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１．18年12月期の業績（平成18年１月１日～平成18年12月31日）

(1）経営成績 （百万円未満切捨）

営業収益 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年12月期 3,245 (142.5) 1,866 (352.9) 1,962 (―)

17年12月期 1,338 (△79.9) 412 (152.8) 84 (△65.3)

当期純利益
（△は純損失）

１株当たり
当期純利益

（△は純損失）

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率
(△は純損失率)

総資産
経常利益率

営業収益
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年12月期 247 (―) 1,902 59 1,741 15 2.8 5.0 60.5

17年12月期 △117 (―) △924 33 ― ― △1.4 0.3 6.3

（注）①期中平均株式数 18年12月期 129,959株 17年12月期 127,063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、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2）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12月期 41,553 8,782 21.1 67,205 10

17年12月期 36,363 8,945 24.6 69,383 58

（注）①期末発行済株式数 18年12月期 130,684株 17年12月期 128,921株

②期末自己株式数 18年12月期 ―株 17年12月期 ―株

２．19年12月期の業績予想（平成19年１月１日～平成19年12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

中間期 1,600 800 800

通期 3,200 1,600 1,200

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　9,182円 46銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円） 配当金総額
(百万円)

配当性向
（％）

純資産配当
率（％）第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間

17年12月期 － － － 650 － 650 83 － 0.9

18年12月期 － － － 2,000 － 2,000 261 105.1 3.0

19年12月期（予想） － － － 2,300 － 2,300    

※　上記の業績予想は、現時点での入手可能な情報による判断及び仮定に基づいて算定しており、リスクや不確定要素の

変動及び経済情勢等の変化により、実際の業績は、本資料における見通しと異なる可能性があります。

なお、上記の業績予想の前提条件その他の関連する事項につきましては、添付資料の６頁をご参照下さい。
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６．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成17年12月31日）
当事業年度

（平成18年12月31日）
対前年差

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１　現金及び預金   2,823,129   2,253,962  △569,167

２　前払費用   44,300   38,466  △5,834

３　短期貸付金 ※１  5,250,530   3,457,779  △1,792,750

４　未収入金 ※１  142,090   60,305  △81,784

５　立替金 ※１  326,914   92,123  △234,791

６　その他 ※１  242,562   34,959  △207,602

流動資産合計   8,829,527 24.3  5,937,597 14.3 △2,891,929

Ⅱ　固定資産         

１　有形固定資産         

(1）建物  108,053   173,832    

減価償却累計額  7,983 100,069  21,764 152,067  51,997

(2）器具備品  28,233   79,722    

減価償却累計額  21,701 6,532  27,271 52,450  45,917

(3）土地   886,013   886,013  －

有形固定資産合計   992,616 2.7  1,090,531 2.6 97,914

２　無形固定資産         

(1）商標権   1,686   1,481  △204

(2）ソフトウエア   49,343   286,476  237,133

(3）その他   4,680   4,884  204

無形固定資産合計   55,709 0.2  292,842 0.7 237,132
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前事業年度

（平成17年12月31日）
当事業年度

（平成18年12月31日）
対前年差

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額
（千円）

３　投資その他の資産         

(1）投資有価証券   4,528,078   4,086,606  △441,471

(2）関係会社株式   20,948,415   24,729,400  3,780,984

(3）出資金   510   510  －

(4）関係会社出資金   2,000   －  △2,000

(5）長期貸付金  ※１  302,514   200,000  △102,514

(6）関係会社長期貸付
金

  500,000   5,827,161  5,327,161

(7）破産更生債権等   21,306   21,306  －

(8）長期前払費用   4,095   4,213  117

(9）差入保証金 ※１  193,088   364,566  171,478

(10）保険積立金   9,384   10,119  735

(11）その他   537   551  13

貸倒引当金   △24,318   △637,096  △612,777

関係会社株式損失
引当金

  －   △375,165  △375,165

投資その他の資産合
計

  26,485,612 72.8  34,232,175 82.4 7,746,562

固定資産合計   27,533,939 75.7  35,615,549 85.7 8,081,610

資産合計   36,363,466 100.0  41,553,146 100.0 5,189,680
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前事業年度

（平成17年12月31日）
当事業年度

（平成18年12月31日）
対前年差

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額
（千円）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１　短期借入金 ※５  6,900,000   11,900,000  5,000,000

２　１年内返済予定長期
借入金

  1,772,900   2,236,450  463,550

３　１年内償還予定社債   130,000   130,000  －

４　未払金 ※１  61,434   214,283  152,849

５　未払費用   67,270   106,184  38,914

６　未払法人税等   6,663   514,302  507,639

７　前受金 ※１  1,758   14,366  12,608

８　預り金 ※１  203,354   327,427  124,073

流動負債合計   9,143,381 25.1  15,443,015 37.2 6,299,633

Ⅱ　固定負債         

１　社債   5,295,000   5,165,000  △130,000

２　長期借入金 ※５  12,455,450   12,159,000  △296,450

３　繰延税金負債   521,134   －  △521,134

４　その他   3,500   3,500  －

固定負債合計   18,275,084 50.3  17,327,500 41.7 △947,584

負債合計   27,418,466 75.4  32,770,515 78.9 5,352,049

         

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※３  3,833,934 10.5  － － －

Ⅱ　資本剰余金         

１　資本準備金  4,015,097   －    

資本剰余金合計   4,015,097 11.1  － － －

Ⅲ　利益剰余金         

１　当期未処分利益  336,359   －    

利益剰余金合計   336,359 0.9  － － －

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

※４  759,608 2.1  － － －

資本合計   8,945,000 24.6  － － －

負債及び資本合計   36,363,466 100.0  － － －
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前事業年度

（平成17年12月31日）
当事業年度

（平成18年12月31日）
対前年差

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額
（千円）

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１　資本金 ※３  － －  3,833,934 9.2 －

２　資本剰余金         

(1）資本準備金  －   5,163,451    

資本剰余金合計   － －  5,163,451 12.4 －

３　利益剰余金         

(1）その他利益剰余金         

繰越利益剰余金  －   499,819    

利益剰余金合計   － －  499,819 1.2 －

株主資本合計   － －  9,497,204 22.8 －

Ⅱ　評価・換算差額等         

１　その他有価証券評価
差額金

  － －  △714,574 △1.7 －

評価・換算差額等合計   － －  △714,574 △1.7 －

純資産合計   － －  8,782,630 21.1 －

負債純資産合計   － －  41,553,146 100.0 －
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

対前年差

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額
（千円）

Ⅰ　営業収益 ※１  1,338,515 100.0  3,245,852 100.0 1,907,337

Ⅱ　営業費用 ※２  925,920 69.2  1,379,850 42.5 453,929

営業利益   412,594 30.8  1,866,001 57.5 1,453,407

Ⅲ　営業外収益         

１　受取利息 ※１ 71,889   190,436    

２　受取配当金  28,381   164,184    

３　受取手数料  16,853   15,565    

４　その他  942 118,068 8.8 10,056 380,242 11.7 262,174

Ⅳ　営業外費用         

１　支払利息  157,438   253,323    

２　社債利息  1,421   1,229    

３　社債発行費  26,496   －    

４　新株発行費  984   －    

５　出資組合投資損失  30,911   －    

６　支払手数料 ※４ 217,500   －    

７　その他  11,564 446,316 33.3 28,786 283,339 8.7 △162,977

経常利益   84,346 6.3  1,962,905 60.5 1,878,559
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前事業年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

対前年差

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額
（千円）

Ⅴ　特別利益         

１　投資有価証券売却益  20,250 20,250 1.5 9,032 9,032  △11,217

Ⅵ　特別損失         

１　固定資産除却損 ※３ －   7,373    

２　賃借施設原状復旧費  －   2,836    

３　投資有価証券評価損  8,592   －    

４　関係会社株式評価損  208,491   101,143    

５　関係会社株式売却損  3,750   10,772    

６　関係会社株式損失引当
金繰入額

 －   375,165    

７  貸倒引当金繰入額  －   615,291    

８　その他  － 220,834 16.5 23,403 1,135,986 35.0 915,152

税引前当期純利益又は
税引前当期純損失
（△）

  △116,237 △8.7  835,951 25.8 952,189

法人税、住民税及び事
業税

 1,210   588,692    

法人税等調整額  － 1,210 0.1 － 588,692 18.1 587,482

当期純利益又は当期純
損失（△）

  △117,447 △8.8  247,258 7.6 364,706

前期繰越利益   453,807   －  －

当期未処分利益   336,359   －  －
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(3）利益処分案及び株主資本等変動計算書

利益処分計算書

  
前事業年度

株主総会承認日
（平成18年３月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　当期未処分利益   336,359

Ⅱ　利益処分額    

１　配当金  83,798 83,798

Ⅲ　次期繰越利益   252,560

株主資本等変動計算書

当事業年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

 

株主資本

資本金
資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金 資本剰余金合計 繰越利益剰余金 利益剰余金合計

平成17年12月31日　残高（千円） 3,833,934 4,015,097 4,015,097 336,359 336,359 8,185,391

事業年度中の変動額       

新株の発行 － 1,148,353 1,148,353 － － 1,148,353

剰余金の配当 － － － △83,798 △83,798 △83,798

当期純利益 － － － 247,258 247,258 247,258

株主資本以外の項目の事業年度中の
変動額（純額）

－ － － － － －

事業年度中の変動額合計（千円） － 1,148,353 1,148,353 163,460 163,460 1,311,813

平成18年12月31日　残高（千円） 3,833,934 5,163,451 5,163,451 499,819 499,819 9,497,204

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評

価差額金
評価・換算差額等

合計

平成17年12月31日　残高（千円） 759,608 759,608 8,945,000

事業年度中の変動額    

新株の発行 － － 1,148,353

剰余金の配当 － － △83,798

当期純利益 － － 247,258

株主資本以外の項目の事業年度中の
変動額（純額）

△1,474,182 △1,474,182 △1,474,182

事業年度中の変動額合計（千円） △1,474,182 △1,474,182 △162,369

平成18年12月31日　残高（千円） △714,574 △714,574 8,782,630

－ 8 －



重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１　有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法による原価法によっており

ます。

(1）子会社株式及び関連会社株式

同左

(2）その他有価証券

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）によっております。

(2）その他有価証券

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）によっております。

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

　移動平均法による原価法によってお

ります。なお、投資事業有限責任組合

及びそれに類する組合への出資（証券

取引法第２条第２項により有価証券と

みなされるもの）については、組合契

約に規定される決算報告日に応じて入

手可能な最近の決算書を基礎とし、持

分相当額を純額で取り込む方法によっ

ております。

２　固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法によっております。ただし、建

物（附属設備を除く）につきましては定

額法によっております。

(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エアにつきまして

は、社内における利用可能期間（５年以

内）に基づく定額法、その他の無形固定

資産につきましては定額法によっており

ます。

(2）無形固定資産

同左

(3）長期前払費用

　均等償却によっております。

(3）長期前払費用

同左

３　繰延資産の処理方法 (1）社債発行費

　支出時に全額費用として処理しており

ます。

(1）社債発行費

同左

(2）新株発行費

　支出時に全額費用として処理しており

ます。

(3）─────

(2）─────

 

(3）株式交付費

　支出時に全額費用として処理しており

ます。

４　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、

一般債権につきましては貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権につきましては

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。

(2）─────

(1）貸倒引当金

同左

 

 

 

 

(2）関係会社株式損失引当金

　関係会社に対する投資により発生の見込

まれる損失に備えるため、各社の財政状態

を勘案して必要額を計上しております。
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項目
前事業年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

５　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

ス取引につきましては、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

６　その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理方法

　税抜方式によっております。

消費税等の会計処理方法

同左
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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

────── （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）

　当事業年度より、「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。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は8,782,630千円

であり、純資産の部の金額と同額です。

　なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度におけ

る貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務諸表

等規則により作成しております。

 ────── （繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い）

　当事業年度より、「繰延資産の会計処理に関する当面の

取扱い」（企業会計基準委員会　平成18年８月11日  実務

対応報告第19号）を適用しております。
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表示方法の変更

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

────── （損益計算書）

  前期まで区分掲記しておりました「支払手数料」（当期

は5,000千円）は、営業外費用の総額の100分の10以下と

なったため、営業外費用の「その他」に含めて表示するこ

とにしました。

追加情報

前事業年度
（自　平成17年１月１日

至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

（外形標準課税）

　「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律第

９号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月１日

以降に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入され

たことに伴い、当事業年度から「法人事業税における外形

標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取

扱い」（平成16年２月13日企業会計基準委員会実務対応報

告第12号）に従い、法人事業税の付加価値割及び資本割

5,453千円を販売費及び一般管理費として処理しておりま

す。

──────
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成17年12月31日）

当事業年度
（平成18年12月31日）

※１　関係会社に対する資産及び負債は、次のとおりであ

ります。

※１　関係会社に対する資産及び負債は、次のとおりであ

ります。

短期貸付金 5,150,510千円

未収入金 48,049千円

立替金 326,698千円

流動資産　その他（未収収益） 17,297千円

差入保証金 7,014千円

未払金 9,171千円

前受金 1,758千円

預り金 173,570千円

短期貸付金 3,357,779千円

未収入金 57,969千円

立替金 90,494千円

流動資産　その他（未収収益） 32,840千円

長期貸付金 5,827,161千円

差入保証金 7,014千円

未払金 22,979千円

前受金 12,795千円

預り金 295,331千円

　２　保証債務

(1)           ──────

　２　保証債務

(1) 下記関係会社について、未払契約保証金に対し支

払保証を行っております。

日本貨物急送㈱ 238,560千円

計 238,560千円

(2) 下記関係会社について、リース債務に対し債務保

証を行っております。

マーケティングパートナー㈱ 17,652千円

ＳＢＳスタッフ㈱ 7,789千円

㈲フォワード 566千円

計 26,009千円

(2) 下記関係会社について、リース債務に対し債務保

証を行っております。

マーケティングパートナー㈱ 11,768千円

ＳＢＳスタッフ㈱ 2,563千円

日本貨物急送㈱ 269,568千円

計 283,899千円

※３　会社が発行する株式の総数 普通株式 379,440株

発行済株式総数 普通株式 128,921株

※３　          ──────   

   

※４　配当制限

　商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価

を付したことにより増加した純資産額は759,608千円

であります。

※４　          ──────

 

※５　当座貸越契約及びタームローン契約

　当社は、当座貸越契約及びタームローン契約を締結

しております。なお、当事業年度における借入金未実

行残高等は、次のとおりであります。

※５　当座貸越契約

　当社は、当座貸越契約を締結しております。なお、

当事業年度における借入金未実行残高等は、次のとお

りであります。

当座貸越極度額及びタームロー

ンの総額
19,950,000千円

借入実行残高 16,600,000千円

差引額 3,350,000千円

当座貸越極度額の総額 17,850,000千円

借入実行残高 11,900,000千円

差引額 5,950,000千円
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

※１　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

※１　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

関係会社への営業収益 1,308,030千円

関係会社よりの受取利息 54,575千円

関係会社への営業収益 3,149,781千円

関係会社よりの受取利息 175,283千円

※２　営業費用のうち、主要なものは次のとおりでありま

す。

　主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

※２　営業費用のうち、主要なものは次のとおりでありま

す。

　主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

人件費 316,262千円

減価償却費 23,015千円

賃借料 130,278千円

旅費交通費 13,134千円

広告宣伝費 10,853千円

業務委託料 127,413千円

支払手数料 63,010千円

リース料 136,337千円

人件費 539,902千円

減価償却費 66,155千円

賃借料 256,639千円

旅費交通費 27,181千円

広告宣伝費 44,095千円

業務委託料 92,003千円

支払手数料 129,234千円

リース料 39,005千円

※３　　　　　　　 ────── ※３　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

建物 5,412千円

器具備品 1,961千円

※４　営業外費用に計上されている「支払手数料」は、取

引銀行との間に設定されたタームローン契約に係るア

レンジメントフィー、エージェントフィーであります。

※４　             ──────

（株主資本等変動計算書関係）

当事業年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

該当事項はありません。 
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①　リース取引

ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。

②　有価証券

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

区分

前事業年度（平成17年12月31日） 当事業年度（平成18年12月31日）

貸借対照表
計上額
（千円）

時価（千円） 差額（千円）
貸借対照表
計上額
（千円）

時価（千円） 差額（千円）

子会社株式 16,125,040 14,102,257 △2,022,783 － － －

計 16,125,040 14,102,257 △2,022,783 － － －

③　税効果会計

前事業年度
（平成17年12月31日）

当事業年度
（平成18年12月31日）

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産  

未払事業税 2,220千円

投資有価証券評価損 3,471千円

関係会社株式評価損 84,835千円

貸倒引当金繰入超過額 4,334千円

繰越欠損金 223,466千円

その他 1,376千円

繰延税金資産小計 319,705千円

評価性引当額 △319,705千円

繰延税金資産合計 －千円

  

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △521,134千円

繰延税金負債合計 △521,134千円

繰延税金資産  

未払事業税 34,876千円

関係会社株式評価損 84,835千円

関係会社株式損失引当金 152,654千円

貸倒引当金繰入超過額 251,762千円

その他有価証券評価差額金 290,760千円

その他 53,688千円

繰延税金資産小計 868,577千円

評価性引当額 △868,577千円

繰延税金資産合計 －千円

  

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

　税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略し

ております。

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.7％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項

目

0.5％

受取配当等永久に益金に算入されない

項目

△25.4％

所得税額控除 4.3％

未払費用否認 6.2％

仮払税金償却不算入額 4.5％

住民税均等割額 0.5％

留保金課税額 16.1％

繰越欠損金の当期控除額 △26.9％

評価性引当金の増減 48.4％

その他 1.5％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 70.4％
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１株当たり純資産額 69,383円58銭

１株当たり当期純損失 924円33銭

１株当たり純資産額 67,205円10銭

１株当たり当期純利益 1,902円59銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につき

ましては、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損

失であるため記載しておりません。

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

額
1,741円15銭

　（注）　１株当たり当期純利益又は当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前事業年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１株当たり当期純利益又は当期純損失金額

（△）
  

当期純利益又は当期純損失（△）

（千円）
△117,447 247,258

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失

（△）（千円）
△117,447 247,258

普通株式の期中平均株式数（株） 127,063 129,959

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

2010年10月８日満期円貨建転換社債

型新株予約権付社債。

①本社債の発行総額

5,000,000千円

②本社債の額面金額

5,000千円

③本社債の発行価額

本社債額面金額の100％

④本社債の利息

利息は付さない

⑤払込期日及び発行日

2005年10月11日（スイス時間）

⑥発行する本新株予約権の総数

1,000個

⑦本新株予約権の行使に際して払込

をなすべき額

（転換価額）436千円

 ────
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（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１　株式会社全通の株式の取得について

　当社は平成18年１月５日に、平成17年11月15日開催の

当社臨時取締役会決議に基づき、株式会社全通の株式を

取得し、同社は当社の子会社となりました。

　今回、関東圏を中心に低温度帯の輸配送業務と食品の

加工業務を主に展開している株式会社全通の株式取得は、

当社子会社であるフーズレック株式会社の低温物流事業

と親和性が高く、両社の持つ技術やノウハウの共有化を

進めることで、サービス品質の向上が図られ、シナジー

効果追求を積極的に行なうことにより、連結ベースでの

収益基盤の拡大を見込むものであります。

　株式の取得の概要は下記のとおりであります。

(1）商号　　　株式会社全通

(2）事業内容　一般貨物、予冷定温輸送及び共同配送並

びに個別宅配事業

(3）資本金　　　　　83,450千円

(4）売上高　　　10,265,504千円（平成17年３月期）

(5）取得前後の株式所有の状況

異動前保有株式数　　　－株（所有割合　０％）

取得株式数　　　　 1,669株

取得価格　　 2,001,242千円

取得後の持分比率　　 100％

 ─────
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７．役員の異動
(1）当事業年度中の役員の異動

①　代表者の異動

　該当事項はありません。

②　その他の異動

　該当事項はありません。
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