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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 24 日 

上 場 会 社 名         軽 貨 急 配 株 式 会 社                                    上 場 取 引 所           大証第二部 
コ ー ド 番 号         9374                                                  本社所在都道府県   大阪府 
（ＵＲＬ http://www.keikaexp.co.jp/） 
代 表 者         役職名 代表取締役社長              氏 名    西原 克敏 
問合せ先責任者         役職名 取 締 役 経 理 部 長                氏 名 谷 中  譲      TEL（06）6907－5770（代表） 
中間決算取締役会開催日   平成 18 年 11 月 24 日         配当支払開始日  平成－年－月－日 

単元株制度採用の有無      ◯有（1 単元 100 株）・無 

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。 
 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 19,320 （    9.9） 695 （△37.7） 651 （△35.6） 
17 年 9 月中間期 17,581 （    2.7） 1,116 （130.9） 1,010 （ 173.6） 
18 年 ３ 月 期 37,877 （   11.5） 2,560 （106.8） 2,101 （ 144.5） 

 
 中間(当期)純利益又は中間純損失(△) 1 株当たり中間(当期)純利益又は中間純損失(△) 
 百万円   ％ 円  銭 
18 年 9 月中間期 △5,959 （    －  ） △71 88 
17 年 9 月中間期 607 （    －  ） 9 83 
18 年 ３ 月 期 1,629 （    －  ） 23 68 

 

（注）1.期中平均株式数  18 年 9 月中間期 82,905,599 株  17 年 9 月中間期 61,796,724 株  18 年 3 月期 67,577,553 株 
2.会計処理の方法の変更   有・◯無 
3.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 
 

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 31,467 8,428 26.8    75 50 
17 年 9 月中間期 22,035 8,785 39.9    122 28 
18 年 ３ 月 期 28,422 9,460 33.3    123 63 

（注） 1.期末発行済株式数 18 年 9 月中間期 111,638,020 株 17 年 9 月中間期 71,840,930 株 18 年 3 月期 76,283,820 株 
 2.期末自己株式数 18 年 9 月中間期 618,972 株 17 年 9 月中間期 617,600 株 18 年 3 月期 617,652 株 
 3.17 年 9 月中間期及び 18 年 3 月期の純資産、自己資本比率、1 株当たり純資産には、従来の株主資本、株主資本比率、1 株当たり株主資本を

記載しております。 
 
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） 

   
売 上 高 経 常 利 益 当 期 純 利 益 

    
 

 百万円 百万円 百万円   
通 期       38,520 1,551 △5,166   

（参考） 1 株当たり予想当期純利益（通期） △46 円  27 銭 

（2）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 2.50 4.50 7.00 
19 年 3 月期(実績) ― ― 
19 年 3 月期(予想) ― 未定 未定 

(注)19 年 3 月の配当予想につきましては、確定次第後日ご報告いたします。 
 
（注）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おります。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。 
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２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

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(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

現金及び預金  2,890 3,690 6,050 

受取手形  0 1 0 

売掛金  2,432 2,623 2,969 

割賦売掛金  943 2,338 3,392 

譲渡対象債権  ― 6,789 ― 

たな卸資産  98 15 22 

未収入金  1,489 1,154 505 

立替金  410 1,300 403 

繰延税金資産  52 9 56 

関係会社短期貸付金  ― 2,949 959 

その他  1,206 455 625 

貸倒引当金  △19 △957 △211 

流動資産合計   9,505 43.1 20,370 64.7  14,775 52.0

Ⅱ 固定資産    

有形固定資産 ※１   

建物 ※２ 252 238 246 

土地 ※２ 416 416 416 

その他  178 172 163 

計  847 827 826 

無形固定資産  117 130 113 

投資その他の資産    

長期貸付金  1,278 346 316 

長期未収入金  3,029 2,480 3,103 

破産・更生債権 
その他これらに 
準ずる債権 

 2,884 812 1,469 

繰延税金資産  1,821 2,401 2,768 

差入保証金 ※２ 1,169 1,317 1,157 

劣後信託受益権  3,332 2,344 4,723 

その他 ※２ 1,321 1,863 1,064 

貸倒引当金  △3,271 △1,426 △1,895 

計  11,565 10,139 12,707 

固定資産合計   12,530 56.9 11,096 35.3  13,647 48.0

資産合計   22,035 100.0 31,467 100.0  28,422 100.0
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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(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

買掛金  126 209 302 

短期借入金 ※２ 2,900 3,963 1,500 

一年以内償還予定の 
社債  640 693 793 

一年以内返済予定の 
長期借入金 

 1,875 2,389 2,743 

委託事業主等 

未払金 
 2,083 2,267 2,311 

未払法人税等  44 62 102 

未払金  348 2,804 379 

賞与引当金  97 ― 106 

債権譲渡損失引当金  ― 5,979 ― 

その他  1,143 1,390 1,863 

流動負債合計   9,257 42.0 19,759 62.8  10,103 35.5

Ⅱ 固定負債    

社債  1,075 934 5,356 

長期借入金  2,521 1,966 3,110 

退職給付引当金  40 32 21 

役員退職慰労引当金  348 345 367 

その他  7 0 1 

固定負債合計   3,992 18.1 3,279 10.4  8,857 31.2

負債合計   13,250 60.1 23,038 73.2  18,961 66.7

    

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   3,763 17.1 ― ―  4,165 14.7

Ⅱ 資本剰余金    

資本準備金  3,687 ― 4,086 

資本剰余金合計   3,687 16.7 ― ―  4,086 14.4

Ⅲ 利益剰余金    

利益準備金  48 ― 48 

任意積立金  500 ― 700 

中間(当期) 
未処分利益  918 ― 595 

利益剰余金合計   1,466 6.7 ― ―  1,344 4.7

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  ― ― ― ―  △1 △0.0

Ⅴ 自己株式   △132 △0.6 ― ―  △132 △0.5

資本合計   8,785 39.9 ― ―  9,460 33.3

負債・資本合計   22,035 100.0 ― ―  28,422 100.0
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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   ― ― 6,815 21.7  ― ―

２ 資本剰余金    

(1) 資本準備金  ― 6,735 ― 

(2) その他資本剰余金  ― ― ― 

資本剰余金合計   ― ― 6,735 21.4  ― ―

３ 利益剰余金    

(1) 利益準備金  ― 48 ― 

別途積立金  ― 700 ― 

繰越利益剰余金  ― △5,736 ― 

利益剰余金合計   ― ― △4,987 △15.9  ― ―

４ 自己株式   ― ― △133 △0.4  ― ―

株主資本合計   ― ― 8,430 26.8  ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券 
  評価差額金 

  ― ― △1 △0.0  ― ―

評価・換算差額等 
合計 

  ― ― △1 △0.0  ― ―

純資産合計   ― ― 8,428 26.8  ― ―

負債・純資産合計   ― ― 31,467 100.0  ― ―
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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) 

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
(％)

金額(百万円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   17,581 100.0 19,320 100.0  37,877 100.0

Ⅱ 売上原価   11,917 67.8 13,683 70.8  25,831 68.2

売上総利益   5,664 32.2 5,636 29.2  12,046 31.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費   4,547 25.8 4,941 25.6  9,486 25.0

営業利益   1,116 6.4 695 3.6  2,560 6.8

Ⅳ 営業外収益 ※１  103 0.6 97 0.5  244 0.6

Ⅴ 営業外費用 ※２  209 1.2 141 0.7  702 1.9

経常利益   1,010 5.8 651 3.4  2,101 5.5

Ⅵ 特別利益 ※４  58 0.3 9 0.0  87 0.3

Ⅶ 特別損失 ※５  0 0.0 6,172 31.9  2 0.0

税引前中間(当期) 
純利益又は中間 
純損失(△) 

  1,068 6.1 △5,512 △28.5  2,187 5.8

法人税、住民税 
及び事業税  37 33 98 

法人税等調整額  424 461 2.6 413 446 2.3 459 557 1.5

中間(当期)純利益 
又は中間純損失(△)   607 3.5 △5,959 △30.8  1,629 4.3

前期繰越利益   310  310

合併引継未処理損失   ―  1,165

中間配当額   ―  179

中間(当期) 
未処分利益   918  595
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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  
資本金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 4,165 4,086 ― 4,086

中間会計期間中の変動額  

 新株の発行 

（転換社債の株式への転換） 
2,150 2,149 ― 2,149

 新株の発行 

（優先株式の発行） 
500 500 ― 500

 剰余金の配当  

 役員賞与の支給  

 中間純利益  

 自己株式の取得  

 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) 

2,650 2,649 ― 2,649

平成18年９月30日残高(百万円) 6,815 6,735 ― 6,735

 
株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

利益準備金 
別途積立金 繰越利益剰余金

利益剰余金合計
自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(百万円) 48 700 595 1,344 △132 9,460

中間会計期間中の変動額   

 新株の発行 

（転換社債の株式への転換） 
  4,300

 新株の発行 

（優先株式の発行） 
  1,000

 剰余金の配当  △343 △343  △343

 役員賞与の支給  △29 △29  △29

 中間純利益  △5,959 △5,959  △5,959

 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) 

― ― △6,332 △6,332 △0 △1,032

平成18年９月30日残高(百万円) 48 700 △5,736 △4,987 △133 8,430

 
 
 
 
 
 
 



－ 43 － 

評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 

評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

新株予約権 純資産合計

平成18年３月31日残高(千円) △1 △1 ― 9,460

中間会計期間中の変動額  

 新株の発行 

（転換社債の株式への転換） 
 4,300

 新株の発行 

（優先株式の発行） 
 1,000

 剰余金の配当  △343

 役員賞与の支給  △29

 中間純利益  △5,959

 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) 
0 0 0

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) 

0 0 ― △1,032

平成18年９月30日残高(百万円) △1 △1 ― 8,428

 



－ 44 － 

中間財務諸表作成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 

 ① 子会社株式 

   移動平均法による原

価法 

(1) 有価証券 

 ① 子会社株式 

同左 

(1) 有価証券 

 ① 子会社株式 

同左 

  ② その他有価証券 

   時価のあるもの 

    中間決算末日の市

場価格等に基づく

時価法によってお

ります。 

    (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) 

 ② その他有価証券 

   時価のあるもの 

    中間決算末日の市

場価格等に基づく

時価法によってお

ります。 

    (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) 

 ② その他有価証券 

   時価のあるもの 

    決算末日の市場価

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

原価法によってお

ります。 

   時価のないもの 

同左 

   時価のないもの 

同左 

 (2) たな卸資産 

 ① 商品 

   個別法による原価法

(2) たな卸資産 

 ① 商品 

同左 

(2) たな卸資産 

 ① 商品 

同左 

  ② 貯蔵品 

   最終仕入原価法 

 ② 貯蔵品 

同左 

 ② 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日以降取得した建物

(建物附属設備を除く)に

ついては、定額法によっ

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 10～50年

車輌運搬具 ４～６年 

(1) 有形固定資産 

同左 

(1) 有形固定資産 

同左 

 (2) 無形固定資産 

  自社利用のソフトウェ

アについては、社内にお

ける見込利用可能期間

(５年)に基づく定額法に

よっております。 

(2) 無形固定資産 

同左 

(2) 無形固定資産 

同左 

 (3) 長期前払費用 

  定額法によっておりま

す。 

(3) 長期前払費用 

同左 

(3) 長期前払費用 

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 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

  債権の貸倒れによる損

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。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 (2) 賞与引当金 

  従業員に対して支給す

る賞与に充てるため、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。 

(2) 賞与引当金 

  従業員に対して支給す

る賞与に充てるため、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。ただ

し、平成18年度冬季賞与

については支給しないこ

ととなったため、賞与引

当金を計上しておりませ

ん。 

(2) 賞与引当金 

  従業員に対して支給す

る賞与に充てるため、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) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備

えるため、当中間会計期

間末における退職給付債

務及び年金資産の額に基

づき、必要と認められる

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 

  従業員の退職給付に備

えるため、当期末におけ

る退職給付債務及び年金

資産の額に基づき、必要

と認められる額を計上し

ております。 

 (4) 役員退職慰労引当金 

  役員に対する退職慰労

金支給に備えるため、当

社内規に基づく中間会計

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 

  役員に対する退職慰労

金支給に備えるため、内

規に基づく中間会計期間

末要支給額を計上してお

ります。 

なお、当社は平成18年8

月25日開催の取締役会に

おいて、平成19年6月開催

予定の定時株主総会終結

のときをもって役員退職

慰労金制度を廃止し、在

任中の役員に対し、当社

所定の基準に基づきこれ

までの在任期間に係る退

職慰労金を退任時に支給

することを決議いたしま

した。従いまして、当中

間会計期間末日以降役員

退職慰労引当金は新たに

発生しておらず、当中間

会計期間末日における役

員退職慰労引当金残高

は、当該決議以前から在

任している役員に対する

支給予定額であります。

(4) 役員退職慰労引当金 

  役員に対する退職慰労

金支給に備えるため、当

社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) 

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 

５ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

  特例処理の要件を満た

している金利スワップ取

引について、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) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

  ヘッジ手段 

   デリバティブ取引 

   (金利スワップ取引)

  ヘッジ対象 

   変動金利支払いの借

入金 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

同左 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

同左 

 (3) ヘッジ方針 

  ヘッジ対象の範囲内で

借入金の金利変動リスク

をヘッジする手段として

金利スワップ取引を利用

することとしておりま

す。 

(3) ヘッジ方針 

同左 
(3) ヘッジ方針 

同左 

 (4) ヘッジの有効性評価の

方法 

  金利スワップの特例処

理の要件に該当するた

め、その判定をもって有

効性の判定に代えており

ます。 

(4) ヘッジの有効性評価の

方法 

同左 

(4) ヘッジの有効性評価の

方法 

同左 

６ 収益の計上基準  割賦販売による収益の計

上基準は、販売基準を採用

しておりますが、割賦によ

り販売した利息部分の収益

については「割賦前受利息」

(流動負債「その他」)とし

て、繰延べております。 

 なお、実現した割賦利息

につきましては、売上高に

計上しております。 

同左  割賦販売による収益の計

上基準は、販売基準を採用

しておりますが、割賦によ

り販売した利息部分の収益

については、「割賦前受利

息」として繰延べておりま

す。なお、実現した割賦利

息につきましては、売上高

に計上しております。 

７ 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 

税抜方式によっておりま

す。 

 なお、仮払消費税等及び

仮受消費税等はこれを相殺

の上、流動負債の「その他」

に含めて表示しておりま

す。 

消費税等の会計処理 

同左 
消費税等の会計処理 

税抜方式によっておりま

す。 
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中間財務諸表作成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。 

――― 

 

(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。 

――― (貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等) 

 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」（企業会計基準委員会  平成

17年12月9日  企業会計基準第5号）

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」

（企業会計基準委員会  平成17年12

月9日  企業会計基準適用指針第8

号）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。 

 これまでの資本の部」の合計に相

当する金額は8,428百万円でありま

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。 

――― 

 (ストック・オプション等に関する会

計基準等) 

 当中間会計期間から「ストック・オ

プション等に関する会計基準」（企業

会計基準委員会  平成17年12月27日

企業会計基準第8号）及び「ストック・

オプション等に関する会計基準の適

用指針」（企業会計基準委員会  最終

改正平成18年5月31日  企業会計基準

適用指針第11号）を適用しておりま

す。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 
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表示方法の変更 

 

前中間会計期間 
(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) 

――― （中間貸借対照表） 

前中間会計期間まで流動資産の「その他」に含めて表

示しておりました「関係会社短期貸付金」は、資産総額

の100分の5を超えることとなったため区分掲記すること

に変更いたしました。なお、前中間会計期間末における

「関係会社短期貸付金」は659百万円であります。 
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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 

693百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

768百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

732百万円

※２ 担保提供資産 

  (金融機関に対するもの) 

  (1) 担保提供資産 

建物 162百万円

土地 326百万円

計 488百万円 

※２ 担保提供資産 

  (金融機関に対するもの) 

  (1) 担保提供資産 

建物 154百万円

土地 326百万円

計 480百万円 

※２ 担保提供資産 

  (金融機関に対するもの) 

  (1) 担保提供資産 

建物 158百万円

土地 326百万円

計 484百万円 
  (2) 上記に対応する債務 

短期借入金 500百万円  
  (2) 上記に対応する債務 

短期借入金 260百万円

一年以内 
返済予定の
長期借入金

160百万円

長期借入金 80百万円

計 500百万円 

  (2) 上記に対応する債務 

短期借入金 184百万円

一年以内 
返済予定の 
長期借入金 

140百万円

長期借入金 175百万円

計 500百万円 
  (上記以外のもの) 

  (1) 担保提供資産 

差入保証金 689百万円

投資その他 
の資産 
「その他」 

50百万円

計 739百万円

    当社が信販会社に対して行

っている注記３(1)の保証債

務の担保に供しております。 

  (上記以外のもの) 

  (1) 担保提供資産 

差入保証金 787百万円

    当社が信販会社に対して行

っている注記３(1)の保証債

務の担保に供しております。

  (上記以外のもの) 

  (1) 担保提供資産 

差入保証金 749百万円

    当社が信販会社に対して行

っている注記３(1)の債務保

証の担保に供しております。
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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) 

前事業年度末 
(平成18年３月31日) 

 ３ 保証債務 

 (1) 当社委託事業主の下記の信販

会社からの割賦債務及びリース

債務に対して次のとおり債務保

証を行っております。 

㈱クオーク 200百万円

日本カーソリ
ューションズ
㈱ 

135百万円

オリックス 
自動車㈱ 

1百万円

㈱セントラル 
ファイナンス 

14百万円

ＧＥコンシュ
ーマー・ファ
イナンス㈱ 

0百万円

㈱アプラス 279百万円

㈱エムシーコ 
ンビニエンス 

130百万円

Ｔ＆Ｄ太陽 
大同リース㈱ 

23百万円

三洋電機 
クレジット㈱ 

73百万円

アコム㈱ 91百万円

九州 
日本信販㈱ 

30百万円

計 980百万円
 

 ３ 保証債務 

 (1) 当社委託事業主の下記の信販

会社からの割賦債務及びリース

債務に対して次のとおり債務保

証を行っております。 

㈱クオーク 200百万円

日本カーソリ
ューションズ
㈱ 

62百万円

㈱セントラル
ファイナンス

15百万円

ＧＥコンシュ
ーマー・ファ
イナンス㈱ 

0百万円

㈱アプラス 345百万円

Ｔ＆Ｄ太陽 
大同リース㈱

7百万円

三洋電機 
クレジット㈱

60百万円

アコム㈱ 91百万円

九州 
日本信販㈱ 

56百万円

新生セールス
ファイナンス
㈱ 

3百万円

新洋信販㈱ 14百万円

計 858百万円
 

 ３ 保証債務 

 (1) 当社委託事業主の下記の信販

会社からの割賦債務及びリース

債務に対して次のとおり債務保

証を行っております。 

㈱クオーク 200百万円

日本カーソリ
ューションズ
㈱ 

100百万円

オリックス 
自動車㈱ 

0百万円

㈱セントラル 
ファイナンス 

15百万円

ＧＥコンシュ
ーマー・ファ
イナンス㈱ 

0百万円

㈱アプラス 325百万円

Ｔ＆Ｄ太陽 
大同リース㈱ 

14百万円

三洋電機 
クレジット㈱ 

73百万円

アコム㈱ 91百万円
九州 
日本信販㈱ 

39百万円

新生セールス
ファイナンス
㈱ 

3百万円

計 865百万円

なお、日本カーソリューショ

ンズ㈱は、平成17年10月１日付

でＮＴＴオートリース㈱とセン

チュリー・オート・リース㈱が

合併したことにより商号変更し

たものであります。 

 (2) 関係会社の金融機関等からの

借入、割賦債務及びリース債務

に対して次のとおり債務保証を

行っております。 

㈱エムシーコ
ンビニエンス 

6,785百万円 

軽貨急配シー
エス㈱ 

476百万円 

計 7,262百万円  

 (2) 関係会社の金融機関等からの

借入、割賦債務及びリース債務

に対して次のとおり債務保証を

行っております。 

軽貨急配シー
エス㈱ 

2,684百万円

軽貨エクスプ
レス㈱ 

580百万円

軽貨急配マー
ケットサービ
ス㈱ 

109百万円

計 3,374百万円 

 (2) 関係会社の金融機関等からの

借入、割賦債務及びリース債務

に対して次のとおり債務保証を

行っております。 

軽貨急配シー
エス㈱ 

2,318百万円
 

 ４ 当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行６行と

当座貸越契約及び貸出コミット

メント契約を締結しておりま

す。これら契約に基づく当中間

会計期間末の借入未実行残高は

次のとおりであります。 

当座貸越極度 
額及び貸出コ 
ミットメント 
の総額 

3,650百万円

借入実行残高 2,450百万円

差引額 1,200百万円 

 ４ 当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行9行と

当座貸越契約及び貸出コミット

メント契約を締結しておりま

す。これら契約に基づく当中間

会計期間末の借入未実行残高は

次のとおりであります。 

当座貸越極度
額及び貸出コ
ミットメント
の総額 

3,420百万円

借入実行残高 3,420百万円

差引額 －百万円 

 ４ 当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行９行と

当座貸越契約及び貸出コミット

メント契約を締結しておりま

す。これら契約に基づく当事業

年度の借入未実行残高は次のと

おりであります。 

当座貸越極度 
額及び貸出コ 
ミットメント 
の総額 

3,420百万円

借入実行残高 1,000百万円

差引額 2,420百万円 
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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 営業外収益の主要項目 
損害金収入 30百万円
受取手数料 36百万円
受取利息 19百万円 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取手数料 20百万円

受取利息 20百万円 

※１ 営業外収益の主要項目 
損害金収入 95百万円
受取手数料 75百万円
受取利息 30百万円 

※２ 営業外費用の主要項目 
支払利息 50百万円 

支払手数料 118百万円  

※２ 営業外費用の主要項目 
支払利息 42百万円

支払手数料 59百万円 

※２ 営業外費用の主要項目 
支払利息 93百万円
支払手数料 442百万円 

 ３ 減価償却実施額 
有形固定資産 40百万円
無形固定資産 5百万円 

 ３ 減価償却実施額 
有形固定資産 38百万円
無形固定資産 5百万円 

 ３ 減価償却実施額 
有形固定資産 86百万円
無形固定資産 12百万円 

※４ 特別利益の主要項目 

貸倒引当金戻
入益 

56百万円 
 

※４ 特別利益の主要項目 

役員退職慰労
引当金戻入益

9百万円
 

※４ 特別利益の主要項目 

貸倒引当金戻
入益 

86百万円

 
 ※５ 特別損失の主要項目 

債権譲渡損失
引当金繰入額

5,979百万円

 

 

 

(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 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式（株） 617,652 1,320 － 618,972
 

  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加 1,320株 

 

(リース取引関係) 

当社は証券取引法第27条の30の6の規定に基づき電子開示手続を行っておりますので記載を省略しております。 

 

(有価証券関係) 
 

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) 

前事業年度末 
(平成18年３月31日現在) 

子会社株式で時価のあるもの 

 該当事項はありません。 

同左 同左 

 

(１株当たり情報) 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 
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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) 

１ 株式会社エムシーコンビニエン
スとの合併 

  当社は、経営環境の変化に対処
し経営基盤強化を図ることを目的
として100％子会社である株式会
社エムシーコンビニエンスを、平
成17年10月１日付にて簡易合併の
手続きにより吸収合併いたしまし
た。 

  合併に関する事項の概要は以下
のとおりであります。 

 (1) 合併期日 
   平成17年10月１日 
 (2) 合併の方法等 
   当社を存続会社とし株式会社

エムシーコンビニエンスを解散
会社とする吸収合併とし、合併
による新株の発行及び資本金の
増加は行わず、また、合併交付
金の支払はありません。 

 (3) 財産の引継 
   合併期日において株式会社エ

ムシーコンビニエンスの資産・
負債及び権利義務の一切を引継
ぎました。 

 (4) 株式会社エムシーコンビニエ
ンスの経営成績及び財政状態 

   業績(平成17年９月中間期) 
    売上高 839,884千円
    経常損失 32,750千円
    当期純損失 59,544千円

資産負債の状況(平成17年９
月30日現在の帳簿価額) 

    資産合計 5,163,489千円 
    負債合計 4,868,751千円 
    資本合計 294,737千円 
  この合併により、株式会社ＭＣ

コンビニエンスにおいて長期前払
費用として資産計上しておりまし
た当社に対する加盟店手数料の期
間末経過残高1,013,022千円を合
併時において消却した事等により
合併引継未処理損失は1,213,285
千円となっております。 

―――  当社は、平成18年５月12日付で㈱
プラスパの全株式を取得し連結子会
社といたしました。 
１ 取得株式数、取得金額及び取得

前後の所有株式の状況 
 (1) 異動前の所有株式数 

0株  (所有割合   0％)
 (2) 取得株式数 

340株(取得金額150,008千円)
 (3) 異動後の所有株式数 

340株  (所有割合  100％)
２ 異動する子会社(㈱プラスパ)の

概要 
 (1) 商号 

㈱プラスパ 
 (2) 代表者 

代表取締役社長 北野榮市 
 (3) 所在地 

埼玉県草加市青柳６丁目44番
10号 

 (4) 設立年月日 
平成７年１月26日 

 (5) 主な事業の内容 
貨物利用運送事業 
貨物自動車運送事業 

 (6) 決算期 
１月31日 

 (7) 従業員数 
159名(平成17年５月現在) 

 (8) 資本の額 
17,000千円 

 (9) 発行済株式総数 
340株 

 (10) 大株主構成及び所有割合 
北野榮市 340株 100％ 

３ 取得目的 
  運送事業の強化及びフォワーデ

ィング事業の展開のため。 

   
２ 新株予約権付社債の発行 
  当社は、平成17年11月25日開催

の取締役会において、第２回無担
保転換社債型新株予約権付社債の
発行を決議し、平成17年12月12日
に発行いたしました。 

  発行の概要は以下のとおりであ
ります。 

 (1) 発行総額 
   5,000,000千円 
 (2) 発行価額 
   額面100円につき金100円 
 (3) 払込期日及び発行日 
   平成17年12月12日 
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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) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (4) 償還期限 
   平成22年12月10日 
 (5) 利率 
   本社債には利息を付さない。 
 (6) 当初転換価額 
   226円 
 (7) 新株予約権の行使期間 
   平成17年12月13日から 
   平成22年12月９日まで 
 (8) 担保又は保証 
   なし 
 (9) 資金の使途 
   当社の完全子会社であるトラ

ステックスリース㈱の設備投資
のための融資、及び当社の運送
事業の成長・拡大のためのＭ＆
Ａ資金に充当する予定。 

  

   
３ 新株予約権の発行 
  当社は、平成17年６月29日開催

の第18期定時株主総会で決議した
商法第280条ノ20及び第280ノ21の
規定に基づくストックオプション
としての新株予約権の発行につい
て、平成17年12月16日開催の取締
役会において以下のとおり当該新
株予約権の発行を決議いたしまし
た。 
発行日 平成17年12月26日 
発行数 25,000個 
発行価額 
目的となる株式の種類及び数 
 普通株式 2,500,000株 
行使に際しての払込価額 
 １株当たり   213円 
行使期間 
 平成17年12月26日から 
 平成20年12月25日まで 
取得の申込みの勧誘の相手方の
人数及びその内訳 
 当社取締役 ５名 24,700個 
 当社常勤監査役 １名 300個 
権利行使の条件 
 権利行使の条件については、
当社と付与対象者との間で締結
する契約書に定めるところによ
ります。 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


