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(百万円未満切捨て) 

1．平成 19 年 9月中間期の連結業績（平成 19 年 4 月 1日～平成 19 年 9月 30 日） 

（1）連結経営成績                                                 （％表示は対前年中間期増減率) 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 中間（当期）純利益 

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

19 年 9 月中間期 15,667 （△29.4） △224 （  －） △442 （  －） △3,437 （  －）

18 年 9 月中間期 22,198 （16.3） 351 （△70.5） 319 （△70.5） △12,029 （  －）

19 年 3 月期 43,559 （8.9） △623 （  －） △1,230 （  －） △14,945 （  －）

 

 
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 

    円   銭     円   銭

19 年 9 月中間期 △47 20 － －

18 年 9 月中間期 △145 10 － －

19 年 3 月期 △107 31 － －

（参考）持分法投資損益  19 年 9 月中間期 －百万円 18 年 9 月中間期 －百万円 19 年 3 月期 －百万円 

 
（2）連結財政状態 

 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

19 年 9 月中間期 15,087 849 5.6 6 82

18 年 9 月中間期 24,764 1,586 6.3 △12 84

19 年 3 月期 12,092 △918 △7.8 △4 48

（参考）自己資本 19 年 9 月中間期 847 百万円 18 年 9 月中間期 1,567 百万円 19 年 3 月期  △946 百万円 

 

（3）連結キャッシュ・フローの状況 

営業活動による 投資活動による 財務活動による 現金及び現金同等物  

キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー 期 末 残 高 

 百万円 百万円 百万円 百万円

19 年 9 月中間期 △2,680 27 2,901 1,553

18 年 9 月中間期 △1,848 △433 567 3,796

19 年 3 月期 △2,271 692 △2,408 1,523

 
2．配当の状況  

  1 株当たり年間配当金 

(基準日) 中間期末 期末 年間 

  円  銭 円  銭 円  銭

19 年 3 月期 － － － － － －

20 年 3 月期 － － － － － －

20 年 3 月期 

（予想） 
－ － － － － －

 

3．平成 20 年 3月期の連結業績予想（平成 19 年 4 月 1日～平成 20 年 3月 31 日） 【参考】 
(%表示は、対前期増減率) 

1 株当たり 
 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 当期純利益 

当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円    銭

通 期 31,177 375 △27 △2,936 △36 52
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4．その他 

(1)期中における重要な子会社の異動(連結の範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : ◯有・無 

   [新規 １社(社名 軽貨急配㈱ )  除外 2 社(社名 軽貨急配マーケットサービス㈱ 軽貨ロジスティク

ス㈱)] 

  （注）詳細は 6ページ「企業集団の状況」をご覧下さい。 

(2)中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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に記載されるもの） 

① 会計基準の改正に伴う変更                      ：  ◯有・無 

「リース取引に関する会計基準」第 13 号の早期適用を行っています。詳細は 25 ページの「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」をご覧ください。 

② ①以外の変更                            ：  ◯有・無 

「転リース物件の売却益」の繰延処理など変更しております。                           

（注）詳細は 25 ページ「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」をご覧ください。 

 (3)発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 

19 年 9 月中間期 88,039,014 株 18 年 9 月中間期 112,256,992 株 19 年 3 月期 267,854,622 株 

② 期末自己株式数 

19 年 9 月中間期 61,986 株 18 年 9 月中間期 618,972 株 19 年 3 月期 619,702 株 

（注）1 株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、45 ページ「1 株当たり

情報」をご覧下さい。 

 

 

（参考）個別業績の概要 

 

1．平成 19 年 9月中間期の個別業績（平成 19 年 4 月 1日～平成 19 年 9月 30 日） 

（1）個別経営成績                                                           (％表示は対前年中間期増減率) 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 中間（当期）純利益 

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

19 年 9 月中間期 6 （100.0） △159 （  ―） △297 （  ―） △3,695 （  －）

18 年 9 月中間期 19,320 （9.9） 695 （△37.7） 651 （△35.6） △12,001 （  －）

19 年 3 月期 35,953 （△5.1） 563 （△78.0） △97 （  －） △15,123 （  －）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）個別財政状態 

 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

19 年 9 月中間期 1,510 1,467 97.18 14 52

18 年 9 月中間期 26,133 2,386 9.1 △5 50

19 年 3 月期 12,294 △173 △1.4 △1 58

（参考）自己資本 19 年 9 月中間期 1,466 百万円 18 年 9 月中間期 2,386 百万円 19 年 3 月期  △173 百万円 

 

 

2．20 年 3 月期の個別業績予想（平成 19 年 4月 1日～平成 20 年 3月 31 日）       （％表示は対前期増減率） 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 当 期 純 利 益 
1 株 当 た り

当 期 純 利 益

 ％    百万円 ％    百万円 ％    百万円 ％    百万円 ％   円  銭

通 期 15 △685 △466 △3,364 △41 85

 
 
 
 
 
 

 
1 株当たり中間   

（当期）純利益 

    円   銭

19 年 9 月中間期 △49 92

18 年 9 月中間期 △144 77

19 年 3 月期 △108 59

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な

要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により上記予想数値と異なる場合があります。 
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1. 経 営 成 績 

（1）経営成績に関する分析 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善を背景とした設備投資の増加に加え、雇用環境の改

善により個人消費も底堅く推移したものの、原油価格の高騰など資源価格が高止まり、景気の懸念材料も依然残し

たままになっております。 

このような経済情勢の中、当社グループにおきましては、ＣＬＳＡサンライズ・キャピタルＬＰをビジネスパー

トナーに迎え入れて、５月２９日に中期事業計画「ＴＲＵＳＴＥＸ２０１０」を策定いたしました。この結果、専

属型軽貨物運送を柱とした物流アウトソーシング企業への回帰を図り、グループ内の一般貨物自動車運送事業にお

ける不採算部門である積合せ事業からは撤退し、子会社の収益改善と整理統合を推進してまいりました。 

当社のコア事業である軽トラックを活用した専属型軽貨物運送事業につきましては、ＮＯ．１のマーケットシェ

アを誇っております。一方、子会社事業におきましては軽専属事業とのシナジー効果を生み、かつ採算性の高い取

引を温存することで、業績改善を図っております。 

「ＴＲＵＳＴＥＸ２０１０」を着実に実行し、企業価値向上に努めております。 

 
また、当社グループは、企業会計基準委員会より公表された「リース取引に関する会計基準」第 13 号（以下新

基準）を、平成 20 年 3月中間期より早期適用することといたしました。この新基準適用を契機に、委託事業主に軽

車輌を提供するために行なったリース会社向けの転リース用車輌販売による売上総利益は、一括計上よりリース期

間に応じて利益を繰延する処理に変更いたします。その結果、前期以前の売上総利益の繰延処理として特別損失

1,874 百万円の計上を当中間連結会計期間に行います。この変更により、今後は車輌販売による売上総利益の計上

がリース期間に配分され車輌販売の利益を過度に追求することがなくなるため、運送事業に注力する当社の戦略に

合致するものであります。 

 

さらに、今期の当社グループの重要課題であります子会社の整理は、下記のとおり順調に進行しており、当初子会

社整理により発生を予定していました特別損失3,238百万円に対し、上記繰延処理の特別損失1,874百万円を含め特

別損失額3,337百万円で子会社の整理をほぼ完了いたしました。 

 

軽貨急配マーケットサービス株式会社 

・ 平成 19 年 8月 ダイセーロジスティクスグループと株式譲渡契約調印を行なう 

・ 平成 19 年 9月 ダイセーロジスティクスグループへ株式譲渡手続き完了 

軽貨エクスプレス株式会社 

・ 平成 19 年 6月 一部事業譲渡並びに事業休止し保有資産売却を行なう 

・ 事業は完全に休止し清算準備中 

軽貨ロジスティクス株式会社 

・ 平成 19 年 7 月 支配力基準により連結対象となっていましたが取引関係の解消、また当社グループの役

員の派遣を停止した為、支配力基準により連結対象外となりました。 

軽貨急配シーエス株式会社 

・ 不採算事業撤退及び余剰資産売却 

平成 19 年 11 月 15 日に開示いたしました「特別損失の計上及び業績予想の修正に関するお知らせ」からリース会社

向け車輌販売による売上総利益の繰延処理によるその他特別損失計上額 2,183 百万円の見通しとしておりましたが、

リース物件売却益繰延額として特別損失で区分表示し金額は 1,874 百万円となりました。 
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当中間連結会計期間の連結業績は、売上高 15,667 百万円（前年同期は 22,198 百万円）、売上総利益 3,152 百万

円（前年同期は 5,326百万円）、営業損失 224百万円（前年同期の営業利益は 351百万円）、経常損失 442百万円（前

年同期の経常利益は 319百万円）、中間純損失 3,437百万円（前年同期の純損失は 12,029百万円）となっています。 

売上高は運送売上高 14,846 百万円（前年同期は 18,528 百万円）、開発売上高 820 百万円（前年同期は 3,670 百万

円）となっております。運送売上高は子会社の整理、不採算取引の削減などにより減少しています。開発売上高は

余剰リース車輌の在庫のため、当中間連結会計期間の新規車輌販売台数を抑えていた影響などによるものです。 

先述の子会社の収益改善および整理統合は当初計画どおり上半期中にほぼ完了しており、下半期からは連結業績

に効果が表れる見込みです。 

 

（2）財政状態に関する分析 

＜資産＞ 

当中間連結会計期間末の総資産は、前年度末比 2,994 百万円増の 15,087 百万円となりました。その主な要

因は、会計基準変更に伴いリース資産計上により前年度末比 4,147 百万円の増加、受取手形及び売掛金が前年

度末比 774百万円の減少したことなどによるものであります。 

 

＜負債及び純資産＞ 

当中間連結会計期間の負債総額は、前年度末比 1,226 百万円増の 14,237 百万円となりました。その主な要

因は、短期借入金、長期借入金などが前年度末比 2,436百万円減少、役員退職金引当が 345百万円減少、会計

基準変更に伴いリース債務計上により 4,147 百万円増加したこと、過年度に認識していたリース物件売却益相

当額の繰延処理によりリース前受収益 1,605 百万円増加したことによるものであります。純資産合計は、減資

の実施、ＣＬＳＡに対する 51億円の第三者割当増資の実施などにより 1,768百万円増加し、849百万円となり

ました。 

 

＜キャッシュ・フロー＞ 

当中間連結会計期間におきましては、営業活動による資金は予定していた子会社整理等に係る支出等により

2,680百万円の減少、設備投資などの投資活動による資金は 27百万円の増加、また、財務活動による資金はＣ

ＬＳＡに対する第三者割当増資など株式の発行による 5,162 百万円の増加、借入金の返済による 2,436 百万円

の減少などにより 2,901 百万円の増加となりました。軽貨ロジスティクス㈱が連結除外となりました影響によ

り 218 百万円の資金が減少しました。現金及び現金等価物の当中間連結会計期間末残高は、前年度末に比べて

29百万円増加し、1,553百万円となりました。 
 
 （キャッシュ・フロー指標のトレンド） 

過去 3年間の財政指標は次のとおりであります。 

指 標 平成 17年 9月期中 平成 18 年 3 月期 平成 18年 9月期中 平成 19 年 3 月期 平成 19 年 9 月期中

自 己 資 本 比 率 （％） 31.9 32.0 6.3 △7.8 5.6

時価ベースの自己資本比率 （％） 54.2 51.5 23.4 22.1 25.0

ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ対有利子負債比率 （％） 14 10.1 － － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ － 7.8 859.3 － － －

（注）1．上記各指標は、次の算式で計算しております。 

自己資本比率 自己資本／総資産 

時価ベース自己資本比率 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 

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 

2．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

3．平成 18 年 9月期、平成 19 年 3月期及び平成 19 年 9月期中は、営業キャッシュ・フローがマイナスにな

っておりますので、債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオは記載しておりません。 
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4．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

5．営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローの数値

を使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払ってい

るすべての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の支

払額を使用しております。 

 

（3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

①利益配分に関する基本方針 

  当社は、財務体質の強化のため、内部留保の充実に努めることを最優先事項として位置づけております。 

当面は、内部留保の充実を優先した配当政策を継続する予定ですが、財政状態及び経営成績とのバランス及び

内外の事業環境を総合的に考慮し、できるだけ早い時期に配当の実施を行い、株主に対する利益還元を目指す所

存であります。 

 

②当期の剰余金の配当 

  該当事項はありません。 

 

（4）事業等のリスク 

当社グループの事業その他に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると

考えられる主な事項を記載しております。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても、

投資者の投資判断上、重要であると考えられる事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点から

以下に開示しております。なお、当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生

した場合の対応に努める所存でございます。 

本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は決算発表日現在において判断した

ものであります。 

 

燃料費の高騰について 

原油価格の高騰により、軽油価格等が上昇した場合、運送事業会社は燃料費等の運送原価が増加します。

グループ各社がそれぞれの立場で費用削減に取り組みますが、これらの費用増の相当分を荷主企業に転嫁でき

ない場合、経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 

委託事業主に対する長期未収債権について 

当社グループは、委託事業主の貨物軽自動車の購入に係る割賦債務について、信販会社等との加盟店契約

に基づき債務保証を行っております。当該契約は、委託事業主の信販会社等に対するローン返済が滞った場合、

当社グループが当該保証債務残高の範囲内で各信販会社等に対して、保証を履行する内容となっております。 

保証履行に至った債権は、当社グループの債権として、貸借対照表上の長期未収入金、破産・更生債権そ

の他これらに準ずる債権（以下、破産更生債権等）及び劣後信託受益権（長期未収入金及び破産更生債権等を

証券化したことにより保有している劣後する信託受益権）に計上しております。 

残りの債権については、現時点では十分な貸倒引当金を設定しておりますが、今後、回収実績が悪化した

場合には、貸倒引当金の積み増しをせざるを得なくなり、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があり

ます。また、当社グループでは、保証リスクを排除するため、既に当社保証のオート・ローンの取組みを一切

停止しておりますが、過去に取組んだオート・ローンについては、今後も保証履行の可能性があるため、当社

グループの業績等に影響を与える可能性があります。 
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2. 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、軽貨急配㈱、軽貨急配シーエス㈱、㈱ラック、軽貨ファイ

ナンス・リース㈱、軽貨エクスプレス㈱、プラスパサービス㈱、及び軽貨急配事業協同組合の子会社 7 社で構成さ

れ貨物運送受託業務及び委託事業主開発業務等を展開しています。 

平成 19 年 4月 2日に当社は、会社分割により当社が営んできた事業の全てを新設した軽貨急配㈱に移転し、同日付

で商号をトラステックスホールディングス㈱に変更し持株会社に移行しています。 

 なお、軽貨急配マーケットサービス㈱は平成 19 年 9月 3日に全株式をグループ外へ譲渡したため連結の範囲から

除外しました。 

軽貨ロジスティクス㈱は当社が実質的に意思決定機関を支配していることから連結の範囲に含めていましたが、平

成 19 年 7月 1 日に取締役が変更され、当社の支配力が及ばなくなったため連結の範囲から除外しました。 

 また、プラスパサービス㈱は軽貨エクスプレス㈱の 100％子会社です。 

軽貨急配㈱、軽貨急配シーエス㈱、㈱ラック、軽貨ファイナンス・リース㈱、軽貨エクスプレス㈱、プラスパサ

ービス㈱、及び軽貨急配事業協同組合は連結子会社です。㈱ラック、プラスパサービス㈱は現在清算手続中です。

また、軽貨エクスプレス㈱も事業の休止を完了しており清算に向けて準備中です。 

 

当社グループの事業の内容は次のとおりであります。 

 

運送事業（貨物運送受託業務） 

 運送事業とは、当社が荷主企業の希望に応じて物流機能を一括、又は複数組み合わせて、あるいは単一のサービ

スを一定期間の契約に基づき受託しこれを提供する事業であります。 

当社のサービスは、宅配便などに代表される一般の運送事業者が行う単なる貨物の輸送のみならず、配送以外の

梱包や設置等の運送に付帯する業務や保管・在庫管理・荷役・顧客サービス・情報サービスなどを合わせて提供す

ることにより付加価値を高めております。 

当社自体は配送に必要なアセットを持たず、「軽車輌を所有する個人事業主である“オーナー・オペレーター”」

を主軸として、運輸・倉庫・人材派遣など、荷主企業が望む物流サービスを実行する上で、当社の持つ業務委託ネ

ットワークから適切でより安価な事業会社物流業者に委託を選択し、業務を委託して遂行いたしております。卸売

業・製造業・小売業など、幅広い業種にわたる荷主企業の皆様に、物流合理化プランの提案と実行、ひいてはコス

ト削減に寄与し得る物流企業として絶大なご支持を得ております。 

 

開発事業（委託事業主開発業務等） 

開発事業とは、業務委託ネットワークの一つであるオーナー・オペレーターを開発する事業であります。 

オーナー・オペレーターの募集は、折込みチラシ等の広告媒体を利用しており、各地で独立開業説明会を開き、

開業希望者との面談・審査を行った上で、オーナー・オペレーターを開発し、開業希望者が軽車輌を所有していな

い場合は当社仕様の軽トラックをリース契約により提供しております。 

以前はオート・ローンの取組希望者には信販会社のオート・ローンの斡旋も行っておりましたが、現在はその取

組を中止しております。 

 

上記業務によって発生する収益の内容と当社グループの位置付けは次のとおりであります。 

事 業 区 分       

（ 業 務 ）       
品 目       内 容       会 社 名       

貨 物 運 送 収 入
貨物軽自動車運送業務及び当該付帯業務

の受託 

運 送 事 業 

（貨物運送受託業務） 
その他営業収入

上記業務に付随して発生する貨物事故対

策分担金・業務開拓分担金等 

軽貨急配㈱ 

軽貨急配シーエス㈱ 

軽貨エクスプレス㈱ （事業

休止） 

プラスパサービス㈱ （清算

中） 

軽貨急配マーケットサービス㈱（9月

に売却済） 

商 品 売 上 高

委託事業主（オーナー・オペレーター）に

対する当社仕様の貨物軽自動車及び附属

品の販売収入並びに貨物軽自動車用の架

装ボディの販売収入 
開 発 事 業 

（委託事業主開発業務等） 

その他営業収入

上記業務に付随して発生する加盟店手数

料等 

軽貨急配㈱ 

軽貨急配シーエス㈱ 

㈱ラック （清算中） 

軽貨ファイナンス・リース㈱ 

軽貨ロジスティクス㈱（7 月より

連結除外） 

軽貨急配事業協同組合 
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事業の系統図は、次のとおりであります。 
 
 
 
 
 
 

（注） 平成 19 年４月 2 日に持株会社体制に移行し、運送事業（貨物運送受託業務）及び開発事業（委託事業主
開発業務等）を新設した軽貨急配㈱に継承しております。事業と経営の分離を行い、機動的かつ柔軟な経

営判断を図って行きます。軽貨急配マーケットサービス㈱は 9月に全株式をグループ外に売却を完了して
おります。軽貨ロジスティクス㈱は支配力がなくなったため 7月以降連結より除外となりました。プラス
パサービス㈱、㈱ラックは清算中です。軽貨エクスプレス㈱は事業を休止しています。 
 

 

 

 

顧
客
（
荷
主
企
業
） 

委
託
事
業
主
（
オ
ー
ナ
ー
・
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
） 

軽
貨
急
配
㈱ 

中古車輌その他 

附属品販売 

運
送
事
業
（
貨
物
運
送
受
託
業
務
） 

開
発
事
業
（
委
託
事
業
主
開
発
業
務
等
） 

運送業務委託 

委
託
事
業
会
社
（
サ
ブ
・
コ
ン
ト
ラ
ク
タ
ー
） 

請
負
ス
タ
ッ
フ
（
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
・
ス
タ
ッ
フ
） 

運送業務委託 

広告掲載業務

オートローン契約 

リース契約 

運送業務委託

運送業務委託

連
結
子
会
社
・
軽
貨
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
㈱ 

連
結
子
会
社
・
軽
貨
急
配
事
業
協
同
組
合 

組
合
加
入

傷
害
保
険
取
扱 

トラステックスホールディングス㈱（注） 

貨物軽自動車販売 

連
結
子
会
社
・
軽
貨
急
配
シ
ー
エ
ス
㈱ 
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3. 経 営 方 針 
 

（1）会社の経営の基本方針 

当社は、「トラックを持たない運送会社」として、ノン・アセット経営を一貫し、荷主のニーズを的確に把握

し、受託した業務を外部に委託する、「ダブル・アウトソーシング・システム」により、低コスト、かつ、高品

質のサービスを提供しております。今後も、「軽車輌を所有する個人事業主である“オーナー・オペレーター”」

を主軸として、当社の持つ業務委託ネットワークから適切でより安価な事業会社に委託し、業務を遂行する、

機動的、かつ、革新的な物流システムを提供・構築・運営する「総合物流アウトソーサー」を目指してまいり

ます。コア事業である軽トラックを活用した専属型軽貨物運送事業につきましては、ＮＯ．１のマーケットシ

ェアを誇っており順調に成長を続けております。 

当社グループにおきましては、ＣＬＳＡサンライズ・キャピタルＬＰをビジネスパートナーに迎え入れて、

５月２９日に中期事業計画「ＴＲＵＳＴＥＸ２０１０」を策定いたしました。この結果、専属型軽貨物運送を

柱とした物流アウトソーシング企業への回帰を図り、グループ内の一般貨物自動車運送事業における不採算部

門である積合せ事業からは撤退し、子会社の収益改善と整理統合を推進しております。 

今後は当社の原点であるアウトソース型物流事業に回帰し、専属型運送事業をより一層強化するため、同事

業へ経営資源を集中いたします。中期事業計画「ＴＲＵＳＴＥＸ２０１０」を着実に実行することにより、専

属型運送業界Ｎｏ.１の地位を不動にすべく、企業価値向上に努めてまいります。 

長期的な事業の発展を目指すために、お客様である荷主企業、事業パートナーであるオーナー・オペレータ

ー、当社による共存共栄関係、WIN-WIN-WINの関係を築くことを目指しています。荷主企業、オーナー・オペレ

ーターの満足度が向上することが、当社にとっての事業を発展させるための最重要課題であるという認識のも

と事業を運営してまいります。 

 

（2）目標とする経営指標 

当社グループは、財務基盤の長期安定を確立するため、連結営業利益、連結経常利益の増加を重要な指標

と考えております。コア事業への集中、不採算事業の整理再構築、有利子負債の削減等に努め、キャッシュ・

フロー経営を推進してまいります。 

 

（3）中長期的な会社の経営戦略 

コア事業である軽トラックを活用した専属型軽貨物運送事業に経営資源を集中いたします。荷主企業、オ

ーナー･オペレーター、当社の共存共栄関係、WIN-WIN-WIN を構築するために施策を実施してまいります。例

えば、オーナー･オペレーターの解除防止のため満足度を向上させること、教育制度によるオーナー･オペレ

ーターのレベルアップ、荷主開拓営業強化のための知識の共有を図ります。 

また、営業の生産性向上、内部統制への対応として、システムの導入、組織体制の見直し、業務内容を見

直しを進めてまいります。 

 

（4）会社の対処すべき課題 

引き続き、事業構造改革を推進し、運送事業に経営資源を集中していきます。運送事業拡大のため、オー

ナー・オペレーターの開発を行ってまいりますが、過去の反省も踏まえオートローンによる取組は行わず、

リース契約主導の開発体制を現在に引き続き行ってまいります。これにより、今後のオーナーの開発につい

ては、立替払解消に伴う長期未収債権の発生がなくなり、財務の健全化を図りながら、さらなる運送事業の

拡大を目指してまいります。 

 



トラステックスホールディングス㈱（9374）平成 20年 3月期 中間決算短信 

－ 9 － 

4. 中 間 連 結 財 務 諸 表 
 

（1） 中間連結貸借対照表 

  
前中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19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     

１ 現金及び預金 ※2  4,755 1,908   1,838

２  受取手形及び売掛金   4,079 1,952   2,726

３ 割賦売掛金   273 989   1,504

４ リース投資資産   ― 4,147   ―

５ 譲渡対象債権   6,789 ―   ―

６ たな卸資産   52 118   69

７ 繰延税金資産   1,375 0   2

８ その他   909 1,425   983

 貸倒引当金   △995 △117   △115

流動資産合計   17,240 69.6 10,424 69.1  7,009 58.0

Ⅱ 固定資産     

１ 有形固定資産     

(1) 建物及び構築物 ※1.2 458 337  440 

(2) 機械装置 
及び運搬具 

※1 293 83  246 

(3) 土地 ※2 645 635  645 

(4) その他 ※1 155 1,553 6.3 97 1,155 7.6 137 1,469 12.1

２ 無形固定資産   415 1.7 236 1.6  369 3.1

３ 投資その他の資産     

(1) 長期未収入金  984 1,279  1,024 

(2) 破産・更生債権 
その他これらに 
準ずる債権 

 3,846 2,787  3,415 

(3) 繰延税金資産  6 ―  1 

(4) 差入保証金 ※2 1,497 1,402  1,519 

(5) 劣後信託受益権  2,344 253  250 

(6) その他  1,380 531  623 

 貸倒引当金  △4,504 5,555 22.4 △2,984 3,271 21.7 △3,591 3,243 26.8

固定資産合計   7,524 30.4 4,662 30.9  5,082 42.0

資産合計   24,764 100.0 15,087 100.0  12,092 100.0
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前中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19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     

１ 支払手形及び買掛金   855 270   694

２ 短期借入金 ※2  3,702 1,556   2,350

３ 一年以内償還予定の 
社債 

  693 583   663

４ 一年以内返済予定の 
長期借入金 

※2  2,967 1,881   2,612

５  一年以内返済予定のリ
ース債務 

  ― 1,734   ―

６ 委託事業主等 
未払金 

  1,832 1,712   2,069

７ 未払法人税等   85 26   138

８ 賞与引当金   ― 4   2

９ 割賦前受利息   853 288   467

10 その他   1,347 906   1,400

 流動負債合計   18,318 74.0 8,966 59.4  10,401 86.0

Ⅱ 固定負債     

１ 社債   934 350   717

２ 長期借入金 ※2  2,495 488   952

３ リース債務   ― 2,413   ―

４ 退職給付引当金   100 77   81

５ 役員退職慰労引当金   345 ―   345

６ 債務保証損失引当金   848 304   394

７ リース前受収益   ― 1,605   ―

８ その他   136 30   117

固定負債合計   4,859 19.6 5,270 35.0  2,608 21.6

負債合計   23,178 93.6 14,237 94.4  13,010 107.6
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前中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19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
(％)

(純資産の部)     

Ⅰ 株主資本     

 １ 資本金   6,815 3,901   7,115

 ２ 資本剰余金   6,735 2,860   6,995

 ３ 利益剰余金   △11,842 △5,773   △14,917

 ４ 自己株式   △140 △140   △140

   株主資本合計   1,568 6.3 847 5.6  △946 △7.8

Ⅱ 評価・換算差額等     

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 － －  － －

Ⅲ 新株予約権   － 1   －

Ⅳ 少数株主持分   19 0.1 － －  28 0.2

純資産合計   1,586 6.4 849 5.6  △918 △7.6

    負債及び純資産合計   24,764 100.0 15,087 100.0  12,092 100.0
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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18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19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   22,198 100.0 15,667 100.0  43,559 100.0

Ⅱ 売上原価   16,872 76.0 12,514 79.9  34,741 79.8

売上総利益   5,326 24.0 3,152 20.1  8,817 20.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費     
１ 広告宣伝費  838 445  1,374 

２ 貸倒引当金繰入額  271 84  532 

３ 退職給付引当金繰入額  34 35  36 

４ 報酬・給与・手当  1,827 1,335  3,435 

５ 賞与引当金繰入額  ― 4  2 

６ 福利厚生費  260 183  462 

７ 旅費交通費  200 128  360 

８ 賃借料  486 438  1,061 

９ 減価償却費  60 52  128 

10 のれんの償却額  114 13  137 

11 その他  881 4,974 22.4 655 3,376 21.5 1,909 9,441 21.6

営業利益又は営業損失（△）   351 1.6 △224 △1.4  △623 △1.4

Ⅳ 営業外収益     

１ 受取手数料  20 18  27 

２ 損害金収入  6 14  31 

３ 金利スワップ収入  16 ―  ― 

４ その他  94 137 0.6 101 133 0.8 198 257 0.6

Ⅴ 営業外費用     
１ 支払利息  63 72  130 

２ 支払手数料  59 163  572 

３ 株式交付費  ― 39  ― 

４ その他  46 169 0.8 76 351 2.2 160 863 2.0

経常利益又は経常損失（△）   319 1.4 △442 △2.8  △1,230 △2.8

Ⅵ 特別利益     
１ 固定資産売却益 ※1 9 66  22 

２ 投資有価証券売却益  ― ―  13 

３ 貸倒引当金戻入益  20 ―  20 

４ 賞与引当金戻入益  2 ―  ― 

５ 役員退職慰労引当金戻入益  9 ―  9 

６ 退職給付引当金戻入益  ― 18  ― 

７ その他  0 42 0.2 285 370 2.4 7 71 0.2

Ⅶ 特別損失     
１ 固定資産除却損 ※2 0 153  6 

２ 固定資産売却損 ※3 0 12  0 

３ 債権譲渡損失   5,968 

４ 債権譲渡損失引当金繰入額  5,979 ―  ― 

５ 貸倒引当金繰入額  3,009 279 3,408 

６ 債務保証損失引当金繰入額  848 ―  394 

７ のれんの償却額  907 ―  907 

８ 貸倒損失   ―  111 

９ リース物件売却益繰延額  ― 1,874  ― 

10 ローン保証解約負担金計上額  ― 121  ― 

11 その他  ― 10,744 48.4 896 3,337 21.3 75 10,873 25.0

税金等調整前中間(当期) 
純損失 

  10,383 △46.8 3,408 △21.7  12,031 △27.6

法人税、住民税 
及び事業税 

 51 23 113 

法人税等調整額  1,556 1,607 7.2 0 23 0.2 2,934 3,047 7.0

少数株主利益又は少数株主損
失（△）   38 0.2 4 0.0  △133 △0.3

中間(当期)純損失   12,029 △54.2 3,437 △21.9  14,945 △34.3
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（3）中間連結株主資本等変動計算書 

前中間連結会計期間(自 平成 18 年 4月 1 日 至 平成 18 年 9 月 30 日) 

株主資本 

 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年3月31日残高(百万円) 4,165 4,086 943 △140 9,054

中間連結会計期間中の変動額  

 新株の発行 
 (転換社債型新株予約権付社債の
株式への転換) 

2,150 2,149  4,300

 新株の発行 
 (優先株式の発行) 

500 500  1,000

 剰余金の配当 △343  △343

 役員賞与 △29  △29

 中間純損失 △12,029  △12,029

 新規連結に伴う 
 利益剰余金の減少 

△383  △383

 自己株式の取得 △0 △0

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計年度中の変動額(純額) 

 

中間連結会計年度中の変動額合計 
(百万円) 

2,650 2,649 △12,786 △0 △7,486

平成18年9月30日残高(百万円) 6,815 6,735 △11,842 △140 1,568

 

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 
少数株主 
持分 

純資産合計 

平成18年3月31日残高(百万円) △1 △1 ― ― 9,052

中間連結会計期間中の変動額  

 新株の発行 
 (転換社債型新株予約権付社債
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  △29

 中間純損失  △12,029

 新規連結に伴う 
 利益剰余金の減少 

 △383

 自己株式の取得  △0

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計年度中の変動額(純額) 

0 0 19 20

中間連結会計年度中の変動額合計 
(百万円) 

0 19 △7,465

平成18年9月30日残高(百万円) △1 △1 ― 19 1,586
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当中間連結会計年度(自 平成 19 年 4月 1 日 至 平成 19 年 9 月 30 日) 

株主資本 

 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成19年3月31日残高(百万円) 7,115 6,995 △14,917 △140 △946

中間連結会計年度中の変動額  

減資 △5,815 5,815  ―

資本準備金の取崩 △6,735 6,735  ―

 新株の発行 
 (転換社債型新株予約権付社債
の株式への転換) 

50 49  100

 新株の発行 
 (優先株式の発行) 

2,551 2,551  5,102

 剰余金の配当  

 役員賞与  

 中間純損失 △3,437  △3,437

 連結除外に伴う 
 利益剰余金増加額 

30  30

 自己株式の取得 △0 △0

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計年度中の変動額(純額) 

 

中間連結会計年度中の変動額合計 
(百万円) 

△3,214 △4,135 9,144 △0 1,794

平成19年9月30日残高(百万円) 3,901 2,860 △5,773 △140 847

 

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 
少数株主 
持分 

純資産合計 

平成19年3月31日残高(百万円) 28 △918

中間連結会計年度中の変動額  

減資  

資本準備金の取崩  

 新株の発行 
 (転換社債型新株予約権付社債
の株式への転換) 

 100

 新株の発行 
 (優先株式の発行) 

 5,102

 剰余金の配当  

 役員賞与  

 中間純損失  △3,437

 連結除外に伴う 
 利益剰余金増加額 

 30

 自己株式の取得  △0

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計年度中の変動額(純額) 

1 △28 △26

中間連結会計年度中の変動額合計 
(百万円) 

1 △28 1,767

平成19年9月30日残高(百万円) 1 ― 849
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前連結会計年度（自 平成 18 年 4 月 1日 至 平成 19 年 3月 31 日） 

株主資本 

 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成19年3月31日残高(百万円) 4,165 4,086 943 △140 9,054

連結会計年度中の変動額  

 新株の発行 
 (転換社債型新株予約権付社債
の株式への転換) 

2,450 2,409  4,860

 新株の発行 
 (優先株式の発行) 

500 500  1,000

 剰余金の配当 △343  △343

 役員賞与 △29  △29

 当期純損失 △14,945  △14,945

 新規連結に伴う 
 利益剰余金の減少 

△543  △543

 自己株式の取得 △0 △0

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計年度中の変動額(純額) 

 

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円) 

2,950 2,909 △15,861 △0 △10,001

平成19年3月31日残高(百万円) 7,115 6,995 △14,917 △140 △946

 

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 
少数株主 
持分 

純資産合計 

平成19年3月31日残高(百万円) △1 △1 ― 9,052

中間連結会計年度中の変動額  

 新株の発行 
 (転換社債型新株予約権付社債
の株式への転換) 

 4,860

 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  △29

 当期純損失  △14,945

 新規連結に伴う 
 利益剰余金の減少 

 △543

 自己株式の取得  △0

 株主資本以外の項目の連結 
 会計年度中の変動額(純額) 

1 1 28 30

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円) 

1 1 28 △9,971

平成19年9月30日残高(百万円) ― ― 28 △918
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（3）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 
前中間連結会計期間 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)

(自 平成19年４月１日 
至 平成 19 年９月 30 日) 

前連結会計年度の 
要約キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成18年４月１日 
至 平成 19 年３月 31 日)

区分 
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

 １ 税金等調整前中間（当期）純損失（△）  △10,383 △3,408 △12,031

 ２ 減価償却費  122 100 253

 ３ のれんの償却額  1,022 91 1,044

 ４ 貸倒引当金の増減額(減少：△)  3,192 △430 1,400

 ５ 債権譲渡損失引当金の増減額(減少：△)  5,979 － －

 ６ 債務保証損失引当金の増減額(減少：△)  848 △89 394

 ７ 賞与引当金の増減額(減少：△)  △119 1 △117

 ８ 退職給付引当金の増減額(減少：△)  7 △4 △10

 ９ 役員退職慰労引当金の増減額(減少：△)  △21 △345 △21

 10 受取利息及び受取配当金  △10 △9 △26

 11 支払利息  84 72 161

 12 売上債権の増減額(増加：△)  △40 714 1,047

 13 割賦債権の増減額(増加：△)  3,124 514 1,894

 14 譲渡対象債権の増減額(増加：△)  △6,789 － －

 15 たな卸資産の増減額(増加：△)  16 △48 △0

 16 長期未収入金の増減額(増加：△)  2,440 △255 2,401

 17 破産更生債権等の増減額(増加：△)  △2,139 627 △1,708

 18 劣後信託受益権の増減額(増加：△)  2,378 △3 4,472

 19 仕入債務の増減額(減少：△)  △332 △770 △253

 20 未払消費税等の増減額(減少：△)  △91 59 △154

 21 その他資産・負債の増減額  △891 440 △715

 22 その他  △29 146 △6

   小計  △1,632 △2,596 △1,976

 23 利息及び配当金の受取額  10 9 25

 24 利息の支払額  △87 △70 △167

 25 法人税等の支払額  △139 △23 △152

  営業活動によるキャッシュ・フロー  △1,848 △2,680 △2,271

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

 １ 定期預金の預入による支出  △633 △40 △697

 ２ 定期預金の払出による収入  703 250 1,416

 ３ 投資有価証券の取得による支出  △300 － △400

 ４ 投資有価証券の売却による収入  98 － 704

 ５ 有形固定資産の取得による支出  △108 △284 △170

 ６ 有形固定資産の売却による収入  13 323 32

 ７ 貸付けによる支出  － △177 －

 ８ 貸付金の回収による収入  1 0 1

 ９ 連結の範囲の変更に伴う子会社株式の取得
による支出  △131 － △131

10 連結の範囲の変更に伴う子会社株式の売却
による収入  － △79 

 11 その他  △76 35 △61

  投資活動によるキャッシュ・フロー  △433 27 692

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

 １ 短期借入金純増減額（△減少額）  1,830 △617 478

 ２ 長期借入れによる収入  － － －

 ３ 長期借入金の返済による支出  △1,705 △1,195 △3,603

 ４ 社債の発行による収入  4,146 － 4,774

 ５ 社債の償還による支出  △4,371 △446 △4,718

 ６ 株式の発行による収入  994 5,162 991

  ７ 自己株式の取得による支出  △0 △0 △0
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前中間連結会計期間 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)

(自 平成19年４月１日 
至 平成 19 年９月 30 日) 

前連結会計年度の 
要約キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成18年４月１日 
至 平成 19 年３月 31 日)

区分 
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

   

 ８ 配当金の支払額  △337 △1 △341

 ９ 少数株主からの払込による収入  10 － 10

  財務活動によるキャッシュ・フロー  567 2,901 △2,408

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  0 0 0

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(減少：△)  △1,714 248 △3,987

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  5,434 1,523 5,434

Ⅶ 連結追加に伴う現金及び現金同等物の増加額  76 － 76

Ⅷ 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額  － △218 －

Ⅸ 現金及び現金同等物の中間期末残高  3,796 1,553 1,523
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（4）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当社グループは、当中間連結会計
期間において12,029百万円の中間純
損失を計上しており、営業活動によ
るキャッシュ・フローは1,848百万円
のマイナスとなっております。 
このような巨額損失を計上した経緯
は、以下のとおりであります。 
 ①長期未収債権および割賦売掛金
の債権譲渡契約締結による債権譲
渡損失引当金5,979百万円を計上。 
 ②残存する同債権に対して貸倒引
当金3,009百万円を一括計上。 
 ③信販会社、リース会社の保有す
る割賦債権残高、リース債権残高
に対して債務保証損失引当金848
百万円を計上。 
 ④子会社ののれん907百万円を一
括償却。 
 ⑤繰延税金資産に対する評価性引
当金の計上に伴い、1,036百万円の
取崩し。 
  
 中間純損失の計上により、金融機
関とのコミットメントライン設定契
約書、リボルビング・クレジット・
ファシリティ契約書及び金銭消費貸
借契約証書の一部に規定されている
財務制限条項、借入人の確約条項に
抵触することとなりました。 
財務制限条項、借入人の確約条項
の抵触により、2,830百万円(平成18
年12月末残高は2,724百万円)につい
ては、本貸付人等から請求があった
ときは、ただちに返済する必要があ
ります。また、2,743百万円(平成18
年12月末残高は2,531百万円)につい
ては、財務制限条項に抵触すること
が判明した日から30営業日以内に本
貸付人等との間で猶予の合意がなさ
れなかった場合で、その後本貸付人
等から請求があったときは、直ちに
債務を返済する必要があります。 
平成18年9月30日現在、対象となる
契約残高は以下のとおりでありま
す。 
平成17年3月31日調印コミットメントライン設定契約書 貸出人5者
 481百万円 
平成15年6月30日調印コミットメントライン設定契約書 貸出人3者
 450百万円 
平成15年12月26日調印コミットメントライン設定契約書
 貸出人8者 1,062百万円 
平成15年3月18日調印コミットメントライン設定契約書 貸出人9者
 750百万円 
平成18年3月31日締結リボルビング・クレジット・ファシリティ契約書
 貸付人7者 2,100百万円 
平成15年9月30日締結金銭消費貸借契約証書 貸付人5者
 396百万円 
平成15年3月27日締結金銭消費貸借契約証書 貸付人5者
 334百万円 
  5,573百万円 

 こうした状況から、当社グループ

には当中間連結会計期間末におい

て、継続企業の前提に関する重要な

疑義が存在しております(「継続企業

の前提に関する開示について(日本

当社グループは、当中間連結会計
期間において3,437百万円の中間純
損失を計上しております。 
  
 中間純損失の計上により、金融機
関とのコミットメントライン設定契
約書、リボルビング・クレジット・
ファシリティ契約書及び金銭消費貸
借契約証書の一部に規定されている
財務制限条項、借入人の確約条項に
抵触することとなりました。 
財務制限条項、借入人の確約条項
の抵触により、1,686百万円について
は、本貸付人等から請求があったと
きは、ただちに返済する必要があり
ます。また、1,381百万円については、
財務制限条項に抵触することが判明
した日から30営業日以内に本貸付人
等との間で猶予の合意がなされなか
った場合で、その後本貸付人等から
請求があったときは、直ちに債務を
返済する必要があります。 
平成19年9月30日現在、対象となる
契約残高は以下のとおりでありま
す。 
平成17年3月31日調印コミッ
トメントライン設定契約書 

貸出人4者 343百万円

平成15年6月30日調印コミッ
トメントライン設定契約書 

貸出人3者 150百万円

平成15年12月26日調印コミッ
トメントライン設定契約書 

貸出人8者 637百万円

平成15年3月18日調印コミッ
トメントライン設定契約書 

貸出人9者 250百万円

平成18年3月31日締結リボル
ビング・クレジット・ファシ
リティ契約書 

貸付人7者 1.377百万円

平成15年9月30日締結金銭消
費貸借契約証書 

貸付人5者 198百万円

平成15年3月27日締結金銭消
費貸借契約証書 

貸付人5者 111百万円

  3,068百万円

 こうした状況から、当社グループ

には当中間連結会計期間において、

継続企業の前提に関する重要な疑義

が存在しております(「継続企業の前

提に関する開示について(日本公認

会計士協会監査委員会報告第74号)」

参照)。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

このような状況下において、平成

19年4月27日開催の当社取締役会に

おいて、ＣＬＳＡサンライズ・キャ

ピタルＬＰ（以下、ＣＬＳＡ）を割

当先、発行価額の総額を5,102百万円

とする第三者割当による普通株式発

当社グループは、当連結会計年度
において14,945百万円の当期純損失
を計上した結果、純資産の部が918
百万円のマイナスとなり、営業活動
によるキャッシュ・フローは2,271
百万円のマイナスとなっておりま
す。 
このような損失を計上した経緯は、
以下のとおりであります。 
 ①長期未収債権および割賦売掛金
の債権譲渡による債権譲渡損失
5,968百万円を計上。 
 ②残存する同債権に対して貸倒引
当金3,408百万円を一括計上。 
 ③信販会社、リース会社の保有す
る割賦債権残高、リース債権残高
に対して債務保証損失引当金394
百万円を計上。 
 ④子会社ののれん907百万円を一
括償却。 
 ⑤繰延税金資産に対する評価性引
当額の計上に伴い、2,825百万円の
取崩し。 
  
 当期純損失の計上により、金融機
関とのコミットメントライン設定契
約書、リボルビング・クレジット・
ファシリティ契約書及び金銭消費貸
借契約証書の一部に規定されている
財務制限条項、借入人の確約条項に
抵触することとなりました。 
財務制限条項、借入人の確約条項
の抵触により、2,500百万円について
は、本貸付人等から請求があったと
きは、ただちに返済する必要があり
ます。また、2,062百万円については、
財務制限条項に抵触することが判明
した日から30営業日以内に本貸付人
等との間で猶予の合意がなされなか
った場合で、その後本貸付人等から
請求があったときは、直ちに債務を
返済する必要があります。 
平成19年3月31日現在、対象となる
契約残高は以下のとおりでありま
す。 
平成17年3月31日調印コミットメントライン設定契約書
 貸出人4者 412百万円 
平成15年6月30日調印コミットメントライン設定契約書
 貸出人3者 300百万円 
平成15年12月26日調印コミットメントライン設定契約書
 貸出人8者 850百万円 
平成15年3月18日調印コミットメントライン設定契約書
 貸出人9者 500百万円 
平成18年3月31日締結リボルビング・クレジット・ファシリティ契約
書 貸付人7者 1,980百万円
平成15年9月30日締結金銭消費貸借契約証書 貸付人5者
 297百万円 
平成15年3月27日締結金銭消費貸借契約証書 貸付人5者
 222百万円 
  4,562百万円

 こうした状況から、当社グループ

には当連結会計年度末において、継

続企業の前提に関する重要な疑義が

存在しております(「継続企業の前提

に関する開示について(日本公認会
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前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

公認会計士協会監査委員会報告第74

号)」参照)。 

 このような状況を解消すべく当社

は「添付資料２.経営方針（６）会社

の対処すべき課題 ３．経営成績及

び財政状態」にも記載のとおり、前々

事業年度から事業構造改革を推進し

ており、運送事業においては専属型

事業への集中、開発事業においては、

当社保証のオート・ローンの取組み

を一切停止し、長期未収債権問題の

解消を図ってきております。当中間

連結会計期間における上記の一括処

理等により、当社の財務内容を改善

するとともに、今後は、営業キャッ

シュ・フローの早期改善を図ってま

いります。また、自己資本比率が

6.3％と毀損していることからも、上

記施策による事業収益の改善に加

え、エクイティ・ファイナンス及び

発行可能株式総数の拡大のための株

主総会を開催し、定款変更承認決議

を前提とした更なるエクイティ・フ

ァイナンスによる資本増強も視野に

入れた財務体質の改善・強化を図る

計画を確実に進めてまいります。 

 当社は、上記の諸策が計画どおり

進展しない場合には、当社の経営に

重大な影響を与える可能性がありま

すので、上記計画を確実に達成する

よう役員・社員一丸となって努力し

ております。また、財務制限条項等

に抵触する事実を踏まえた上で、貸

出人、貸付人との継続的な取引の確

保、維持を前提に交渉を進めており、

一定の理解を得、期限の利益を喪失

しないものと確信しております。 

 中間連結財務諸表は、継続企業を
前提として作成されており、このよ
うな重要な疑義の影響を中間連結財
務諸表には反映しておりません。 
 
 
 

行を決議し、平成19年5月17日には払

込を完了しております。この増資に

より財務体質の改善・安定が図られ

ました。また、ＣＬＳＡより社外取

締役4名、非常勤監査役1名を迎え入

れコーポレートガバナンスの強化、

管理部門の整備等により、事業戦略

面での強化を図ることとしておりま

す。 

平成19年5月29日に中期経営計画

「TRUSTEX2010」を策定し、専属型軽

貨物運送を柱とした物流アウトソー

シング企業への回帰を図り計画を進

めています。まず、不採算部門であ

った積合せ事業から撤退することと

しておりましたが、当連結会計中間

期間において不採算子会社の整理は

ほぼ完了しております。 

今後は当社グループのコア事業

である専属型軽貨物運送事業をより

成長させるため、荷主企業、オーナ

ー･オペレーター、当社の共存共栄関

係、WIN-WIN-WINの関係を築き、長期

的な事業の発展を目指す体制の構築

を目指します。 

また、同時に営業の生産性向上、

内部統制への対応として、システム

の導入、組織体制の見直しを進めて

まいります。 

 当社は、上記の諸策が計画どおり

進展しない場合には、当社グループ

の経営に重大な影響を与える可能性

がありますので、上記計画を確実に

達成するよう役員・社員一丸となっ

て努力しております。また、財務制

限条項等に抵触する事実を踏まえた

上で、貸出人、貸付人との継続的な

取引の確保、維持を前提に交渉を進

めており、一定の理解を得、期限の

利益を喪失しないものと確信してお

ります。 
 中間連結財務諸表は、継続企業を
前提として作成されており、このよ
うな重要な疑義の影響を中間連結財
務諸表には反映しておりません。 
 
 
 
 
 
 
 

計士協会監査委員会報告第74号)」参

照)。 

 このような状況を解消すべく当社
は、前々連結会計年度から事業構造
改革を推進しており、運送事業にお
いては専属型事業への集中、開発事
業においては、当社保証のオート・
ローンの取組みを一切停止し、長期
未収債権問題の解消を図ってきてお
ります。 

当連結会計年度における上記の

一括処理等により、当社グループの

財務内容を改善するとともに、今後

は、営業キャッシュ・フローの早期

改善を図ってまいります。また、平

成19年4月27日開催の当社取締役会

において、ＣＬＳＡサンライズ・キ

ャピタルＬＰ（以下、ＣＬＳＡ）を

割当先、発行価額の総額を5,102百万

円とする第三者割当による普通株式

発行を決議し、平成19年5月17日には

払込を完了しております。この増資

により財務体質の改善・安定が図ら

れ、また、ＣＬＳＡより社外取締役4

名、非常勤監査役1名を迎え入れコー

ポレートガバナンスの強化、管理部

門の整備等により、事業戦略面での

強化を図ることとしております。 

 当社は、上記の諸策が計画どおり

進展しない場合には、当社グループ

の経営に重大な影響を与える可能性

がありますので、上記計画を確実に

達成するよう役員・社員一丸となっ

て努力しております。また、財務制

限条項等に抵触する事実を踏まえた

上で、貸出人、貸付人との継続的な

取引の確保、維持を前提に交渉を進

めており、一定の理解を得、期限の

利益を喪失しないものと確信してお

ります。 

 連結財務諸表は、継続企業を前提と

して作成されており、このような重要

な疑義の影響を連結財務諸表には反

映しておりません。 
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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 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年９月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数 ９社 

  すべての子会社を連結の範囲

に含めております。 

  連結子会社の名称 

  軽貨急配シーエス㈱ 

  ㈱ラック 

  軽貨ファイナンス・リース㈱ 

    軽貨エクスプレス㈱ 

    プラスパサービス㈱ 

    直方ショッピングサービス㈱ 

    軽貨急配マーケットサービス㈱ 

    軽貨ロジスティクス㈱ 

    軽貨急配事業協同組合 

     なお、軽貨エクスプレス㈱

は、平成18年5月12日に全株式

を取得し、子会社となったた

め、平成18年4月1日をみなし取

得日として連結の範囲に含め

ております。 

直方ショッピングサービス㈱

は、平成18年5月15日に全株式

を取得し、子会社となったた

め、平成18年4月1日をみなし取

得日として連結の範囲に含め

ております。 

軽貨急配マーケットサービス

㈱は、平成18年4月28日に全株

式を取得し、子会社となったた

め、平成18年5月1日をみなし取

得日として連結の範囲に含め

ております。 

また、プラスパサービス㈱は、

軽貨エクスプレス㈱の100％子

会社であります。 

軽貨ロジスティクス㈱及び軽貨急

配事業協同組合については、当社が

意思決定機関を実質的に支配して

いることから連結の範囲に含めて

おります 

１ 連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数 ７社 

 すべての子会社を連結の範囲に

含めております。 

 連結子会社の名称 

  軽貨急配㈱ 

  軽貨急配シーエス㈱ 

  ㈱ラック 

  軽貨ファイナンス・リース㈱ 

  軽貨エクスプレス㈱ 

  プラスパサービス㈱ 

  軽貨急配事業協同組合 

 なお、当社は平成１９年４月２日

を分割期日として、資産、負債、権

利義務及び契約上の地位(全従業員

との雇用契約を含む)のすべてを、

新たに設立した軽貨急配株式会社

に承継させ、同日付で当社は商号を

トラステックスホールディングス

株式会社に変更しております。 

 また、軽貨ロジスティクス㈱は、

平成19年7月１日に代表者変更した

ため、変更時までの損益計算書につ

いて連結の範囲に含めております。

軽貨急配マーケットサービス㈱は、

平成19年9月2日に売却したため、売

却時までの損益計算書について連

結の範囲に含めております。 

１ 連結の範囲に関する事項 

(1)連結子会社の数８社 

 すべての子会社を連結の範囲に

含めております。 

 連結子会社の名称 

  軽貨急配シーエス㈱ 

  ㈱ラック 

  軽貨ファイナンス・リース㈱ 

  軽貨エクスプレス㈱ 

  プラスパサービス㈱ 

  軽貨急配マーケットサービス㈱

  軽貨ロジスティクス㈱ 

  軽貨急配事業協同組合 

 なお、軽貨エクスプレス㈱は、平

成18年５月12日に全株式を取得し、

子会社となったため、平成18年４月

１日をみなし取得日として連結の

範囲に含めております。 

 ㈱直方ショッピングサービスは、

平成18年５月15日に全株式を取得

し、子会社となったため、平成18年

４月１日をみなし取得日として連

結の範囲に含めております。 

 また、同社は平成18年10月１日に

軽貨ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ㈱を吸収合併し、商

号を軽貨ファイナンス・リース㈱に

変更しております。 

 なお、被合併会社の軽貨ファイナ

ンス・リース㈱は、合併時までの損

益計算書について連結の範囲に含

めております。 

 軽貨急配マーケットサービス㈱

は、平成18年４月28日に全株式を取

得し、子会社となったため、平成18

年５月１日をみなし取得日として

連結の範囲に含めております。 

 また、プラスパサービス㈱は、軽

貨エクスプレス㈱の100％子会社で

あります。 

 軽貨ロジスティクス㈱及び軽貨

急配事業協同組合については、当社

が意思決定機関を実質的に支配し

ていることから連結の範囲に含め

ております。 

２ 持分法の適用に関する事項 

該当事項はありません。 

２ 持分法の適用に関する事項 

同左 

２ 持分法の適用に関する事項 

同左 

３ 連結子会社の中間決算日等に

関する事項 

連結子会社の中間決算日が中間連

結決算日と相違しているものは次

のとおりであります。 

会社名   中間決算日 

軽貨エクス 7月31日 

プレス㈱ 

３ 連結子会社の中間決算日等に

関する事項 

連結子会社の中間決算日と中間連

結決算日とは一致しております。 

３ 連結子会社の事業年度等に関 

する事項 

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。 
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前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年９月31日) 

プラスパサ 7月31日 

ービス㈱ 

直方ショッ 11月30日 

ピングサー 

ス㈱ 

上記3社に付きましては、中間連結

決算日に実施した仮決算に基

づく中間財務諸表を使用して

中間連結財務諸表を作成して

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 

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 

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 有価証券 

   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) 

① 有価証券 

   その他有価証券 

    時価のあるもの 

     同左 

① 有価証券 

   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）

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 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 

③ たな卸資産 

  ａ 商品 

    個別法による原価法 

  ｂ 貯蔵品 

    最終仕入原価法 

③ たな卸資産 

同左 

③ たな卸資産 

同左 

(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 

   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す。 

 
 
 
 

建物及び構築物 10～50年 

運搬具 4～6年 

 

(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 

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、耐用年数

及び残存価格については、法人

税法に規定する方法と同一の基

準によっております。また耐用

年数は以下の通りです。 

 
建物及び構築物 10～50年 

運搬具 4～6年 

 

(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 

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す。 

 
 
 
 

建物及び構築物 10～50年 

運搬具 4～6年 

 

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 

③ リース資産 

  所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引に係るリース資産。

「リース期間を耐用年数とし、

残存価格を零とする定額法に

よっております。」 

② 無形固定資産 

同左 
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前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年９月31日) 

(3)繰延資産の処理方法 

社債発行費及び新株発行費 

支出時に全額費用として処理して

おります。 

(3)繰延資産の処理方法 

社債発行費及び株式交付費 

同左 

(3)繰延資産の処理方法 

   社債発行費及び株式交付費 

同左 

（会計方針の変更） 

当中間連結会計期間より「繰延資産

の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第19号 平成18年8

月11日）を適用しております。 

 前中間連結会計期間において営業

外費用の「その他」に含めていた「新

株発行費」は、当中間連結会計期間

より「株式交付費」として 

処理する方法に変更しております。 

   (会計方針の変更) 

   当連結会計年度より「繰延資

産の会計処理に関する当面の

取扱い」(実務対応報告第19号

平成18年８月11日)を適用して

おります。 

   前連結会計年度において営

業外費用の「その他」に含めて

いた「新株発行費」は、当連結

会計年度より「株式交付費」と

して処理する方法に変更して

おります。 

(4) 重要な引当金の計上基準 

 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。 

(4) 重要な引当金の計上基準 

 ① 貸倒引当金 

同左 

(4) 重要な引当金の計上基準 

 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

込額のうち当中間連結会計期

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

のうち当中間連結会計期間の負

担額を計上しております。ただ

し、当社及び連結子会社の一部で

は平成19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。ただし、当社及び連結

子会社の一部では平成19年度夏

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。 

③ 退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備える

ため、当中間連結会計期間末に

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

ため当連結会計年度末におけ

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、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。 

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、当中間連

結会計期間末日以降役員退職

④ 役員退職慰労引当金 

――― 

（追加情報） 

従来、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

期末要支給額を計上しておりまし

たが、平成19年6月28日開催の定時

株主総会をもって役員退職慰労金

制度を廃止いたしました。 

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

期末要支給額を計上しており

ます。 

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、当決議日以降
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前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年９月31日) 

慰労引当金は新たに発生して

おらず、当中間連結会計期間末

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。 

役員退職慰労引当金は新たに

発生しておらず、当連結会計年

度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。 

⑤債権譲渡損失引当金 
債権の譲渡による損失に備え
るため、譲渡予定債権について
は、既に計上している貸倒引当
金並びに譲渡予定価額を控除し
た損失見込額を計上しておりま
す。 

⑤債権譲渡損失引当金 

――― 

 

⑤債権譲渡損失引当金 

――― 

 

⑥債務保証損失引当金 
保証履行による損失に備えるた

め、信販会社及び、リース会社の保

有する委託事業主に対する割賦債権

残高、リース債権残高に対して保証

履行の発生率並びに貸倒実績率によ

り将来の保証履行による回収不能見

込額を計上しております。 

⑥債務保証損失引当金 

同左 
⑥債務保証損失引当金 

同左 

(5) 重要なリース取引の処理方法 
転リース取引及びリース物件の所
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 

転リース取引及びリース物件の所有

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、通常の売買取引に係る

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 

  転リース取引及びリース物件

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。 

(6) 重要なヘッジ会計の方法 

 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。 

(6) 重要なヘッジ会計の方法 

 ① ヘッジ会計の方法 

同左 

 

(6) 重要なヘッジ会計の方法 

 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) 

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 

 

   ヘッジ対象 

    変動金利支払いの借入金 

  

 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 

 

(7) 収益の計上基準 

  連結会社は割賦販売を行って

おり、収益の計上基準は、販売基

準を採用しておりますが、連結会

社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

(7) 収益の計上基準 

同左 

 

(7) 収益の計上基準 

同左 
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前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年９月31日) 

ましては、売上高に計上してお

ります。 

(8) その他中間連結財務諸表作成の

ための重要な事項 

  消費税等の会計処理 

   税抜方式によっております。 

同左 (8) その他連結財務諸表作成のため

の重要な事項 

  消費税等の会計処理 

   税抜方式によっておりま

す。 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

５ 中間連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲 

５ 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、要求払預金及び取得日から

３ヶ月以内に満期日の到来する流動

性の高い、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18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

(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1,567百万円であります。 

 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。 

 (貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準) 

 当連結会計年度より、「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△946百万円であります。

 なお、当連結会計年度における連結

貸借対照表の「純資産の部」について

は、連結財務諸表規則の改正に伴い、

改正後の連結財務諸表規則により作

成しております。 

―――  (企業結合に係る会計基準等) 

 当連結会計年度より「企業結合に係

る会計基準」（企業会計審議会 平成

15年10月31日）及び「事業分離等に関

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７

号）並びに「企業結合会計基準及び事

業分離等会計基準に関する適用指針」

（企業会計基準委員会 最終改正平成

18年12月22日 企業会計基準適用指針

第10号）を適用しております。 

(投資事業組合に対する支配力基準及び

影響力基準の適用に関する実務上の取

扱い) 

 当中間連結会計期間より、「投資事業

組合に対する支配力基準及び影響力基

準の適用に関する実務上の取扱い」（企

業会計基準委員会 平成18年9月8日 

実務対応報告第20号）を適用しておりま

す。この変更により、従来の方法によっ

た場合と比べ、営業利益が323百万円、

経常利益が323百万円それぞれ増加し、

税金等調整前中間純損失が400百万円減

少しております。またこれにより、新規

連結に併う利益剰余金の減少が、383百

万円となっております。なお、セグメン

ト情報に与える影響は（セグメント情

報）に記載しております。 

 (投資事業組合に対する支配力基準及

び影響力基準の適用に関する実務上の

取扱い) 

 当連結会計年度より、「投資事業組

合に対する支配力基準及び影響力基準

の適用に関する実務上の取扱い」(企業

会計基準委員会 平成18年9月8日実務

対応報告第20号)を適用しております。

この変更により、従来の方法によった

場合と比べ、営業損失が322百万円、経

常損失が323百万円それぞれ減少し、税

金等調整前当期純損失が    378百

万円減少しております。またこれによ

り、新規連結に併う利益剰余金の減少

が、543百万円となっております。 

 なお、セグメント情報に与える影響

は(セグメント情報)に記載しており

ます。 
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前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

(ストック・オプション等に関する会計基

準等) 

 当中間連結会計期間から「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。 

 

(ストック・オプション等に関する会計

基準等) 

 当連結会計年度より「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。 

 

(リース取引に関する会計基準) 

「リース取引に関する会計基準」(企

業会計基準第 13 号(平成 5 年 6 月 17

日(企業会計審議会第一部会)、平成

19 年 3 月 30 日改正))及び「リース取

引に関する会計基準の適用指針」(企

業会計基準適用指針第 16 号(平成 6

年 1 月 18 日(日本公認会計士協会

会計制度委員会)、平成 19 年 3 月 30

日改正))が平成 19年 4月 1日以後開

始する連結会計年度から適用するこ

とができることになったことに伴

い、当中間連結会計期間より、同会

計基準及び同適用指針を適用してお

ります。 

これによる営業損失、経常損失及び

税金等調整前中間純損失に与える影

響はありません。 

 

 

(転リース物件の売却益) 

従来、セール・アンド・リースバッ

クによるリース物件を転リースする

取引において、リース物件を売却し

た時点で利益計上しておりました

が、「リース取引に関する会計基準」

(企業会計基準第 13号(平成 5年 6月

17 日(企業会計審議会第一部会)、平

成 19 年 3 月 30 日改正))及び「リー

ス取引に関する会計基準の適用指

針」(企業会計基準適用指針第 16 号

(平成 6年 1月 18 日(日本公認会計士

協会 会計制度委員会)、平成 19 年 3

月 30 日改正))の公表を契機とし、当

中間連結会計期間よりリース物件売

却益を繰延処理する方法に変更いた

しました。 

この変更に伴い、過年度のリース物

件売却益相当額 1,874 百万円を特別

損失に計上しております。 

この結果、従来と比べ、営業損失及

び経常損失は 314 百万円減少し、税

金等調整前中間純損失は 1,359 百万

円増加しております。 

セグメント情報に与える影響は、当

該箇所に記載しております。 
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前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

 

(ローン解約負担金) 

従来、ローン契約の信用保証におい

て、ローン契約者の解約により解約

負担金を支払った時点で費用計上し

ておりましたが、上記転リース物件

の売却益の会計処理と整合させるた

めに、当中間連結会計期間より解約

に係る負担金を実績率に基づき、見

積計上する方法に変更いたしまし

た。 

この変更に伴い、過年度の解約負担

金見積額 121 百万円を特別損失に計

上しております。 

この結果、従来と比べ、営業損失及

び経常損失は 51 百万円減少し、税金

等調整前中間純損失は70百万円増加

しております。 

セグメント情報に与える影響は、当

該箇所に記載しております。 

 

 

(有形固定資産の減価償却の方法の

変更)法人税法の改正に伴い、当中間

連結会計期間より、平成 19 年 4 月 1

日以降取得した有形固定資産につい

て、改正後の法人税法に基づく減価

償却の方法に変更しております。こ

れによる損益に与える影響は軽微で

あります。 

 

 

追加情報 

前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

――― 

 

 法人税法の改正に伴い、平成19

年3月31日以前に取得した資産につ

いては、改正前の法人税法に基づく

減価償却の方法の適用により取得

価格の5％に到達した連結会計期間

の翌連結会計期間より、取得価額の

5％相当額と備忘価額との差額を5

年間にわたり均等償却し、減価償却

費に含めて計上しております。これ

による損益に与える影響は軽微で

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18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

 1,870百万円 

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

 1,252百万円 

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

 1,817百万円 

 
※２ 担保に供している資産及びこ

れに対応する債務は次のとおり

であります。 

  (金融機関に対するもの) 

  (1) 担保提供資産 

定期預金 5百万円 

建物 188百万円 

土地 530百万円 

計 724百万円 

 

※２ 担保に供している資産及びこ

れに対応する債務は次のとおり

であります。 

  (金融機関に対するもの) 

  (1) 担保提供資産 

定期預金 5百万円 

建物 163百万円 

土地 523百万円 

計 692百万円 

 

※２ 担保に供している資産及びこ

れに対応する債務は次のとおり

であります。 

  (金融機関に対するもの) 

  (1) 担保提供資産 

定期預金 5百万円 

建物 176百万円 

土地 523百万円 

計 705百万円 

 

  (2) 上記に対応する債務 

短期借入金 329百万円 

一年以内 
返済予定の 

長期借入金 235百万円 

長期借入金 80百万円 

計 644百万円 

 

  (2) 上記に対応する債務 

短期借入金 179百万円 

一年以内 
返済予定の 

長期借入金 37百万円 

長期借入金 37百万円 

計 254百万円 

 

  (2) 上記に対応する債務 

短期借入金 170百万円 

一年以内 
返済予定の 

長期借入金 25百万円 

長期借入金 62百万円 

計 258百万円 

 

   (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の債務保証の

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 890百万円 

    当社が信販会社に対して行

っている注記３の債務保証の

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 815百万円 

    当社が信販会社に対して行

っている注記３の債務保証の

担保に供しております。 
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前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日) 

 ３ 保証債務 

①割賦債務 

   当社委託事業主の下記の信販

会社からの割賦債務に対して次

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 

㈱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 

ＧＥコンシュ 
ーマー・ファ 
イナンス㈱         0百万円 

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 

 

 

 

 

 

 

 

②リース債務 

当社委託事業主の、㈱船井財
産トータルサポートからのリー
ス債務に対して次のとおり債務
保証を行っております。 
㈱船井財産 
トータルサポート 
           1,292百万円 

 

なお、㈱船井財産トータルサ

ポートは、平成18年11月1日付で

クォンタムジャンプジャパン㈱

に商号変更しております。 

 ３ 保証債務 

  （1）割賦債務 

   当社委託事業主の下記の信販

会社からの割賦債務に対して次

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㈱ 29百万円

㈱セントラルファイナンス 15百万円

㈱アプラス 354百万円

Ｔ＆Ｄリース㈱ 1百万円

三洋電機クレジット㈱ 60百万円
ＧＥコンシューマー・ 
ファイナンス㈱ 

0百万円

アフレッシュクレジット㈱ 91百万円

九州日本信販㈱ 66百万円

新生セールスファイナンス㈱ 3百万円

新洋信販㈱ 25百万円

㈱クレディア 72百万円

計 919百万円

債務保証損失引当金 △253百万円

 666百万円

  （2）リース債務 

   当社委託事業主の、クォンタ

ムジャンプジャパン㈱からのリ

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。 

クォンタムジャンプジャパン㈱ 1,923百万円

債務保証損失引当金      △51百万円

差引額 1,871百万円
    

 ３ 保証債務 

  （1）割賦債務 

   当社委託事業主の下記の信販

会社からの割賦債務に対して次

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㈱ 42百万円

㈱セントラルファイナンス 15百万円

㈱アプラス 354百万円

Ｔ＆Ｄリース㈱ 1百万円

三洋電機クレジット㈱ 60百万円
ＧＥコンシューマー・ 
ファイナンス㈱ 

0百万円

アコム㈱ 91百万円

九州日本信販㈱ 64百万円

新生セールスファイナンス㈱ 3百万円

新洋信販㈱ 25百万円

計 860百万円

債務保証損失引当金 △364百万円

 496百万円

  （2）リース債務 

   当社委託事業主の、クォンタ

ムジャンプジャパン㈱からのリ

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。 

クォンタムジャンプジャパン㈱ 1,676百万円

債務保証損失引当金 △30百万円

 1,646百万円

   なお、クォンタムジャンプジ

ャパン㈱は、平成18年11月１日

付で㈱船井財産トータルサポー

トが商号変更したものでありま

す。 
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前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日) 

４ 当社及び連結子会社は、運転資

金の効率的な調達を行うため取

引銀行10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

づく当中間連結会計期間末の借

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3,620百万円 

借入実行残高    3,489百万円 

差引額            130百万円 

 
当社グループは、「継続企業

の前提に重要な疑義を抱かせる
事象又は状況」に記載のとおり、
当中間連結会計期間において、
コミットメントライン設定契約
等に付されている財務制限条項
等に抵触することになりまし
た。詳細については、同注記に
記載していることから、ここで
の記載は省略しております。 

 

 ４ 当社及び連結子会社は、運転

資金の効率的な調達を行うため

取引銀行8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

基づく当中間連結会計期間末の

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2,300百万円

借入実行残高    1,556百万円

差引額            743百万円

 
当社グループは、「継続企業

の前提に重要な疑義を抱かせる
事象又は状況」に記載のとおり、
当中間連結会計期間において、
コミットメントライン設定契約
等に付されている財務制限条項
等に抵触することになりまし
た。詳細については、同注記に
記載していることから、ここで
の記載は省略しております。 
 

 ４ 当社及び連結子会社は、運転

資金の効率的な調達を行うため

取引銀行8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

基づく当連結会計年度末の借入

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2,300百万円

借入実行残高    2,150百万円

差引額          149百万円

当社グループは、「継続企業
の前提に重要な疑義を抱かせる
事象又は状況」に記載のとおり、
当連結会計年度において、コミ
ットメントライン設定契約等に
付されている財務制限条項等に
抵触することになりました。詳
細については、同注記に記載し
ていることから、ここでの記載
は省略しております。 
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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18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

※１ 固定資産売却益の内訳は、次

のとおりであります。 

機械装置及び運搬具 9百万円 

 

※１ 固定資産売却益の内訳は、次

のとおりであります。 

運搬具 66百万円 

 

※１ 固定資産売却益の内訳は、次

のとおりであります。 

機械装置及び運搬具 22百万円 

 
※２ 固定資産除却損の内訳は、次

のとおりであります。 

機械装置及び運搬具 0百万円 

 

※２ 固定資産除却損の内訳は、次

のとおりであります。 

機械装置及び運搬具  42百万円 
建物及び構築物   45 百万円 

その他       65 百万円 

※２ 固定資産除却損の内訳は、次

のとおりであります。 

機械装置及び運搬具 6百万円 

 

※３ 固定資産売却損の内訳は次の

とおりであります。 

機械装置及び運搬具 0百万円 

 

※３ 固定資産売却損の内訳は次の

とおりであります。 

運搬具      1百万円 
土地       5 百万円 

建物       5 百万円 

 

※３ 固定資産売却損の内訳は次の

とおりであります。 

機械装置及び運搬具 0百万円 
  

  

 

※４ 減損損失 
当社グループは、当中間連結

会計期間において、以下の資産
グループについて減損損失を計
上しております。 

場所 用途 種類 減 損
損失 

(百万円) 
－ － のれん 907 

    連結子会社を単位とする資産グ

ループにかかる「のれん」について、

実質価額が著しく低下したため、回

収可能価額がないものとして評価

し、当該減少額を減損損失（のれん

の償却額）として特別損失に計上い

たしました。 

 

※４ 減損損失 

――― 

※４ 減損損失 
当社グループは、当連結会計

年度において、以下の資産グル
ープについて減損損失を計上し
ております。 

場所 用途 種類 減 損
損失 

(百万円) 
－ － のれん 907 

    連結子会社を単位とする資産グ

ループにかかる「のれん」につい

て、実質価額が著しく低下したた

め、回収可能価額がないものとし

て評価し、当該減少額を減損損失

（のれんの償却額）として特別損

失に計上いたしました。 
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(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 76,901,472 35,355,520 － 112,256,992

第Ⅳ種種類株式(株) ― 100,000 100,000 ―

第Ⅴ種種類株式(株) ― 200,000 ― 200,000

第Ⅵ種種類株式(株) ― 100,000 ― 100,000

合計(株) 76,901,472 35,755,520 100,000 112,556,992
 

 

（変動事由の概要） 

普通株式の増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

Ⅳ種株式からの転換による増加 15,638,735株 

第二回無担保転換社債型取得条項付新株予約権付社債に付された新株予約権の行使による増加 

19,716,785株 

第Ⅳ種種類株式の増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

第Ⅳ種種類株式の発行による増加 100,000 株 

第Ⅴ種種類株式の増加数の内訳は、次のとおりであります。 

第三回無担保転換社債型取得条項付新株予約権付社債に付された新株予約権付社債の行使による増加

200,000 株 

第Ⅵ種種類株式の増加数の内訳は、次のとおりであります。 

第四回無担保転換社債型取得条項付新株予約権付社債に付された新株予約権の行使による増加 100,,000 株 

第Ⅳ種種類株式の減少数の主な内訳は、次のとおりであります。 

普通株式転換による減少 100,000 株 

 
２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

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 

 
３ 新株予約権等に関する事項 

目的となる株式の数（株） 
会社名 内訳 

目的となる
株式の種類 前連結 

会計年度末
増加 減少 

当中間連結 
会計期間末 

当中間連結
会計期間
末残高 
（千円）

提出会社 平成17年新株予約権 普通株式 2,500,000 ― ― 2,500,000 ―

合計 2,500,000 ― ― 2,500,000 ―

(注)  目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 
 
４ 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 343 4.50 平成18年3月31日 平成18年6月30日
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(2) 基準日が当中間連結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連結会計期間後となるもの 

該当事項はありません。 

 

当中間連結会計期間(自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(株) 267,854,622 61,253,552 241,069,160 88,039,014

第Ⅵ種種類株式(株) 100,000 ― ― 100,000

 ― ― ― ―

 ― ― ― ―

合計(株) 267,954,622 61,253,552 241,069,160 88,139,014
 

（変動事由の概要） 

普通株式の増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

第7回無担保転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権の行使による増加   1,230,012株 

第三者割当増資の新株発行による増加                      60,023,540株 

普通株式の減少数の主な内訳は、次のとおりであります。 
10株を１株に株式を併合したことによる減少                   241,069,160 株 

 
２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(株) 619,702 12 557,728 61,986

第Ⅵ種種類株式(株) 75,000 ― 75,000

計 694,702 12 557,728 136,986
 

（変動事由の概要） 

普通株式の増加数の内訳は、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                      12株 

普通株式の減少数の内訳は、次のとおりであります。 

10株を１株に株式を併合したことによる減少              557,728株 

 

３ 新株予約権等に関する事項 

目的となる株式の数（株） 

会社名 内訳 
目的となる
株式の種類 前連結 

会計年度末
増加 減少 

当連結 
会計年度末 

当連結 
会計年度
末残高 
（百万円）

ﾄﾗｽﾃｯｸｽﾎｰﾙﾃﾞ
ｨﾝｸﾞｽ 

第7回無担保転換社
債型新株予約権月社
債 

普通株式 1,230,012 1,230,012  ―

合計 1,230,012 1,230,012  ―

(注) 目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

該当事項ありません。 
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前連結会計年度(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(株) 76,901,472 190,953,150 ― 267,854,622

第Ⅳ種種類株式(株) ― 100,000 100,000 ―

第Ⅴ種種類株式(株) ― 200,000 200,000 ―

第Ⅵ種種類株式(株) ― 100,000 ― 100,000

合計(株) 76,901,472 191,353,150 300,000 267,954,622
 

（変動事由の概要） 

普通株式の増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

第Ⅳ種株式からの転換による増加 15,638,735株 

第Ⅴ種株式からの転換による増加 69,891,516株 

第Ⅵ種株式からの転換による増加 38,947,365株 

第二回無担保転換社債型取得条項付新株予約権付社債に付された新株予約権の行使による増加 

 2,347,417株 

第三回無担保転換社債型取得条項付新株予約権付社債に付された新株予約権の行使による増加 

 17,369,368株 

第五回及び第六回無担保転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権の行使による増加 

46,758,749 株 

第Ⅳ種種類株式の増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

第Ⅳ種種類株式の発行による増加 100,000株 

第Ⅴ種種類株式の増加数の内訳は、次のとおりであります。 

第三回無担保転換社債型取得条項付新株予約権付社債に付された新株予約権の行使による増加 

 200,000株 

第Ⅵ種種類株式の増加数の内訳は、次のとおりであります。 

第四回無担保転換社債型取得条項付新株予約権付社債に付された新株予約権の行使による増加 

 100,000株 

第Ⅳ種種類株式の減少数の主な内訳は、次のとおりであります。 

第Ⅳ種種類株式の消却による減少 100,000株 

第Ⅴ種種類株式の減少数の主な内訳は、次のとおりであります。 

第Ⅴ種種類株式の消却による減少 200,000株 

 
２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(株) 617,652 2,050 ― 619,702

第Ⅳ種種類株式(株) ― 100,000 100,000 ―

第Ⅴ種種類株式(株) ― 200,000 200,000 ―

第Ⅵ種種類株式(株) ― 75,000 ― 75,000

計 617,652 377,050 300,000 694,702
 

（変動事由の概要） 

普通株式の増加数の内訳は、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 2,050株 

第Ⅳ種種類株式の増加数の内訳は、次のとおりであります。 

 第Ⅳ種種類株式の取得請求権の行使による増加 100,000株 

第Ⅴ種種類株式の増加数の内訳は、次のとおりであります。 

 第Ⅴ種種類株式の取得請求権の行使による増加 200,000株 

第Ⅵ種種類株式の増加数の内訳は、次のとおりであります。 

 第Ⅵ種種類株式の取得請求権の行使による増加 75,000株 

第Ⅳ種種類株式の減少数の内訳は、次のとおりであります。 

 第Ⅳ種種類株式の消却による減少 100,000株 
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第Ⅴ種種類株式の減少数の内訳は、次のとおりであります。 

 第Ⅴ種種類株式の消却による減少 200,000株 

 

 

３ 新株予約権等に関する事項 

目的となる株式の数（株） 

会社名 内訳 
目的となる
株式の種類 前連結 

会計年度末
増加 減少 

当連結 
会計年度末 

当連結 
会計年度
末残高 
（百万円）

提出会社 平成17年新株予約権 普通株式 2,500,000 ― 50,000 2,450,000 ―

合計 2,500,000 ― 50,000 2,450,000 ―

(注) 目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 

 

４ 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 343 4.50 平成18年3月31日 平成18年6月30日

 
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

該当事項はありません。 

 

 

 

 

(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18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

※１ 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 

預金勘定 4,755百万円 

預入期間が 
３ヶ月を超える 

定期預金 △958百万円 

現金及び 

現金同等物 3,796百万円 
  
 

※１ 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 

預金勘定 1,908百万円 

預入期間が 
３ヶ月を超える 

定期預金 △354百万円 

現金及び 

現金同等物 1,553百万円 
  
  

※１ 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 

現金及び 

預金勘定 1,838百万円 

預入期間が 
３ヶ月を超える 

定期預金 △315百万円 

現金及び 

現金同等物 1,523百万円 
  
 

  ※２ 株式の取得により新たに連結

子会社となった会社の資産及び

負債の主な内訳 

   株式の取得により新たに連結

したことに伴う連結開始時の資

産及び負債の内訳並びに株式の

取得価額と取得のための支出 

（純額）との関係は次のとおり

であります。 

軽貨エクスプレス㈱ 

（平成18年4月1日現在）

流動資産       760百万円
固定資産       353百万円
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前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

のれん        673百万円
流動負債     △1,284百万円
固定負債      △352百万円
軽貨ｴｸｽﾌﾟﾚｽ㈱の 

 株式取得価額      150百万円 
軽貨ｴｸｽﾌﾟﾚｽ㈱の 

  現金及び現金同等物   △152百万円
差引:軽貨ｴｸｽﾌﾟﾚｽ㈱ 

取得のための支出     △2百万円

 

㈱直方ショッピングサービス 

（平成18年4月1日現在）

流動資産       274百万円
固定資産        59百万円
のれん        130百万円
流動負債      △219百万円
固定負債      △114百万円
㈱直方ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ 

の株式取得価額      130百万円 
㈱直方ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽの 

現金及び現金同等物   △57百万円 
差引:㈱直方ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｻ 

ｰﾋﾞｽ取得のための支出   72百万円

 

軽貨急配マーケットサービス㈱ 

（平成18年5月1日現在）

流動資産       176百万円
固定資産       131百万円
のれん        329百万円
流動負債      △388百万円
固定負債      △178百万円
軽貨急配ﾏｰｹｯﾄｻｰﾋﾞｽ㈱ 

の株式取得価額       70百万円
軽貨急配ﾏｰｹｯﾄｻｰﾋﾞｽ㈱の 

現金及び現金同等物       △8百万円
差引:軽貨急配ﾏｰｹｯﾄｻｰﾋﾞ 

ｽ㈱取得のための支出        61百万円

 

  ※３ 重要な非資金取引の内容 

新株予約権の行使による 

資本金増加額 2,450百万円 

新株予約権の行使による 

資本準備金増加額 2,409百万円 

新株予約権の行使による 

新株予約権付社債減少額 4,860百万円 
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(セグメント情報) 

 1.事業の種類別セグメント 
前中間連結会計期間(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) 

 

 
運送事業 
(百万円) 

開発事業 
(百万円) 

計(百万円) 
消去又は全社 
(百万円) 

連結(百万円)

売上高  

(1) 外部顧客に対する売上高 18,528 3,670 22,198  22,198

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

― 22 22 (22) ―

計 18,528 3,693 22,221 (22) 22,198

営業費用 17,320 3,519 20,840 1,006 21,846

営業利益 1,207 173 1,381 (1,029) 351

(注) １ 事業区分の方法 

事業は、貨物運送受託に関連する事業としての運送事業と、貨物運送受託業務の遂行のために開発した

委託事業主に対する貨物軽自動車の販売及び当社仕様の貨物軽自動車用架装ボディの販売に関連する

事業としての開発事業に区分しております。 

２ 各区分に属する主要な商製品の名称 

 

事業区分 
(業務) 

品目 内容 

貨物運送収入 貨物軽自動車運送業務及び当該附帯業務の受託 

運送事業 
(貨物運送受託業務) 

その他営業収入 
上記業務に付随して発生する貨物事故対策分担
金、貨物等の保管及び保管附帯収入、経営届申請
費用及び売上保証分担金等 

商品売上高 

委託事業主(オーナー・オペレーター)及び委託事
業会社(サブ・コントラクター)に対する当社仕様
の貨物軽自動車及び附属品の販売収入並びに貨物
軽自動車用の架装ボディの販売収入 

開発事業 
(委託事業主開発業務等) 

その他営業収入 
上記業務に付随して発生する加盟店手数料、リー
ス料収入等 

 

３ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は1,035百万円であり、その主な

ものは当社の管理部門に係わる費用であります。 

４ 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に記載のとおり、当中間連結会

計期間から「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱

い」を適用しております。この変更に伴い、従来の方法に比較して、当中間連結会計期間の

営業費用は、開発事業において234百万円減少、営業利益が323百万円増加しております。 
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当中間連結会計期間(自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日) 

 

 
運送事業 
(百万円) 

開発事業 
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益  

売上高  

(1) 外部顧客に対する売上高 14,846 820 15,667 ― 15,667

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

― ― ― ― ―

計 14,846 820 15,667 ― 15,667

営業費用 13,739 1,535 15,275 615 15,891

営業利益又は営業損失 1,106 (715) 392 (615) (224)

(注) １ 事業区分の方法 

事業は、貨物運送受託に関連する事業としての運送事業と、貨物運送受託業務の遂行のために開発した

委託事業主等に対する貨物軽自動車の販売及び当社仕様の貨物軽自動車用架装ボディの販売に関連す

る事業としての開発事業に区分しております。 

２ 各区分に属する主要な商製品の名称 

 

事業区分 
(業務) 

品目 内容 

貨物運送収入 貨物軽自動車運送業務及び当該附帯業務の受託 

運送事業 
(貨物運送受託業務) 

その他営業収入 

上記業務に付随して発生する貨物事故対策分担
金、業務開担分担金、貨物等の保管、保管附帯収
入、経営届申請費用、売上保証分担金及びファク
タリング収入等 

商品売上高 
委託事業主(オーナー・オペレーター)及び委託事
業会社(サブ・コントラクター)に対する当社仕様
の貨物軽自動車及び附属品の販売収入 開発事業 

(委託事業主開発業務等) 

その他営業収入 
上記業務に付随して発生する加盟店手数料、リー
ス料収入等 

 

３ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は637百万円であり、その主なも

のは当社の管理部門に係わる費用であります。 

４ 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に記載のとおり、当連結会計期間からリース物
件売却益の繰延処理する方法に変更いたしております。この変更に伴い、従来の方法に比較して、当連

結会計期間の開発事業の営業費用が 314 百万円減少し、営業利益が 314 百万円増加しております。 

   ローン契約の信用保証において、当連結会計期間から解約に係わる負担金を実績率に基づき見積もり計

上する方法に変更しました。この変更に伴い、従来の方法に比較して、当連結会計期間の開発事業にお

いて営業費用が51百万円減少、営業利益が51百万円増加しております。 
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前連結会計年度(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) 

 

 
運送事業 
(百万円) 

開発事業 
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益  

売上高  

(1) 外部顧客に対する売上高 37,783 5,775 43,559 ― 43,559

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

― 37 37 (37) ―

計 37,783 5,813 43,596 (37) 43,559

営業費用 35,880 6,347 42,227 1,955 44,182

営業利益又は営業損失 1,903 (534) 1,368 (1,992) (623)

Ⅱ 資産、減価償却費 
及び資本的支出 

 

資産 4,617 5,810 10,428 1,664 12,092

減価償却費 182 6 189 63 253

減損損失 907 ― 907 ― 907

資本的支出 164 41 206 174 381

(注) １ 事業区分の方法 

事業は、貨物運送受託に関連する事業としての運送事業と、貨物運送受託業務の遂行のために開発した

委託事業主等に対する貨物軽自動車の販売及び当社仕様の貨物軽自動車用架装ボディの販売に関連す

る事業としての開発事業に区分しております。 

２ 各区分に属する主要な商製品の名称 

 

事業区分 
(業務) 

品目 内容 

貨物運送収入 貨物軽自動車運送業務及び当該附帯業務の受託 

運送事業 
(貨物運送受託業務) 

その他営業収入 

上記業務に付随して発生する貨物事故対策分担
金、業務開担分担金、貨物等の保管、保管附帯収
入、経営届申請費用、売上保証分担金及びファク
タリング収入等 

商品売上高 
委託事業主(オーナー・オペレーター)及び委託事
業会社(サブ・コントラクター)に対する当社仕様
の貨物軽自動車及び附属品の販売収入 開発事業 

(委託事業主開発業務等) 

その他営業収入 
上記業務に付随して発生する加盟店手数料、リー
ス料収入等 

 

３ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は2,034百万円であり、その主な

ものは当社の管理部門に係わる費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は1,820百万円であり、その主なものは、当

社での余資運用資金（現金及び預金)及び管理部門に係る資産等であります。 

５ 減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用とその償却額が含まれております。 

６ 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に記載のとおり、当連結会計年度から「投資事

業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い」を適用しております。この

変更に伴い、従来の方法に比較して、当連結会計年度の営業費用は、開発事業において308百万円減少、

営業利益が322百万円増加しております。 
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2.所在地別セグメント情報 

前中間連結会計期間(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) 

在外連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

当中間連結会計期間(自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日) 

在外連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

前連結会計年度(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) 

在外連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

3.海外売上高 

前中間連結会計期間(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 

当中間連結会計期間(自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 

前連結会計年度(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 
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(有価証券関係) 

前中間連結会計期間 

１ 時価のある有価証券 

 

区分 
当中間連結会計期間末 
(平成18年9月30日現在) 

その他有価証券 取得原価(百万円) 
中間連結貸借対照表 
計上額(百万円) 

差額(百万円) 

株式 ― ― ―

債券 300 297 △2

計 300 297 △2

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

 

内容 
中間連結貸借対照表計上額 

(百万円) 

その他有価証券 

優先株式 200

 

当中間連結会計期間 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

該当事項はありません。 

 

前連結会計年度 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) 

売却額 

(百万円) 

売却益の合計額 

(百万円) 

売却損の合計額 

(百万円) 

704 13 8

 

３ 時価評価されていない主な有価証券 

該当事項はありません。 

 

(デリバティブ取引関係) 

 デリバティブ取引に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられる

ため開示を証約します。 
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(ストック・オプション等関係) 

前中間連結会計期間(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) 

該当事項はありません。 

 

当中間連結会計期間(自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日) 

1. 当該中間連結会計期間における費用計上額及び科目名 

販売費及び一般管理費の株式報酬費用   1百万円 

2. ストック・オプションの内容及び規模 

会社名 トラステックスホールディング株式会社 

決議年月日 平成19年8月24日 

付与対象者の区分及び人数（名） 当社取締役 2名、当社グループ執行役員 6名 

株式の種類及び付与数（株） 普通株式 4,000,000株 

付与日 平成19年9月10日 

権利確定条件 権利行使時に 当社グループの役員、執行役員、監査役

であることを要する、 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 

権利行使期間 平成22年9月11日から平成27年9月10日 

権利行使価格（円） 85円 

付与日における公正な評価単価（円） 18円 

 

前連結会計年度(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) 

1.ストック・オプションの内容及び規模 

会社名 軽貨急配株式会社 

決議年月日 － 

付与対象者の区分及び人数（名） 当社取締役 5名   当社常務監査役 1名 

株式の種類及び付与数（株） 普通株式 2,500,000株 

付与日 平成17年12月26日 

権利確定条件 権利者は、新株予約権の行使において、当社及び当社子

法人の取締役、執行役員または監査役であることを要す

る 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 

権利行使期間 自 平成17年12月26日 

至 平成20年12月25日 

権利行使価格（円） 213 

付与日における公正な評価単価（円） － 
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(企業結合等関係) 

前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

  当社グループは、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㈱プラスパ、㈱プラスパの100％

子会社でありますプラスパサービス

㈱及び東京野崎運輸㈱、また、ファク

タリング事業及び与信強化のため㈱

直方ショッピングサービスの株式の

取得を行いました。 

 

(1)㈱プラスパ 

①被取得企業の名称 ㈱プラスパ 

②企業結合の日 平成18年４月1日 

③企業結合の法的形式 株式の取得 

④結合後の企業の名称 軽貨エクスプレス㈱ 

⑤取得した議決権比率 100％ 

⑥連結貸借対照表に含ま   平成18年4月1日 

れている非取得企業の    平成19年3月31日  

業績期間 

⑦被取得企業の取得原価 150百万円 

⑧企業結合日に受入れた資産及び引き受けた負債 

 (資産の部)  

 流動資産 760百万円  
 固定資産 353百万円  
 合計 1,114百万円  
 （負債の部）   
 流動負債 1,284百万円  
 固定負債 352百万円  
 合計 1,637百万円  
    
発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
 1 のれんの金額 673百万円  
 2 発生原因 企業結合時の時価純資産が
取得原価を下回ったため、その差額をのれんとして認識
しております。 
 3 償却方法及び期間 ５年間で均等償却 

(注)1 プラスパサービス㈱は㈱プラ

スパの100％子会社であり、か

つ、金額的重要性がないため

㈱プラスパの金額に含めて記

載しております。 

2 上記ののれんについては、実

質価額が著しく低下したた

め、当連結会計年度において

一括償却しております。詳細

については「（連結損益計算書

関係）」に記載しております。

 

(2)東京野崎運輸㈱ 

①被取得企業の名称 東京野崎運輸㈱ 

②企業結合の日 平成18年５月1日 

③企業結合の法的形式 株式の取得 

④結合後の企業の名称 軽貨急配マーケットサービ

ス㈱ 

⑤取得した議決権比率 100％ 

⑥連結貸借対照表に含ま   平成18年4月1日 

れている非取得企業の    平成19年3月31日  

業績期間 

⑦被取得企業の取得原価 70百万円 
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前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

  ⑧企業結合日に受入れた資産及び引き受けた負債 

 (資産の部)  

 流動資産 176百万円  
 固定資産 131百万円  
 合計 308百万円  
    
 （負債の部）   
 流動負債 388百万円  
 固定負債 178百万円  
 合計 567百万円  
    
発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
 1 のれんの金額 329百万円  
 2 発生原因 企業結合時の時価純資産が
取得原価を下回ったため、その差額をのれんとして認識
しております。 
 3 償却方法及び期間 ５年間で均等償却 

(注)  上記ののれんについては、実

質価額が著しく低下したた

め、当連結会計年度において

一括償却しております。詳細

については「（連結損益計算書

関係）」に記載しております。

 

(3)㈱直方ショッピングサービス 

①被取得企業の名称 ㈱直方ショッピングサー

ビス 

②企業結合の日 平成18年４月1日 

③企業結合の法的形式 株式の取得 

④結合後の企業の名称 軽貨ファイナンス・リース

㈱ 

⑤取得した議決権比率 100％ 

⑥連結貸借対照表に含ま   平成18年4月1日 

れている非取得企業の    平成19年3月31日  

業績期間 

⑦被取得企業の取得原価 130百万円 

⑧企業結合日に受入れた資産及び引き受けた負債 

 (資産の部)  

 流動資産 274百万円  
 固定資産 59百万円  
 合計 334百万円  
 （負債の部）   
 流動負債 219百万円  
 固定負債 114百万円  
 合計 334百万円  
    
発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
 1 のれんの金額 130百万円  
 2 発生原因 企業結合時の時価純資産が
取得原価を下回ったため、その差額をのれんとして認識
しております。 
 3 償却方法及び期間 ５年間で均等償却 
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(１株当たり情報) 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１株当たり純資産額 △12.84円 

 

１株当たり純資産額 6.82円 

 

１株当たり純資産額 △4.48円 

 
１株当たり中間純損失 △145.10円 

 

１株当たり中間純損失 △47.20円 

 

１株当たり当期純損失 △107.31円

 
潜在株式調整後 

１株当たり中間純利益 ―円 

(注)潜在株式調整後1株当たり当期

純利益については、1株当たり中

間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株当たり中間純利益 ―円 

(注)潜在株式調整後1株当たり当期

純利益については、1株当たり中

間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 ―円 

(注)潜在株式調整後1株当たり当期

純利益については、1株当たり当

期純損失であるため記載してお

りません。 

 

  (注)１ １株当たり純資産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末
平成18年９月30日現在

当中間連結会計期間末 
平成19年９月30日現在 

前連結会計年度末 
平成19年３月31日現在

純資産の部の合計額 1,586百万円 849百万円 △918百万円

純資産の部の合計額から控除
する金額 
（うち少数株主持分） 
（うちⅤ種種類株式の発行金額） 
（うちⅥ種種類株式の発行金額） 

3,019百万円
(19百万円)

(2,000百万円)
(1,000百万円)

250百万円 
(―百万円) 
(―百万円) 
(250百万円) 

278百万円
(28百万円)
(―百万円)
(250百万円)

普通株式に係る中間期末の純
資産額 

△1,432百万円 599百万円 △1,196百万円

1株当たり純資産額の算定に
用いられた（中間）期末の普
通株式の数 

111,638,020株 87,977,032株 267,234,920株
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２ 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及び潜在株式調整後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。 

 

 
前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

中間(当期)純損失 12,029百万円 3,437百万円 14,945百万円

普通株主に帰属しない金額 ―百万円 ―百万円 ―百万円

（うち利益処分による役員賞
与金） 

(―百万円) (―百万円) (―百万円)

普通株式に係る中間(当期) 
純損失 

12,029百万円 3,437百万円 14,945百万円

普通株式の期中平均株式数 82,905,598株 72,832,017株 139,269,279株

中間(当期)純利益調整額 ―百万円 ―百万円 ―百万円

普通株式増加数 35,355,520株 61,253,552株 ―

(うち新株予約権) (19,716,785株) (1,230,012株) ―

(うち優先株式) (15,638,735株) (―株) ―

希薄化効果を有しないため、
潜在株式調整後１株当たり中
間(当期)純利益の算定に含め
なかった潜在株式の概要 

Ⅴ種優先株式（発行価
額2,000百万円）Ⅵ種優
先株式（発行価額1,000
百万円） 
平成17年6月29日開催
の第18期定時株主総会
で決議したストックオ
プションとしての新株
予約権 

Ⅴ種優先株式（発行価
額2,000百万円）Ⅵ種優
先株式（発行価額1,000
百万円） 
平成17年6月29日開催
の第18期定時株主総会
で決議したストックオ
プションとしての新株
予約権 

Ⅵ種種類株式（発行価
額250百万円）平成17
年６月29日開催の第18
期定時株主総会で決議
したストックオプショ
ンとしての新株予約権
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(重要な後発事象) 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.会社分割による持株会社体制移行

平成19年2月23日開催の臨時株主

総会において承認頂きましたとおり、

事業と経営の分離を行い、機動的かつ

柔軟な経営判断を図るため、平成19

年4月1日を分割期日として、当社は資

産、負債、権利義務及び契約上の地位

(全従業員との雇用契約を含む)のす

べてを、新たに設立した軽貨急配株式

会社に承継させております。なお、同

日付で当社は商号をトラステックス

ホールディングス株式会社に変更し

ております。 

 

分割する事業内容 

当社の運送事業及び開発事業であり、平成19

年3月期の両事業の売上高は35,953百万円で

あります。 

 

会社分割の形態 

当社を分割会社とし、新設する軽貨急配㈱に

事業を承継させる分社型分割（共通支配下の

取引）であります。 

 

承継会社の概要 

承継会社である軽貨急配株式会社の設立時

の資産、負債及び資本金は、それぞれ12,294

百万円、12,467百万円及び1,000百万円であ

り、同社は発行する普通株式200,000株をす

べて当社に割当てております。また、同社の

従業員数は525名です。 

 

2.株式併合 

当社は、平成19年2月23日開催の臨

時株主総会において承認頂きました

とおり、発行済株式総数の適正化を図

るため、平成19年4月1日で、発行済普

通株式の全てについて10株を1株に株

式併合しております。なお、当該株式

併合が前連結会計年度期首に行われ

たと仮定した場合には、1株当たり純

資産額は△44円78銭、1株当たり当期

純損失は△1,073円11銭となります。

 

3.転換社債型新株予約権付社債の転

換 

当社が平成19年3月19日に発行い

たしました第7回無担保転換社債型

新株予約権付社債100百万円に関し

まして、下記のとおり平成19年4月11

日をもって普通株式への転換が全額

完了いたしました。 

転換日 平成19年4月9日及び平成19年4月11日
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前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行使額面総額 100百万円 

転換により増加した普通株式数  

新株発行1,230,000株 買取12株 

転換価額 81.3円 

資本金増加額 50百万円 

資本準備金増加額 49百万円 

 

 

4.第三者割当の方法による新株式発

行 

当社は平成19年4月27日開催の取

締役会において、第三者割当の方法

による新株式発行を決議し、平成19

年5月17日に払込手続きが完了いた

しました。 

発行株式数 普通株式60,023,540株 

割当先及び株式数 CLSAサンライズ・キャピタルLP 

60,000,000株 

 谷中譲               11,770株 

 小西徹也             11,770株 

  

発行価額の総額 5,102百万円（1株につき金85円） 

資本金増加額 2,551百万円 

資本準備金増加額 2,551百万円 

  

  

  

新株式継続所有等の 

取り決めに関する事項 当社は割当先に対し割当新株式を発行日から2年以内に

譲渡する場合はその内容について当社に報告する旨の確約書を入手しておりま

す。発行価額の決定方法当該増資に係わる取締役会決議の前日(平成19年4月26日)

の株式会社大阪証券取引所の当社普通株式終値(91円)を参考として85円(ディス

カウント率6.59%)といたしました。 

 

増資による差引手取額5,092百万

円については、不採算事業の撤退資

金に充当いたしました。 

第三者割当増資の実施に伴い、

CLSAサンライズ・キャピタルLPの所

有に係る当社の総株主の議決権に対

する割合が69.17％となり、当社の親

会社となります。 

 

5.資本金及び資本準備金の額の減少

平成19年2月23日開催の当社臨時

株主総会において承認頂きましたと

おり、繰越利益剰余金を填補するこ

とにより財務健全性を確保するとと

もに財務戦略上の機動性を確保する

ために、平成19年5月2日付で資本金

及び資本準備金の額の減少の効力が

生じました。これにより、同日付で、

資本金及び資本準備金はそれぞれ、

5,815百万円、6,735百万円減少して

おります。なお、資本金の額の減少
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前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

 

 

 

 

 

 

は無償減資であり、発行済株式数は

減少しておりません。 

 

6.子会社の事業の休止 

連結子会社である軽貨エクスプレス

㈱は、平成19年６月16日開催の取締役

会において、事業全部の休止を決議い

たしました。同社は、普通・大型トラ

ックを中心に運送事業を行ってまい

りましたが、今後の経営戦略として、

当社の原点である軽運送事業を強化

するため、同事業に経営資源を集中・

特化することになり、不採算事業の完

全撤廃を図るため、同社の全事業を休

止することといたしました。 

① 当該子会社の名称、事業内容、持
分比率 

名称 軽貨エクスプレス㈱ 

事業内容 貨物利用運送事業、 

       貨物自動車運送事業 

持分比率 100％ 

② 事業休止の時期 
平成19年６月下旬 全事業休止

予定 

※ 事業休止後、当社の支援のもと債

権債務を整理し、同社の取締役会

で解散を決議する予定でありま

す。 

③ 子会社の状況、負債総額 
所在地 埼玉県草加市青柳６丁

目44番10号 

代表者 西原 克敏 

設立年月日 平成７年１月26日 

資本金 17百万円 

負債総額 1,257百万円 

（平成19年３月31日現在）

④ 当該事象の連結損益に与える影
響額 

事業休止後、解散に伴い特別損失400

百万円の発生を見込んでおります。 
 
 

5．販売の状況 

（単位：百万円） 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

自 平成 18 年 4 月 1 日 自 平成 19 年 4 月 1 日 自 平成 18 年 4 月 1 日 
（ 

至 平成 18 年 9 月 30 日 
） （

至 平成 19 年 9 月 30 日 
） （ 

至 平成 19 年 3 月 31 日 
） 区 分 

売上高 構成比 売上高 構成比 売上高 構成比 

運送事業 

（貨物運送受託業務） 
18,528 83.5 14,846 94.8 37,783 86.7

開発事業 

（委託事業主開発業務等） 
3,670 16.5 820 5.2 5,775 13.3

合 計 22,198 100.0 15,667 100.0 43,559 100.0



トラステックスホールディングス㈱（9374）平成 20年 3月期 中間決算短信 

－ 50 － 

5. 個 別 財 務 諸 表 
 

（1）中間貸借対照表 

  
前中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成19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     

１ 現金及び預金  3,690 653  764 

２ 受取手形  1 ―  0 

３ 売掛金  2,623 ―  1,592 

４ 割賦売掛金  826 ― 1,210 

５  譲渡対象債権  6,789 ― ― 

６ たな卸資産  15 ―  21 

７ 未収入金  978 184  470 

８ 立替金  1,300 3  136 

９ 繰延税金資産  1,374 ―  ― 

10 関係会社短期貸付金  2,949 ―  2,650 

11 その他  314 0  357 

貸倒引当金  △957 ―  △64 

流動資産合計   19,907 76.2 842 55.8  7,140 58.1

Ⅱ 固定資産     

１ 有形固定資産     

(1) 建物  238 ―  231 

(2) 土地  416 ―  416 

(3) その他  172 827 ―  154 802

２ 無形固定資産   130 ―   123

３ 投資その他の資産    

(1) 長期貸付金  346 ― 2,738 

(2) 長期未収入金  1,388 ―  1,265 

(3) 破産・更生債権

その他これらに

準ずる債権 

 3,592 ―  3,064 

(4) 差入保証金  1,317 ―  1,336 

(5) 劣後信託受益権  2,344 ―  250 

(6) 関係会社長期 
貸付金  ― 4,000  ― 

(6) その他  1,643 ―  889 

貸倒引当金  △5,364 5,267 △3,331 668  △5,317 4,227

固定資産合計   6,225 23.8 668 44.2  5,153 41.9

資産合計   26,133 100.0 1,510 100.0  12,294 100.0
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前中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成19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     

１ 買掛金  209 ―  96 

２ 短期借入金  3,963 ―  2,180 

３ 一年以内償還予定の社債  693 ―  663 

４ 一年以内返済予定の
長期借入金 

 2,389 ―  2,161 

５ 委託事業主等未払金  2,127 ―  2,541 

６ 未払法人税等  62 2  97 

７ 未払金  2,804 12  1,597 

８ 未払費用   9   

９ 預り金   16   

10 債権譲渡損失引当金  5,979 ―  ― 

11 その他  1,390 1  759 

流動負債合計   19,619 75.1 42 2.8  10,099 82.1

Ⅱ 固定負債     

１ 社債  934 ―  717 

２ 長期借入金  1,966 ―  896 

３ 退職給付引当金  32 ―  14 

４ 役員退職慰労引当金  345 ―  345 

５ 債務保証損失引当金  848 ―  394 

６ その他  0 ―  0 

固定負債合計   4,127 15.8 ―   2,368 19.3

負債合計   23,746 90.9 42 2.8  12,467 101.4
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前中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成19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
(％)

(純資産の部)     

Ⅰ 株主資本     

１ 資本金   6,815 26.1 3,901 258.3  7,115 57.9

2 資本剰余金     

(1) 資本準備金  6,735 2,860  6,995 

資本剰余金合計   6,735 25.8 2,860 189.4  6,995 56.9

3 利益剰余金     

(1) 利益準備金  48 ―  48 

(2) その他利益剰余金     

 別途積立金  700 700  700 

繰越利益剰余金  △11,779 △5,995  △14,900 

利益剰余金合計   △11,030 △42.2 △5,295 △350.6  △14,151 △115.1

  4  自己株式   △133 △0.5 ―   △133 △1.1

株主資本合計   2,387 9.1 1,466 97.1  △173 △1.4

Ⅱ 評価・換算差額等     

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 ― ―  ― ―

Ⅱ 新株予約権   ― 1 0.1  ―

純資産合計   2,386 9.1 1,467 97.2  △173 △1.4

負債・純資産合計   26,133 100.0 1,510 100.0  12,294 100.0
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（2）中間損益計算書 

 

  
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19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   19,320 100.0 6 100.0  35,953 100.0

Ⅱ 売上原価   13,683 70.8 3 62.3  26,489 73.7

売上総利益   5,636 29.2 2 37.7  9,463 26.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費   4,941 25.6 162 2571.9  8,900 24.7

営業利益又は 
営業損失(△)   695 3.6 △159 △2534.2  563 1.6

Ⅳ 営業外収益   97 0.5 6 97.1  200 0.5

Ⅴ 営業外費用   141 0.7 144 2292.4  861 2.4

経常利益又は 
経常損失(△)   651 3.4 △297 △4729.5  △97 △0.3

Ⅵ 特別利益   9 0.0 ―   23 0.1

Ⅶ 特別損失   11,178 57.9 3,396 53909.1  12.152 33.8

税引前中間(当期) 
純損失 

  10,518 △54.4 3,694 △58638.6  12,226 △34.0

法人税、住民税 
及び事業税  33 1  72 

法人税等調整額  1,450 1,483 7.7 ― 1 23.4 2,823 2,896 8.1

中間(当期)純損失   12,001 △62.1 3,695 △58662  15,123 △42.1
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（3）中間株主資本等変動計算書 

前中間会計期間(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

資本剰余金
合計 

利益準備金
別途積立金 

繰越利益 
剰余金 

利益剰余金
合計 

平成18年3月31日残高 
(百万円) 

4,165 4,086 4,086 48 700 595 1,344

中間会計期間中の変動額    

 新株の発行 
 (転換社債型新株予約権付
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   △343 △343

 役員賞与   △29 △29

 中間純損失   △12,001 △12,001

 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  △12,374 △12,374

平成18年9月30日残高 
(百万円) 

6,815 6,735 6,735 48 700 △11,779 △11,030

 

株主資本 評価・換算差額等 

 
自己株式 株主資本合計

その他 
有価証券 
評価差額金

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) 

△132 9,460 △1 △1   9,460

中間会計期間中の変動額    

 新株の発行 
 (転換社債型新株予約権付
社債の株式への転換) 

 4,300   4,300

 新株の発行 
 (優先株式の発行) 

 1,000   1,000

 剰余金の配当  △343   △343

 役員賞与  △29   △29

 中間純損失  △12,001   △12,001

 自己株式の取得 △0 △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)

 0 0 0   0

中間会計期間中の変動額合計
(百万円) 

△0 △7,074 0 0   △7,074

平成18年9月30日残高 
(百万円) 

△133 2,389 △1 △1   2,386
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当中間会計年度(自 平成 19 年 4 月 1日 至 平成 19 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

資本剰余金
合計 

利益準備金
別途積立金 

繰越利益 
剰余金 

利益剰余金
合計 

平成19年3月31日残高 
(百万円) 

7,115 6,995 6,995 48 700 △14,900 △14,151

中間会計期間中の変動額    

減資 5,815  5,815 5,815

資本準備金の取崩  6,735 6,735  6,735 6,735

利益準備金の取崩  △48  48 ―

 新株の発行 
 (転換社債型新株予約権付
社債の株式への転換) 

50 49 49   

新株の発行 
 (優先株式の発行) 

2,551 2,551 2,551   

 剰余金の配当    

 役員賞与    

 中間純損失   △3,695 △3,695

 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) 

△3,214 △4,135 △4,135 △48 0 8,903 8,855

平成19年9月30日残高 
(百万円) 

3,901 2,860 2,860 ― 700 △5,995 △5,295

 

株主資本 評価・換算差額等 

 
自己株式 株主資本合計

その他 
有価証券 
評価差額金

評価・換算
差額等合計

新株予約権 

 

少数株主 

持分 
純資産合計

平成19年3月31日残高 
(百万円) 

△133 △173   △173

中間会計期間中の変動額    

 新株の発行 
 (転換社債型新株予約権付
社債の株式への転換) 

 100   100

 新株の発行 
 (優先株式の発行) 

 5,102   5,102

 剰余金の配当    

 役員賞与    

 中間純損失  △3,695   △3,695

    

 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)

133 133 1  134

中間会計期間中の変動額合計
(百万円) 

133 1,699 1  1,641

平成19年9月30日残高 
(百万円) 

― 1,466
1 

 1,467
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前会計年度(自 平成 18 年 4 月 1日 至 平成 19 年 3 月 31 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

資本剰余金
合計 

利益準備金
別途積立金 

繰越利益 
剰余金 

利益剰余金
合計 

平成18年3月31日残高 
(百万円) 

4,165 4,086 4,086 48 700 595 1,344

事業年度中の変動額    

 新株の発行 
 (転換社債型新株予約権付
社債の株式への転換) 

2,450 2,409 2,409   
―

 新株の発行 
 (優先株式の発行) 

500 500 500   ―

 剰余金の配当  ―  △343 △343

 役員賞与  ―  △29 △29

 当期純損失  ―  △15,123 △15,123

 自己株式の取得  ―   ―

 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 
(百万円) 

2,950 2,909 2,909 ― ― △15,496 △15,496

平成19年3月31日残高 
(百万円) 

7,115 6,995 6,995 48 700 △14,900 △14,151

 

株主資本 評価・換算差額等 

 
自己株式 株主資本合計

その他 
有価証券 
評価差額金

評価・換算
差額等合計

新株予約権 

 

少数株主 
持分 

純資産合計

平成18年3月31日残高 
(百万円) 

△132 9,462 △1 △1   9,460

事業年度中の変動額    

 新株の発行 
 (転換社債型新株予約権付
社債の株式への転換) 

 4,860   4,860

 新株の発行 
 (優先株式の発行) 

 1,000   1,000

 剰余金の配当  △343   △343

 役員賞与  △29   △29

 当期純損失  △15,123   △15,123

 自己株式の取得 △0 △0   △0

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

 ― 1 1   1

事業年度中の変動額合計 
(百万円) 

△0 △9,636 1 1   △9,634

平成19年３月31日残高 
(百万円) 

△133 △173 ― ―   △173
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（5）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

 当社は、当中間会計期間において
12,001百万円の中間純損失を計上し
ております。 
 このような巨額損失を計上した経
緯は、以下のとおりであります。 
 ①長期未収債権および割賦売掛金
の債権譲渡契約締結による債権譲
渡損失引当金5,979百万円を計上。 

 ②残存する同債権に対して貸倒引
当金2,974百万円を一括計上。 
 ③信販会社、リース会社の保有す
る割賦債権残高、リース債権残高
に対して債務保証損失引当金848
百万円を計上。 
 ④子会社の株式評価損220百万円
及び債務超過相当額の貸倒引当金
962百万円を計上。 
 ⑤繰延税金資産に対する評価性引
当金の計上に伴い1,036百万円の
取崩し。 
  
 中間純損失の計上により、金融機
関とのコミットメントライン設定契
約書、リボルビング・クレジット・
ファシリティ契約書及び金銭消費貸
借契約証書の一部に規定されている
財務制限条項、借入人の確約条項に
抵触することとなりました。 

 財務制限条項、借入人の確約条項

の抵触により、2,830百万円(平成18

年12月末残高は2,724百万円)につい

ては、本貸付人等から請求があった

ときは、ただちに返済する必要があ

ります。また、2,743百万円(平成18

年12月末残高は2,531百万円)につい

ては、財務制限条項に抵触すること

が判明した日から30営業日以内に本

貸付人等との間で猶予の合意がなさ

れなかった場合で、その後本貸付人

等から請求があったときは、直ちに

債務を返済する必要があります。 
平成18年9月30日現在、対象となる契
約残高は以下のとおりであります。 
 

平成17年3月31日調印コミットメントライン設定契約書 貸出人5者
 481百万円 
平成15年6月30日調印コミットメントライン設定契約書 貸出人3者
 450百万円 
平成15年12月26日調印コミットメントライン設定契約書 貸出人8者
 1,062百万円 
平成15年3月18日調印コミットメントライン設定契約書 貸出人9者
 750百万円 
平成18年3月31日締結リボルビング・クレジット・ファシリティ契約書
 貸付人7者 2,100百万円 
平成15年9月30日締結金銭消費貸借契約証書 貸付人5者
 396百万円 
平成15年3月27日締結金銭消費貸借契約証書 貸付人5者
 334百万円 
契約残高合計  5,573百万円 
 
 こうした状況から、当社には当中 

間会計期間末において、継続企業の

当社は、当中間会計期間において
3,695百万円の当期純損失を計上し
ております。 
  
当社グループは当中間連結会計期
間において連結当期純損失の計上に
より、軽貨急配㈱で締結している金
融機関とのコミットメントライン設
定契約書、リボルビング・クレジッ
ト・ファシリティ契約書及び金銭消
費貸借契約証書の一部に規定されて
いる財務制限条項、借入人の確約条
項に抵触することとなりました。当
社は軽貨急配㈱の契約において保証
を行っております。財務制限条項、
借入人の確約条項の抵触により、
1,686百万円については、本貸付人 
等から請求があったときは、ただち
に返済する必要があります。また、
1,381百万円については、財務制限条
項に抵触することが判明した日から
30営業日以内に本貸付人等との間で
猶予の合意がなされなかった場合
で、その後本貸付人等から請求があ
ったときは、直ちに債務を返済する
必要があります。平成19年9月30日現
在、対象となる契約残高は以下のと
おりであります。 
平成17年3月31日調印コミッ
トメントライン設定契約書 

貸出人4者 343百万円

平成15年6月30日調印コミッ
トメントライン設定契約書 

貸出人3者 150百万円

平成15年12月26日調印コミッ
トメントライン設定契約書 

貸出人8者 637百万円

平成15年3月18日調印コミッ
トメントライン設定契約書 

貸出人9者 250百万円

平成18年3月31日締結リボル
ビング・クレジット・ファシ
リティ契約書 

貸付人7者 1.377百万円

平成15年9月30日締結金銭消
費貸借契約証書 

貸付人5者 198百万円

平成15年3月27日締結金銭消
費貸借契約証書 

貸付人5者 111百万円

  3,068百万円

 こうした状況から、当社には当中

間会計期間において、継続企業の前

提に関する重要な疑義が存在してお

ります(「継続企業の前提に関する開

示について(日本公認会計士協会監

査委員会報告第74号)」参照)。 
このような状況下において、平成

19年4月27日開催の当社取締役会に
おいて、ＣＬＳＡサンライズ・キャ
ピタルＬＰ（以下、ＣＬＳＡ）を割
当先、発行価額の総額を5,102百万円
とする第三者割当による普通株式発
行を決議し、平成19年5月17日には払
込を完了しております。この増資に
より財務体質の改善・安定が図られ
ました。また、ＣＬＳＡより社外取
締役4名、非常勤監査役1名を迎え入
れコーポレートガバナンスの強化、
管理部門の整備等により、事業戦略
面での強化を図ることとしておりま

 当社は、当事業年度において
15,123百万円の当期純損失を計上し
た結果、173百万円の債務超過となっ
ております。 
 このような損失を計上した経緯
は、以下のとおりであります。 
 ①長期未収債権および割賦売掛金
の債権譲渡契約締結による債権譲
渡損失5,968百万円を計上。 
 ②残存する同債権に対して貸倒引
当金3,342百万円を一括計上。 
 ③信販会社、リース会社の保有す
る割賦債権残高、リース債権残高
に対して債務保証損失引当金394
百万円を計上。 
 ④子会社の株式評価損220百万円
及び債務超過相当額の貸倒引当金
2,050百万円を計上。 
 ⑤繰延税金資産に対する評価性引
当金の計上に伴い2,825百万円の
取崩し。 
  
 当期純損失の計上により、金融機
関とのコミットメントライン設定契
約書、リボルビング・クレジット・
ファシリティ契約書及び金銭消費貸
借契約証書の一部に規定されている
財務制限条項、借入人の確約条項に
抵触することとなりました。 

 財務制限条項、借入人の確約条項

の抵触により、2,500百万円について

は、本貸付人等から請求があったと

きは、ただちに返済する必要があり

ます。また、2,062百万円については、

財務制限条項に抵触することが判明

した日から30営業日以内に本貸付人

等との間で猶予の合意がなされなか

った場合で、その後本貸付人等から

請求があったときは、直ちに債務を

返済する必要があります。 

平成19年3月31日現在、対象となる契

約残高は以下のとおりであります。

 
平成17年3月31日調印コミットメントライン設定契約書
 貸出人4者 412百万円 
平成15年6月30日調印コミットメントライン設定契約書
 貸出人3者 300百万円 
平成15年12月26日調印コミットメントライン設定契約書
 貸出人8者 850百万円 
平成15年3月18日調印コミットメントライン設定契約書
 貸出人9者 500百万円 
平成18年3月31日締結リボルビング・クレジット・ファシリティ契約
書 貸付人7者 1,980百万円
平成15年9月30日締結金銭消費貸借契約証書 貸付人5者
 297百万円 
平成15年3月27日締結金銭消費貸借契約証書 貸付人5者
 222百万円 
契約残高合計  4,562百万円
 

 こうした状況から、当社には当事

業年度末において、継続企業の前提

に関する重要な疑義が存在しており
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前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

前提に関する重要な疑義が存在して

おります(「継続企業の前提に関する

開示について(日本公認会計士協会

監査委員会報告第74号)」参照)。 

 このような状況を解消すべく当社

は、前々事業年度から事業構造改革

を推進しており、運送事業において

は専属型事業への集中、開発事業に

おいては、当社保証のオート・ロー

ンの取組みを一切停止し、長期未収

債権問題の解消を図ってきておりま

す。当中間会計期間における上記の

一括処理等により、当社の財務内容

を改善するとともに、今後は、営業

キャッシュ・フローの早期改善を図

ってまいります。また、自己資本比

率が9.1％と毀損していることから

も、上記施策による事業収益の改善

に加え、エクイティ・ファイナンス

及び発行可能株式総数の拡大のため

の株主総会を開催し、定款変更承認

決議を前提とした更なるエクイテ

ィ・ファイナンスによる資本増強も

視野に入れた財務体質の改善・強化

を図る計画を確実に進めてまいりま

す。 

 当社は、上記の諸策が計画どおり

進展しない場合には、当社の経営に

重大な影響を与える可能性がありま

すので、上記計画を確実に達成する

よう役員・社員一丸となって努力し

ております。また、財務制限条項等

に抵触する事実を踏まえた上で、貸

出人、貸付人との継続的な取引の確

保、維持を前提に交渉を進めており、

一定の理解を得、期限の利益を喪失

しないものと確信しております。 

 中間財務諸表は、継続企業を前提

として作成されており、このような

重要な疑義の影響を中間財務諸表に

は反映しておりません。 
 
 

す。平成19年5月29日に中期経営計画
「TRUSTEX2010」を策定し、専属型軽
貨物運送を柱とした物流アウトソー
シング企業への回帰を図り計画を進
めています。まず、不採算部門であ
った積合せ事業から撤退することと
しておりましたが、当連結会計中間
期間において不採算子会社の整理は
ほぼ完了しております。今後は当社
グループのコア事業である専属型軽
貨物運送事業をより成長させるた
め、荷主企業、オーナー・オペレー
ター、当社の共存共栄関係、
WIN-WIN-WINの関係を築き、長期的な
事業の発展を目指す体制の構築を目
指します。また、同時に営業の生産
性向上、内部統制への対応として、
システムの導入、組織体制の見直し
を進めてまいります。 
 当社は、上記の諸策が計画どおり
進展しない場合には、当社の経営に
重大な影響を与える可能性がありま
すので、上記計画を確実に達成する
よう役員・社員一丸となって努力し
ております。また、財務制限条項等
に抵触する事実を踏まえた上で、貸
出人、貸付人との継続的な取引の確
保、維持を前提に交渉を進めており、
一定の理解を得、期限の利益を喪失
しないものと確信しております。 
 中間財務諸表は、継続企業を前提
として作成されており、このような
重要な疑義の影響を中間財務諸表に
は反映しておりません。 
 
 
 
 
 

ます(「継続企業の前提に関する開示

について(日本公認会計士協会監査

委員会報告第74号)」参照)。 
 このような状況を解消すべく当社
は、前々事業年度から事業構造改革
を推進しており、運送事業において
は専属型事業への集中、開発事業に
おいては、当社保証のオート・ロー
ンの取組みを一切停止し、長期未収
債権問題の解消を図ってきておりま
す。当事業年度における上記の一括
処理等により、当社の財務内容を改
善するとともに、今後は、営業キャ
ッシュ・フローの早期改善を図って
まいります。また、平成19年4月27
日開催の取締役会において、ＣＬＳ
Ａサンライズ・キャピタルＬＰ（以
下、ＣＬＳＡ）を割当先、発行価額
の総額を5,102百万円とする第３者
割当による普通株式発行を決議し、
平成19年5月17日には払込を完了し
ております。この増資により財務体
質の改善・安定が図られ、また、Ｃ
ＬＳＡより社外取締役4名、非常勤監
査役1名を迎え入れコーポレートガ
バナンスの強化、管理部門の整備等
により、事業戦略面での強化を図る
こととしております。 

当社は、上記の諸策が計画どおり

進展しない場合には、当社の経営に

重大な影響を与える可能性がありま

すので、上記計画を確実に達成する

よう役員・社員一丸となって努力し

ております。また、財務制限条項等

に抵触する事実を踏まえた上で、貸

出人、貸付人との継続的な取引の確

保、維持を前提に交渉を進めており、

一定の理解を得、期限の利益を喪失

しないものと確信しております。 

財務諸表は、継続企業を前提とし

て作成されており、このような重要

な疑義の影響を当連結財務諸表には

反映しておりません。 
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7．その他 

（1）役員の異動 
①代表者の異動（平成 19年 6月１日付） 
（1）新任代表取締役 谷 中   譲 （前 専務取締役経理部担当） 
   
（2）代表取締役の退任 西 原 克 敏 （前 代表取締役会長） 
   
 西 原   賢 （前 代表取締役社長） 

 

②その他の異動（平成 19年 6月 28日付） 

（1）新任取締役   
 取締役  齋 藤 正 継  
     
 取締役  井 原 啓 登  
     
 取締役  高 橋 善 太  
     
 取締役  安 形 栄 胤  
     
 (注)上記取締役全員は、第三者割当先であるＣＬＳＡグループからの社外取締役であります。 
     
（2）新任監査役   
 監査役  横 田 真 美 子 （前 常務取締役） 
     
 監査役  矢 頭 了  
     
 (注)矢頭了氏は、第三者割当先であるＣＬＳＡグループからの社外監査役であります。 
     
（3）退任取締役  
 取締役  西 原 克 敏 （前 代表取締役会長） 
     
 取締役  西 原 賢 （前 代表取締役社長） 
     
 取締役  横 田 真 美 子 （前 常務取締役） 
     
 取締役  安 部 功 治  
     
（3）退任監査役  
 監査役  成 重 順 之  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 


