

支払リース料 66,352千円

減価償却費相当

額
66,352千円
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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）

(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、

残存価額を零または残価保証額

とする定額法によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 3,404千円

１年超 5,744千円

合計 9,149千円

１年内 3,404千円

１年超 2,340千円

合計 5,744千円

１年内 3,404千円

１年超 4,042千円

合計 7,446千円

（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失

はありません。

（減損損失について）

同左

（減損損失について）

同左
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②　有価証券

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日）

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 46,848 136,853 90,005

(2）債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3）その他 7,457 14,483 7,026

合計 54,305 151,336 97,031

　（注）　中間連結会計期間末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、また過去

２年間継続して30％～50％程度下落している場合には、株式の発行会社の財務状況を分析し回復可能性を考慮

したうえで、必要と認められる額を減損処理しております。なお当中間連結会計期間において該当事項はあり

ません。

2．時価の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）満期保有目的の債券

割引金融債 2,699

(2）その他有価証券

非上場株式 171,285
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当中間連結会計期間末（平成18年９月30日）

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 48,800 138,717 89,916

(2）債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3）その他 7,593 16,406 8,813

合計 56,394 155,124 98,730

　（注）　中間連結会計期間末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、また過去

２年間継続して30％～50％程度下落している場合には、株式の発行会社の財務状況を分析し回復可能性を考慮

したうえで、必要と認められる額を減損処理しております。なお当中間連結会計期間において該当事項はあり

ません。

2．時価の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）満期保有目的の債券

割引金融債 2,699

(2）その他有価証券

非上場株式 171,285
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前連結会計年度末（平成18年３月31日）

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 47,423 160,009 112,586

(2）債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3）その他 7,593 17,318 9,725

合計 55,016 177,328 122,311

　（注）　期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、また過去２年間継続して

30％～50％程度下落している場合には、株式の発行会社の財務状況を分析し回復可能性を考慮したうえで、必

要と認められる額を減損処理しております。なお当連結会計年度において該当事項はありません。

2．時価のない主な有価証券の内容

連結貸借対照表計上額（千円）

(1）満期保有目的の債券

割引金融債 2,698

(2）その他有価証券

非上場株式 171,285
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③　デリバティブ取引

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

対象物の種類 取引の種類
契約額等
（千円）

時価（千円）
評価損益
（千円）

金利

スワップ取引

受取固定・支払変動 160,000 2,072 2,072

受取変動・支払固定 160,000 △2,072 △2,072

合計 320,000 0 0

　（注）　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

対象物の種類 取引の種類
契約額等
（千円）

時価（千円）
評価損益
（千円）

金利

スワップ取引

受取固定・支払変動 80,000 419 419

受取変動・支払固定 80,000 △419 △419

合計 160,000 0 0

　（注）　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。

前連結会計年度末（平成18年３月31日）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

対象物の種類 取引の種類
契約額等
（千円）

時価（千円）
評価損益
（千円）

金利

スワップ取引

受取固定・支払変動 120,000 1,021 1,021

受取変動・支払固定 120,000 △1,021 △1,021

合計 240,000 0 0

　（注）　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。
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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）

倉庫事業
（千円）

運送及び運
送取扱事業
（千円）

賃貸事業
（千円）

計（千円）
消去または
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
1,395,258 1,054,644 548,918 2,998,821 － 2,998,821

(2）セグメント間の内部営業

収益または振替高
830 － 15,746 16,577 (16,577) －

計 1,396,088 1,054,644 564,665 3,015,398 (16,577) 2,998,821

営業費用 1,218,972 975,337 287,827 2,482,136 190,037 2,672,174

営業利益 177,116 79,307 276,837 533,261 (206,614) 326,646

　（注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主要な事業の名称

(1）事業区分の方法………役務の種類、性質等及び役務の提供方法の類似性を考慮して区分しております。

(2）各区分の主な内容

①　倉庫事業……………………倉庫業及び付帯事業

②　運送及び運送取扱事業……一般貨物自動車運送事業、貨物運送取扱事業

③　賃貸事業……………………不動産賃貸業

２．営業費用のうち消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は206,799千円であり、これは当社で

の管理部門に係る費用であります。

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）

倉庫事業
（千円）

運送事業
（千円）

賃貸事業
（千円）

計（千円）
消去または
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
1,539,173 1,104,732 520,220 3,164,125 － 3,164,125

(2）セグメント間の内部営業

収益または振替高
794 － 15,746 16,541 (16,541) －

計 1,539,968 1,104,732 535,966 3,180,667 (16,541) 3,164,125

営業費用 1,398,702 1,047,396 275,786 2,721,886 194,143 2,916,030

営業利益 141,265 57,335 260,179 458,780 (210,685) 248,095

　（注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主要な事業の名称

(1）事業区分の方法………役務の種類、性質等及び役務の提供方法の類似性を考慮して区分しております。

(2）各区分の主な内容

①　倉庫事業……………倉庫業及び付帯事業

②　運送事業……………一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業

③　賃貸事業……………不動産賃貸業

２．営業費用のうち消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は210,532千円であり、これは当社で

の管理部門に係る費用であります。

３．当中間連結会計期間より、セグメントの名称を「運送及び運送取扱事業」から「運送事業」へと変更いたし

ました。
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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）

倉庫事業
（千円）

運送及び運
送取扱事業
（千円）

賃貸事業
（千円）

計（千円）
消去または
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
2,856,808 2,172,843 1,097,197 6,126,848 － 6,126,848

(2）セグメント間の内部営業

収益または振替高
979 － 31,493 32,473 (32,473) －

計 2,857,787 2,172,843 1,128,690 6,159,321 (32,473) 6,126,848

営業費用 2,538,306 2,028,006 569,175 5,135,489 375,057 5,510,547

営業利益 319,480 144,836 559,514 1,023,831 (407,530) 616,301

　（注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主要な事業の名称

(1）事業区分の方法………役務の種類、性質等及び役務の提供方法の類似性を考慮して区分しております。

(2）各区分の主な内容

①　倉庫事業……………………倉庫業及び付帯事業

②　運送及び運送取扱事業……一般貨物自動車運送事業、貨物運送取扱事業

③　賃貸事業……………………不動産賃貸業

２．営業費用のうち消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は408,329千円であり、これは当社で

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、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において本邦以外の国または地域に所在する連

結子会社及び重要な在外支店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、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において海外売上高がないため該当事項はあり

ません。
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（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 158円27銭

１株当たり中間純損失金

額
26円08銭

１株当たり純資産額 215円69銭

１株当たり中間純利益金

額
9円65銭

１株当たり純資産額 216円17銭

１株当たり当期純利益金

額
29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、１株当たり

中間純損失であり、また、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

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。

　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）純利益金額又は１株当たり中間純損失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)

中間（当期）純利益又は中間純損失（△）
（千円）

△171,160 63,320 198,895

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 5,000

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) (5,000)

普通株式に係る中間（当期）純利益

又は普通株式に係る中間純損失（△）

（千円）

△171,160 63,320 193,895

期中平均株式数（株） 6,563,500 6,563,500 6,563,500

（重要な後発事象）

    該当事項はありません。

５．販売の状況

 

　　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）

増減
（千円）

　　　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）

区分 金額(千円) 比率(％) 金額(千円) 比率(％) 金額(千円) 比率(％)

倉庫事業 1,395,258 46.5 1,539,173 48.7 143,915 2,856,808 46.6

１．保管料 (727,202) (24.2) (742,726) (23.5) (15,523) (1,478,350) (24.1)

２．荷役料 (617,034) (20.6) (688,357) (21.8) (71,322) (1,275,279) (20.8)

３．その他 (51,020) (1.7) (108,089) (3.4) (57,069) (103,177) (1.7)

運送事業 1,054,644 35.2 1,104,732 34.9 50,087 2,172,843 35.5

賃貸事業 548,918 18.3 520,220 16.4 △28,698 1,097,197 17.9

 合計 2,998,821 100.0 3,164,125 100.0 165,304 6,126,848 100.0
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