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上場会社名 福山通運株式会社         上場取引所 東証一部・大証一部 

コード番号 ９０７５     URL http://www.fukutsu.co.jp 

代 表 者 代表取締役社長   小 丸 成 洋 

問合せ先責任者 取締役経理部長   桑 本  聡  TEL（084）924-2200 

定時株主総会開催予定日  平成20年６月27日   配当支払開始予定日   平成20年６月30日 

有価証券報告書提出予定日  平成20年６月30日 

（百万円未満切捨て） 

１． 20年３月期の連結業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 

（1） 連結経営成績                                （％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 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期 253,875 △0.8 5,823 6.2 6,604 7.6   4,870 － 

19年３月期 255,874 1.3 5,483 41.8 6,139 69.7 △2,417 － 
 
 １株当たり   

当期純利益 
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 
総資産経常利益率 売上高営業利益率

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

20年３月期   18 66 － －   2.9 1.8 2.3 

19年３月期 △ 9 14 － － △1.4 1.7 2.1 

（参考）持分法投資損益 20年３月期 －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

20年３月期 354,114 168,765 47.6    648 66 

19年３月期 366,447 174,371 47.5    665 11 

（参考）自己資本   20年３月期  168,551百万円 19年３月期  174,183百万円 

（3） 連結キャッシュ・フローの状況 

 
営業活動による 

キャッシュ・フロー 
投資活動による 

キャッシュ・フロー 
財務活動による 

キャッシュ・フロー 
現金及び現金同等物 

期末残高 

 百万円 百万円 百万円 百万円

20年３月期  9,239  3,452  △3,384 27,957 

19年３月期 13,719  3,039 △15,848 18,649 

 

２． 配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 期末 年間 

配当金総額 
（年間） 

配当性向 
（連結） 

純資産配当率 
（連結） 

 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19年３月期 3 50 3 50 7 00 1,840    － 1.0 

20年３月期 3 50 3 50 7 00 1,825 37.5 1.1 

21年３月期（予想） 3 50 3 50 7 00  56.9 

 

３． 21年３月期の連結業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日） 

（％表示は、通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率） 

 
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
第2四半期連結

累計期間 125,000 1.0 2,400 23.5 2,400 2.3 1,100 36.8 4 23

通 期 257,000 1.2 6,000 3.0 6,000 △9.1 3,200 △34.3 12 31
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４． その他 

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

 

（2）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（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 会計基準等の改正に伴う変更 有 

② ①以外の変更        無 

   (注) 詳細は18ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」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） 20年３月期 278,851,815株 19年３月期 278,851,815株 

② 期末自己株式数 20年３月期  19,004,600株 19年３月期  16,966,236株 

   (注) １株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、36ページ「１株当たり情報」をご覧く

ださい。 

 

（参考）個別業績の概要 

１． 20年３月期の個別業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 

（1） 個別経営成績                                （％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 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期 241,508 △0.7 4,470  △8.8 5,195  △8.0   3,955 － 

19年３月期 243,277 1.3 4,903  40.6 5,648  66.1 △3,465 － 
 
 

１株当たり当期純利益 
潜在株式調整後   

１株当たり当期純利益

 円 銭 円 銭

20年３月期   15 15   － － 

19年３月期 △13 10   － － 

 

（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

20年３月期 341,623 158,207 46.3    608 85 

19年３月期 353,016 164,740 46.7    629 06 

（参考）自己資本   20年３月期  158,207百万円 19年３月期  164,740百万円 

 

２． 21年３月期の個別業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日） 

（％表示は、通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率） 

 
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

第2四半期 

累計期間 
119,000 1.0 2,100 51.0 2,100 17.6 1,000 205.3 3 85 

通 期 244,000 1.0 4,500 0.7 4,400 △15.3 2,200 △44.4 8 47 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（将来に関する記述等についてのご注意） 

 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する

一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定

及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、３ページ「１．経営成績 （1）経営成績に関する分析 ②次期

の見通し」をご覧下さい。 
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１．経営成績 
（1） 経営成績に関する分析  

①当期の経営成績  
当連結会計年度におけるわが国経済は、好調な設備投資と輸出に支えられ底堅さが見受けられ

たものの、内需を中心に力強さに欠け、個人消費も低調に推移するなかで、依然として続く原油、

原材料価格の高騰などの影響から企業収益も圧迫され、景況感も著しく低下してまいりました。  
貨物自動車運送業界におきましては、燃料価格の上昇が続き事業者の疲弊感が強まるなか、コ

スト上昇要因に対して運賃への転嫁は思うように進まず、それどころか、国内貨物輸送量の低迷と

膨れ上がった事業者数により需給動向は改善されず、かえって運賃水準の低下さえ危惧される状況

にありました。加えて、運輸安全マネジメントの導入促進など交通安全対策のほか、環境問題への

対応、さらには雇用対策にも追われるなど、事業者に課せられた課題は山積しております。  
このような状況のもと当社グループでは、主要事業である企業間物流において、リードタイム

が重要視され、翌日配達への高い顧客ニーズに対処するため、全国に有する集配拠点とそれを効率

的に結ぶ輸送ネットワークの整備・拡充に努め、事業基盤の強化を図ってまいりました。  
商業小口荷物をその中心に据えた展開を行うなかで、新たな運賃の届出を行い、その適用を進

めるとともに、不採算荷物からの撤退を含め、適正な運賃及び重量の収受に積極的に取り組んでま

いりました。一方、年々減少傾向にある国内貨物輸送量と同業者間競争の激化を見据え、国際物流

への対応を今まで以上に強化し、特に中国をはじめ東南アジア諸国に注力してまいりました。また、

運輸安全マネジメントの推進による交通安全対策、モーダルシフトや効率的な輸送による車輌の使

用削減等環境問題への積極的な取り組みなど企業としての社会的責任の遂行を通して、より「安

全・安心」な物流サービスの提供に努めてまいりました。 

以上の結果、当連結会計年度の売上高は 2,538 億 75 百万円（前期比 0.8％減）、経常利益は 66

億 4 百万円（前期比 7.6％増）となり、当期純利益は、匿名組合分配金の発生もあり 48 億 70 百万

円（前期は 24 億 17 百万円の純損失）となりました。 

   これらを事業別に見た営業の概況は次のとおりであります。 
[運送事業] 

運送事業におきましては、同業者間競争が激しさを増すなか、企業間物流への特化を営業の重点

施策として掲げ、業務の見直しや効率化を進めてまいりました。一方、燃料価格の高騰をはじめ労

働力不足などのコスト増要因が山積する状況下におきまして、輸送サービスの維持・向上を図るた

め、取扱荷物の見直しと運賃水準の改善に取り組み、低運賃水準の荷物の一掃にも努め、取分け、

長距離輸送、重厚長大及びロット荷物につきましては、その取扱いに応じた運賃への見直しを図っ

てまいりました。なお、適正な重量・容積の収受のため電子はかりの導入や、広島流通センターで

は荷物仕分機に自動計量・計測器を設置し、仕分時における正確な計量・計測の試みを開始いたし

ました。また、引き続き、お客様にご満足いただける高度な「安全・安心」な輸送サービスを目指

して和田山営業所（兵庫県）に続いて重点地域としている北関東地区に加須支店（埼玉県）及び竜

ヶ崎営業所（茨城県）を開設いたしました。商業小口荷物輸送におきまして、翌日配達網の拡大は

重要な要素であり、特に運行幹線業務におきましては、トラック輸送はもとより、鉄道、航空機及

びカーフェリー等の 適な輸送モードを選択し、翌日配達を含むサービスレベルの向上に努めてま

いりました。 
以上の結果、売上高は 2,317 億 48 百万円（前期比 1.1％減）、営業利益は 49 億 10 百万円（前期

比 0.1％減）となりました。 

[流通加工事業] 
ロジスティクス事業におきましては、広島流通センター、浦和流通センターでの３ＰＬ事業の開

始や、各流通センターの稼働率の見直し及び料金改定にも取り組んでまいりました。また、国内輸

送量が年々減少していくなか、全国各地に配置している流通センターを有効活用し、海外からの輸

入貨物を国内配送に取り込んでいくために、国際業務の見直しを図り、なかでも中国をはじめとす

るアジア諸国からの国内向け輸入貨物への営業展開を強化してまいりました。なお、日中間の国際

物流での営業拡大を図るため、中国 大規模の物流グループ中国誠通控股集団有限公司と業務提携
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を締結いたしました。 

以上の結果、売上高は 117 億 61 百万円（前期比 0.4％増）、営業利益は 11 億 26 百万円（前期比

5.5％増）となりました。 

［その他事業］ 
施設賃貸事業におきましては、施設の増設や稼働率の向上により、また商品販売事業におきまし

ても商品の多様化を図り堅調に推移いたしました。 

以上の結果、売上高は 103 億 64 百万円（前期比 4.5％増）、営業利益は 18 億 55 百万円（前期比

16.7％増）となりました。 
②次期の見通し  
今後の景気の見通しにつきましては、原油価格の高騰が続くなか、米国のサブプライムローン

問題の影響による世界的な景気後退が懸念されるなど、先行き不透明感は拭えず、予断を許さない

状況で推移するものと予測されます。  
貨物自動車運送業界におきましては、不安定な景気動向が企業業績に悪影響を及ぼしかねない

状況と燃料価格の高騰に加え、労働力不足、安全対策、環境問題への取り組みなどのコスト高要因

は依然存続することから、誠に厳しい経営環境が予想されます。  
こうしたなか当社グループは、国内輸送におきましては、引き続き企業間物流や３ＰＬ事業の

強化を営業の基本方針とし、翌日配達網のエリアの拡大につきましては、懸案の関東・九州間の小

口商業荷物輸送について㈱スターフライヤーと業務提携を締結し、今夏にも運行を予定している東

京・北九州間の貨物事業での協業による新しい輸送サービスの開発に取り組んでまいります。また、

予てより開発に取り掛かっておりましたデータ通信と音声通話の機能を兼ね備えた新型ハンディ

ターミナルによって通信コストの増加を抑制し、集配業務の改善及び作業の効率化を図り、お客様

への新しい輸送情報サービスの提供を目指してまいります。海外事業につきましては、中国誠通控

股集団有限公司との協業を推進し、日中間の貨物取扱の拡大を図ってまいりますとともに、タイ、

ベトナムなどにおける営業拡大にも努めてまいります。  
当社グループの次期の業績見通しについては以下のとおりです。  

連結売上高 2,570億円 （前期比1.2％増） 

連結営業利益 60億円 （前期比3.0％増） 

連結経常利益 60億円 （前期比9.1％減） 

連結当期純利益 32億円 （前期比34.3％減） 

 

 
（2）  財政状態に関する分析  

①資産、負債及び純資産の状況 

（イ）資産 

資産につきましては、匿名組合分配金及び土地収用補償金などによる預金の増加により流動資

産が 81 億 72 百万円増加したものの、減損損失の発生及び減価償却の方法の変更などにより有形

固定資産が 34 億 79 百万円減少したこと、また、投資有価証券の評価減や退職給付信託設定等に

より投資その他の資産が 170 億 90 百万円減少したことにより、総資産は前連結会計年度末に比

べて 3.4％減少し 3,541 億 14 百万円となりました。 

（ロ）負債 

負債につきましては、一年以内に償還予定の社債の発生等により流動負債が 110 億 44 百万円

増加したものの、投資有価証券の退職給付信託設定等により退職給付引当金が、また、繰延税金

負債がそれぞれ減少したことにより固定負債が 177 億 71 百万円減少し、負債は前連結会計年度

末に比べて 3.5％減少し 1,853 億 48 百万円となりました。 

（ハ）純資産 

純資産につきましては、当連結会計年度は純利益となり利益剰余金は増加しましたものの、投

資有価証券の評価減等によりその他有価証券評価差額金が減少したことにより、純資産は前連結

会計年度末に比べて 3.2％減少し 1,687 億 65 百万円となりました。 
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②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下｢資金｣という）は、前連結会計年度末よ

り 93 億 8 百万円増加し 279 億 57 百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

減損損失の減少、引当金の減少及び仕入債務が減少したことにより 92 億 39 百万円の増加とな

り、前期比 44 億 80 百万円（前期比 32.7％減）の資金の減少となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

定期預金の払戻による収入が減少した反面、匿名組合分配金及び収用補償金による収入の発生

により 34 億 52 百万円の増加となり、前期比 4 億 13 百万円（前期比 13.6％増）の資金の増加と

なりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

配当金や短期借入金の返済により 33 億 84 百万円の減少となり、社債の償還等がないため前期

比 124 億 64 百万円の資金の増加となりました。 

 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期

自己資本比率（％） 52.5  47.0 47.1 47.5  47.6 

時価ベースの自己資

本比率（％） 38.9  33.2 35.1 34.1  26.9 

キャッシュ・フロー対

有利子負債比率（％） 658.0  1,445.6 1,068.3 692.9  1,046.6 

インタレスト・ガバレ

ッジ・レシオ（倍） 17.0  10.7 14.1 17.9  11.0 

自己資本比率：自己資本／総資産  
時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産  
キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー  
インタレスト・ガバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注 1）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 
（注 2）株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。  
（注 3）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 
（注 4）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全ての負  

債を対象としております。 
 

（3） 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当  
当社は、利益配分に関しましては、長期的な観点に立って株主資本利益率の向上を図るとともに、

将来の事業展開に向けた経営体質の強化にも意を用いつつ、株主資本配当率の向上と安定した配当

の維持を 重要政策と位置付けております。内部留保につきましては、物流拠点の拡充整備や情報

システム及び環境保全部門等への投資資金に充当し、経営基盤の一層の強化を図るとともに、自己

株式の取得などにより株主の皆様への還元にも努めてまいります。 
なお、当期の期末配当金につきましては、中間配当金と同様 1株当たり 3.5円の予定であります。  
次期につきましては業績の動向等を鑑み決定いたしますが、基本方針に基づき、年間配当金は当

期と同額を予定しております。  
 
（4） 事業等のリスク  

１ 営業上競合し収益に影響を及ぼす可能性の高いもの  
当社グループの主として営む貨物自動車運送業界は、規制緩和により事業者数は増加し、激しい

過当競争に晒されております。特に当社グループが主力とする商業荷物輸送につきましては、同業

者も多く景気動向にも左右され も厳しい市場であります。そのため、ネットワークの拡充・整備

は輸送サービスの向上の面から極めて重要であり、ドライバー等スタッフの増強とともに不可欠で
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あると言えます。しかしながら、これらはコストの増加要因でもあり業績に影響を及ぼすこととな

ります。  
２ 法的規制等  

当社グループは、主として貨物自動車運送事業法及び貨物利用運送事業法に基づき事業を営んで

おります。法令遵守につきましては、 優先課題として全力で取り組んでおりますが、重大な車両

事故等により一部業務に法的規制等が課される可能性があります。また、道路交通法等が改正され

輸送コスト高要因となることも予想されます。さらに排気ガス規制等環境条例の強化による車両等

の設備投資によりコスト高となり、業績に影響を及ぼすこととなります。  
３ 重要な訴訟事件等の発生に係るもの 

当社グループの営む貨物自動車運送事業におきましては、重大な車両・荷物に係る事故が発生し

訴訟事件となる可能性があります。その場合、損害賠償額によっては業績に影響を及ぼすこととな

ります。なお、平成 20 年３月 31 日現在業績に重大な影響を及ぼす訴訟はありません。  
４ 金利の変動及び資金調達について  

当社グループの有利子負債残高は 946 億 77 百万円ですが、一部につきましては、ヘッジ会計の

導入により金利負担の増加に対処しておりますが、今後、金利の情勢により業績に影響を及ぼすこ

ととなります。  
５ 情報及びデータの管理について  

当社グループは、貨物自動車運送事業等の事業を営むことにより、お客様の荷物等に係る多種多

様な情報を扱っております。万一、情報機器の故障や災害による機能停止などにより情報の漏洩等

が発生した場合、会社の信用問題となり、損害賠償等により業績に影響を及ぼすこととなります。 
６ 燃料費の上昇について 

当社グループは、貨物自動車運送事業を営んでおります。燃料価格の大幅な上昇は現在業績に重

大な影響を及ぼしており、今後の燃料価格の動向によっては、さらに重大な影響を及ぼすこととな

ります。  
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２．企業集団の状況  
当社の企業集団は、子会社 32 社及び関連会社３社で構成され、運送事業及びこれらに付帯する事業

を主体とし、流通加工事業並びに不動産の賃貸事業等その他事業を営んでおります。  
当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは、次のとおりであります。 

（1） 運送事業  
①貨物運送事業………貨物自動車運送事業及び貨物運送取扱事業を営んでおります。当社と北海道福

山通運㈱、東北福山通運㈱、関東福山通運㈱、九州福山通運㈱等子会社及び埼

玉福山通運㈱等関連会社が連携して全国に輸送ネットワークを形成し、営業基

盤を強固なものとしております。  
②港湾運送事業………一般港湾運送事業及び港湾荷役事業を子会社高知福山通運㈱が営んでおりま

す。  
③その他付帯事業……損害保険代理業を当社と関東福山通運㈱等子会社 15 社及び埼玉福山通運㈱等

関連会社３社が営んでおります。  
（2） 流通加工事業 

①倉庫業………………当社と関連会社高崎貨物自動車㈱が営んでおります。  
②通関業………………当社と子会社高知福山通運㈱が営んでおります。  
③流通加工業…………当社と東北福山通運㈱等子会社 10 社が営んでおります。  

（3） その他事業  
①不動産の賃貸事業…当社と子会社関東福山通運㈱が営んでおります。  
②ボウリング事業……当社が営んでおります。  
③物品販売事業………当社とグリーンオートサービス㈱等子会社 17 社が営んでおります。  
④ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ事業…･当社と福通エクスプレス㈱及びフクツー物流東京㈱の子会社２社が営んでお  

ります。  
⑤旅行業………………子会社福通トラベル㈱が営んでおります。  
⑥労働者派遣業………グリーンスタッフサービス㈱等子会社９社が営んでおります。  
⑦自動車整備事業……子会社グリーンオートサービス㈱が営んでおります。  
⑧警備業………………子会社高知福山通運㈱が営んでおります。  
[ 事業系統図 ] 
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庫 　　 湾備関 貨物運送 保 加 産 販   通
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理　　   ・

（連結子会社） 自   倉
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３．経営方針 
（1） 会社の経営の基本方針  

当社グループは、お客様とともに歩み、物流総合企業として文化の向上と豊かな生活の創造及び

地域経済の発展に貢献すべく、たゆまぬ創意と工夫で物流フロンティアを先駆し続けることを経営

理念としております。そしていま、大きく変化する産業や経済の発展、ライフスタイルの多様化に

伴って的確に対応すべくネットワークの構築はもちろんのこと、常に次代の物流を創造し提案し続

けることでより豊かで快適な社会づくりを牽引したいと願っております。また、地球環境保護、輸

送の安全重視及び地域との共生に加え、開かれた組織として積極的に情報開示に努めるとともに、

健全な企業として社会的責任を全うしてまいります。 
 
（2） 目標とする経営指標  

当社グループは、次の経営指標を重要なものとして目標を設定しております。  
①  売上高営業利益率 4.0％以上  
経営の基本指標は営業利益率の増加と考えております。当連結会計年度は、原油高騰による燃料

費や税制改正に伴う減価償却費の増加はありましたものの、傭車費等の輸送委託費用の減少により

前期に比べ僅かばかりの改善となりましたが目標の達成には至りませんでした。今後も引き続き目

標達成のため、適正運賃の収受に努め、運送収入の増収を図るとともに、業務の効率化に努める所

存であります。  
②  株主資本利益率  3.0％以上  
当連結会計年度は、株主資本利益率 2.9％と僅かに目標の達成には至りませんでした。今後も資

産の効率的運用を図り、利益率の向上に努める所存であります。  
③  総資産経常利益率 3.0％以上  
当連結会計年度は、固定資産の圧縮及び経常利益の増加により改善しましたが、目標値の達成に

は至らず、今後も資産の効率的活用と有利子負債の圧縮に努める所存であります。  
④  有利子負債対自己資本比率 50.0％以下  
財務内容の改善は、有利子負債の圧縮と自己資本の充実と考え、経営に取り組んでおります。当

連結会計年度末は、前連結会計年度末に比べて投資有価証券の評価減等もあり純資産が減少したこ

とにより 56.1％と悪化しましたが、今後も借入金の返済等に努めて改善を図る所存であります。  
 

（3） 中長期的な会社の経営戦略 
当社グループは、常に営業基盤であるネットワーク事業の維持、拡大を図り、得意とする小口商

業荷物の取扱いに特化し効率化を追及してまいります。また、平成 18 年度に策定しました経営３

ヵ年計画は 終年度を迎えており、国際部門の強化等も鑑み、目標の達成に取り組んでまいります。

主な取り組みは次のとおりであります。 

① 品質の高いサービスの提供 

お客様にきめ細かいサービスを提供するためネットワークの構築を推し進め、またドライバーの

携帯端末機器のリニューアル化によって、お客様への新たな輸送サービス情報の提供に努め、輸送

品質の向上を目指します。 

② 新しいサービスの事業拡大 

お客様に新出荷支援システム「iSTAR－２（アイスターダッシュ２）」を広く提供し、新しいお客

様を開拓することで小口商業荷物の獲得に努めてまいります。 

③ 継続した経費削減 

エコドライブ運動の推進による燃料消費の削減や、業務の合理化及び効率化による外部委託費用

等の圧縮を図り、継続した経費削減に努めてまいります。 

④ 環境問題、安全対策への取組み 

環境問題につきましては、モーダルシフトの推進をはじめ、低公害車の導入やエコドライブを実

施することで燃料消費量の削減を図り、CO2 削減に取り組んでまいります。また、安全対策につき

ましては、安全輸送を 優先課題に掲げ、当社グループ挙げて交通事故撲滅に努めてまいります。 
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（4） 会社の対処すべき課題 

当社の得意とする小口商業荷物への特化を進め、事業者の増加による同業者間の競争激化のなか、

輸送サービスの向上を通して適正な運賃や料金の収受に努めてまいります。また、少子化によるド

ライバー不足は経営に大きな影響を及ぼすほど深刻化しておりますが、ドライバーの確保は、お客

様が求められる高品質なサービスや当社が追求する輸送サービスに欠かせないものであり、常に幅

広く人員の確保には努めてまいります。 
環境対策につきましては、アイドリングスタート・ストップ車など低公害車の導入、エコドライ

ブ運動やモーダルシフトの推進など地球環境保全への取り組みにも引き続き注力してまいります。

さらに、運輸安全マネジメントの推進におきましては、安全方針「安全、安心はわが社の基本であ

る」を掲げ、当社グループあげて取り組んでまいります。これら環境、安全への取り組みと併せて

リスク管理を徹底し、今後も物流事業を核として継続的な成長を目指し、経営基盤の強化に努めて

まいります。 
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４．連結財務諸表等 
（1）連結貸借対照表                                     

 
 
 

  前連結会計年度 当連結会計年度 
  （平成19年３月31日） （平成20年３月31日） 

比較増減 
(減少△) 

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） 

（ 資 産 の 部 ）     

Ⅰ 流動資産      

１ 現金及び預金  20,673  27,881  7,208

２ 受取手形及び売掛金 ※3 36,127  34,266  △ 1,861

３ 有価証券  ―  2,000  2,000

４ 繰延税金資産  1,654  1,697  42

５ その他  1,916  2,727  810

貸倒引当金  △ 120  △ 147  △ 26

流動資産合計  60,251 16.4 68,424 19.3 8,172

Ⅱ 固定資産      

１ 有形固定資産      

(1)  建物及び構築物  185,376   184,940   

減価償却累計額  107,292 78,084  111,151 73,789  △ 4,294

(2)  機械装置及び運搬具  44,963   47,356   

減価償却累計額  39,802 5,161  39,862 7,494  2,333

(3) 工具器具備品  11,561   11,949   

減価償却累計額  8,901 2,660  9,429 2,520  △ 140

(4) 土地 ※2 167,482  166,419  △ 1,062

(5) 建設仮勘定  349  33  △ 316

有形固定資産合計  253,737 69.2 250,257 70.7 △ 3,479

２ 無形固定資産     

   借地権その他  1,697 1,763  65

無形固定資産合計  1,697 0.5 1,763 0.5 65

３ 投資その他の資産      

(1) 投資有価証券 ※1 46,418  30,396  △ 16,022

(2) 繰延税金資産  659  846  186

(3) その他   3,868  2,622  △ 1,245

貸倒引当金   △ 186  △ 195  △ 8

投資その他の資産合計   50,760 13.9  33,669 9.5 △ 17,090

 固定資産合計   306,195 83.6  285,690 80.7 △ 20,505

資産合計   366,447 100.0  354,114 100.0 △ 12,332
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  前連結会計年度 当連結会計年度 
  （平成19年３月31日） （平成20年３月31日） 

比較増減

(減少△) 

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）

（ 負 債 の 部 ）    

Ⅰ 流動負債        

１ 支払手形及び買掛金 ※3  19,185  16,268  △ 2,917 

２ 短期借入金 
  

10,300  9,800  △ 500 

３ 一年以内に償還予定の 

社債 
  

―  10,000  10,000 

４ 一年以内に返済予定の 
長期借入金 

  
1,700  7,400  5,700 

５ 未払法人税等   2,334  2,634  300 

６ 未払消費税等   1,415  1,048  △ 367 

７ 繰延税金負債   9  10  1 

８ 賞与引当金   2,979  2,959  △ 20 

９ その他   11,691  10,540  △ 1,150 

流動負債合計   49,616 13.5 60,661 17.1 11,044 

Ⅱ 固定負債         

１ 社債   30,000   20,000  △10,000 

２ 転換社債型新株予約権

付社債 
  

23,165   23,277  112 

３ 長期借入金   29,900   24,200  △ 5,700 

４ 繰延税金負債   10,160   5,695  △ 4,464 

５ 再評価に係る繰延税金 

負債 
※2 

 
32,194   31,357  △ 836 

６ 退職給付引当金   15,681   13,499  △ 2,181 

７ 長期前受収益   ―   5,358  5,358 

８ その他   1,357   1,297  △ 59 

固定負債合計   142,458 38.9  124,687 35.2 △17,771 

負債合計   192,075 52.4  185,348 52.3 △ 6,726 
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  前連結会計年度 当連結会計年度 
  （平成19年３月31日） （平成20年３月31日） 

比較増減 
(減少△) 

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）

（ 純資産の部 ）    

Ⅰ 株主資本       

１ 資本金   30,310 8.3 30,310 8.6 － 

２ 資本剰余金   37,108 10.1 37,108 10.5 0 

３ 利益剰余金   71,440 19.5 75,055 21.2 3,615 

４ 自己株式   △ 7,344 △2.0 △ 8,322 △2.4 978 

株主資本合計   131,514 35.9 134,151 37.9 2,637 

Ⅱ 評価・換算差額等       

１ その他有価証券評価 
差額金 

 
 15,921 4.3 7,926 2.2 △ 7,994 

２ 土地再評価差額金 ※2  26,746 7.3 26,472 7.5 △ 274 

３ 為替換算調整勘定   0 0.0 1 0.0 0 

評価・換算差額等合計   42,669 11.6 34,400 9.7 △ 8,269 

Ⅲ 少数株主持分   188 0.1 214 0.1 26 

純資産合計   174,371 47.6 168,765 47.7 △ 5,605 

負債純資産合計   366,447 100.0 354,114 100.0 △12,332 
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（2）連結損益計算書 

 
 
 
 

  前連結会計年度 当連結会計年度 
  （自 平成18年４月 １日 

至 平成19年３月31日）

（自 平成19年４月 １日 

至 平成20年３月31日） 

比較増減 
(減少△) 

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）

Ⅰ 売上高  255,874 100.0 253,875 100.0 △ 1,998 

Ⅱ 売上原価  246,508 96.3 244,166 96.2 △ 2,341 

売上総利益  9,365 3.7 9,708 3.8 342 

Ⅲ 販売費及び一般管理費  3,882 1.6 3,885 1.5 3 

営業利益  5,483 2.1 5,823 2.3 339 

Ⅳ 営業外収益      

１ 受取利息及び配当金  553  629    

２ その他  985 1,539 0.6 1,043 1,672 0.7 133 

Ⅴ 営業外費用      

１ 支払利息  766  839    

２ その他  117 883 0.3 52 892 0.4 8 

経常利益  6,139 2.4 6,604 2.6 464 

Ⅵ 特別利益      

１ 固定資産売却益 ※1 40  138    

２ 匿名組合分配金  －  2,972    

３ 退職給付信託設定益  －   1,464    

４ 投資有価証券売却益  264 305 0.1 － 4,575 1.8 4,269 

Ⅶ 特別損失         

１ 固定資産処分損 ※2,3 92   282    

２ 減損損失 ※4 5,411   1,483    

３ 投資有価証券評価損  －  414    

４ その他 ※5 60 5,564 2.2 18 2,199 0.9 △ 3,365 

税金等調整前当期純利益   880 0.3  8,980 3.5 8,099 

法人税、住民税及び 
事業税 

 
3,366  4,224    

法人税等調整額  △ 77 3,289 1.2 △ 140 4,083 1.6 793 

少数株主利益   8 0.0  26 0.0 17 

当期純損失   2,417 △0.9  － － － 

当期純利益   － －  4,870 1.9 － 
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（3）連結株主資本等変動計算書 
 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）           （単位：百万円） 

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 30,310 37,108 75,930 △ 5,545 137,802 

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当（注）   △ 1,854  △ 1,854 

当期純損失   △ 2,417  △ 2,417 

自己株式の取得    △ 1,799 △ 1,799 

自己株式の処分  △ 0  1 1 

土地再評価差額金の取崩   △ 217  △ 217 

株主資本以外の項目の連結

会計年度中の変動額（純額）
     

連結会計年度中の変動額合計 ― △ 0 △ 4,489 △ 1,798 △ 6,288 

平成19年３月31日残高 30,310 37,108 71,440 △ 7,344 131,514 

 
評価・換算差額等 

 その他  

有価証券 

評価差額金 

土地再評価

差額金 
為替換算 

調整勘定 
評価・換算

差額等合計

少数株主 

持分 純資産合計

平成18年３月31日残高 15,953 26,529 0 42,483 179 180,465 

連結会計年度中の変動額       

剰余金の配当（注）      △ 1,854 

当期純損失      △ 2,417 

自己株式の取得      △ 1,799 

自己株式の処分      1 

土地再評価差額金の取崩      △ 217 

株主資本以外の項目の連結

会計年度中の変動額（純額）
△ 32 217 0  185 8 194 

連結会計年度中の変動額合計 △ 32 217 0  185 8 △ 6,093 

平成19年3月31日残高 15,921 26,746 0 42,669 188 174,371 

（注） 平成18年６月の定時株主総会における利益処分金額は、以下のとおりであります。 

剰余金の配当 △930百万円 
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当連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）               （単位：百万円） 
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 30,310 37,108 71,440 △ 7,344 131,514 

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当   △ 1,833  △ 1,833 

当期純利益   4,870  4,870 

自己株式の取得    △ 979 △ 979 

自己株式の処分  0  1 1 

土地再評価差額金の取崩   577  577 

株主資本以外の項目の連結

会計年度中の変動額（純額）
     

連結会計年度中の変動額合計 － 0 3,615 △ 978 2,637 

平成20年3月31日残高 30,310 37,108 75,055 △ 8,322 134,151 

 
評価・換算差額等 

 その他  

有価証券 

評価差額金 

土地再評価

差額金 
為替換算 

調整勘定 
評価・換算

差額等合計

少数株主 

持分 純資産合計

平成19年3月31日残高 15,921 26,746 0 42,669 188 174,371 

連結会計年度中の変動額       

剰余金の配当      △ 1,833 

当期純利益      4,870 

自己株式の取得      △ 979 

自己株式の処分      1 

土地再評価差額金の取崩      577 

株主資本以外の項目の連結

会計年度中の変動額（純額）
△ 7,994 △ 274 0 △ 8,269 26 △8,242 

連結会計年度中の変動額合計 △ 7,994 △ 274 0 △ 8,269 26 △ 5,605 

平成20年３月31日残高 7,926 26,472 1 34,400 214 168,765 
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（4）連結キャッシュ・フロー計算書        
  前連結会計年度 当連結会計年度 

  （自 平成18年４月 １日 

 至 平成19年３月31日） 

（自 平成19年４月 １日 

 至 平成20年３月31日） 

区分 
注記

番号
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 税金等調整前当期純利益  880 8,980 

２ 減価償却費  7,194 9,594 

３ 減損損失  5,411 1,483 

４ 引当金の増減額（減少：△）  △ 33 △ 2,166 

（うち退職給付引当金増減額）  （389） （△ 2,181）

５ 受取利息及び受取配当金  △ 553 △ 629 

６ 支払利息  766 839 

７ 投資有価証券売却損益（利益：△）  △ 208 － 

８ 匿名組合分配金  － △ 2,972 

９ 有形固定資産売却損益（利益：△）  △ 29 △ 116 

10 売上債権の増減額（増加：△）  △ 829 1,861 

11 たな卸資産の増減額（増加：△）  34 △ 172 

12 仕入債務の増減額（減少：△）  2,019 △ 2,365 

13 未払消費税増減額（減少：△）  557 △ 367 

14 その他  1,591 △ 703 

小計  16,799 13,264 

15 利息及び配当金の受取額  553 629 

16 利息の支払額  △ 677 △ 728 

17 法人税等の支払額  △ 2,956 △ 3,926 

営業活動によるキャッシュ・フロー  13,719 9,239 
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  前連結会計年度 当連結会計年度 

  （自 平成18年４月 １日 

 至 平成19年３月31日） 

（自 平成19年４月 １日 

 至 平成20年３月31日） 

区分 
注記

番号
金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

１ 有形固定資産の取得による支出  △ 7,345 △ 8,713 

２ 有形固定資産の売却による収入  154 970 

３ 投資有価証券の取得による支出  △ 1,311 △ 218 

４ 投資有価証券の売却による収入  2,659 － 

５ 定期預金の預入による支出  △ 12,403 △ 3,388 

６ 定期預金の払戻による収入  22,373 4,288 

７ 匿名組合精算による収入  － 5,067 

８ 収用補償金による収入  － 5,358 

９ その他資産増減額  △ 1,087 88 

投資活動によるキャッシュ・フロー  3,039 3,452 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

１ 短期借入れによる収入  39,500 37,700 

２ 短期借入金の返済による支出  △ 40,100 △ 38,200 

３ 長期借入れによる収入  11,500 1,700 

４ 長期借入金の返済による支出  △ 3,000 △ 1,700 

５ 社債の償還による支出  △ 20,000 － 

６ 配当金の支払額  △ 1,854 △ 1,833 

７ その他  △ 1,893 △ 1,050 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △ 15,848 △ 3,384 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  0 0 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  911 9,308 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  17,738 18,649 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※ 18,649 27,957 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成18年４月 １日 

    至 平成19年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成19年４月 １日 

    至 平成20年３月31日） 
１ 連結の範囲に関する事項 連結子会社の数   33社 

連結子会社の名称 
「第 1 企業の概況 ４ 関係会社の

状況」に記載しているため省略してお

ります。 
なお、連結子会社中陸福山通運㈱は、

平成18年９月15日に社名を近畿福山

通運㈱に変更しております。 

連結子会社の数   32社 
連結子会社の名称 
「第 1 企業の概況 ４ 関係会社の

状況」に記載しているため省略してお

ります。 
なお、連結子会社福通エクスプレス

福島㈱は、平成19年４月１日より業務

の効率化を図るため連結子会社福通エ

クスプレス仙台㈱と合併しておりま

す。 
２ 持分法の適用に関する事 
  項 

関連会社埼玉福山通運㈱外２社について

は、連結純損益及び連結利益剰余金等に及

ぼす影響が軽微であり、かつ、全体として

も重要性がないため、これらの会社に対す

る投資勘定については、持分法を適用して

おりません。 

同左 

３ 連結子会社の事業年度等  
に関する事項 

連結子会社のうち、福山通運包装整理（上

海）有限公司の決算日は12月 31 日であり

ます。連結財務諸表の作成に当たっては、

同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日

との間に生じた重要な取引については、連

結上必要な調整を行っております。 

同左 

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 

決算期末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） 

時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

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 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。 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 同左 

 

 

 

 

時価のないもの 

 同左 
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項目 
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） 

当連結会計年度 

（自 平成19年４月 １日 

    至 平成20年３月31日） 
 ② デリバティブ 

時価法 

③ たな卸資産 

先入先出法による原価基準 

② デリバティブ 

  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 

定率法によっております。 

なお、耐用年数及び残存価額につい

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。 

ただし、平成 10 年４月１日以降取

得した建物（建物付属設備は除く）に

ついては、定額法によっております。

なお、取得価額10万円以上20万円

未満の少額減価償却資産については、

３年間均等償却としております。 

海外連結子会社は、定額法によって

おります。 

 

① 有形固定資産 

定率法によっております。 

ただし、平成10年４月１日以降取

得した建物（建物付属設備は除く）に

ついては、定額法によっております。

 なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。 

建物及び構築物    10～31年 

機械装置及び運搬具  3～14年 

 海外連結子会社は定額法によって

おります。 

（会計方針の変更） 
法人税法の改正（（所得税法等の一部を

改正する法律 平成19 年３月30 日 法

律第６号）及び（法人税法施行令の一部

を改正する政令 平成 19 年３月 30 日

政令第 83 号））に伴い、当連結会計年度

から、平成19年４月１日以降に取得した

有形固定資産については、改正後の法人

税法に基づく方法に変更しております。

これに伴い、前連結会計年度と同一の

方法によった場合と比べ営業利益、経常

利益及び税金等調整前当期純利益はそれ

ぞれ800百万円減少しております。 

なお、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。 
（追加情報） 

法人税法の改正に伴い、平成19年３月

31 日以前に取得した有形固定資産につい

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額の５％に

到達した連結会計年度の翌連結会計年度

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。 

これにより、営業利益、経常利益及び

税金等調整前当期純利益はそれぞれ 416

百万円減少しております。 

なお、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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項目 
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） 

当連結会計年度 

（自 平成19年４月 １日 

    至 平成20年３月31日） 
 ② 無形固定資産 

定額法によっております。 

なお、償却年数については、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、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間（５

年）に基づいております。 

③ 長期前払費用 

  定額法によっております。 

なお、償却年数については、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。 

② 無形固定資産 

定額法によっております。 

なお、ソフトウェア（自社利用分）

については、社内における利用可能期

間（５年）に基づく定額法を採用して

おります。 

 

 

③ 長期前払費用 

  定額法によっております。 

 

（3）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、回収不能見込額を計上しておりま

す。 

 ａ 一般債権 

   貸倒実績率法によっております。

① 貸倒引当金 

同左 

 

  ｂ 貸倒懸念債権及び破産更正債権 

財務内容評価法によっておりま

す。 

 

 ② 賞与引当金 

  従業員賞与の支給に充てるため、支給

見込額の期間対応額を計上しておりま

す。 

② 賞与引当金 

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

年金資産の見込額に基づき、当連結会計

年度末において発生していると認められ

る額を計上しております。 

なお、数理計算上の差異は、その発生

時の従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（３～15年）による定額法に

よる接分額をそれぞれ発生の翌連結会

計年度から費用処理することとしてお

ります。 

③ 退職給付引当金 

同左 
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項目 
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） 

当連結会計年度 

（自 平成19年４月 １日 

    至 平成20年３月31日） 
 ④ 役員退職慰労引当金 

     ――― 

  （追加情報） 

当社は、平成18年６月29日開催の定

時株主総会において、役員報酬制度の見

直しを行い、役員退職慰労金制度を廃止

し、これに代わる措置として株価連動型

報酬制度を導入しております。これに伴

い、当該株主総会までの期間に対応する

役員退職慰労引当金の全額を取り崩し、

長期未払金として固定負債の「その他」

に振り替えております。 

     ――― 

 

（4）収益の計上基準 貨物運送収入は、発送日を基準として計

上しております。 

  同左 

 

（5）重要なリース取引の処理

方法 
リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引については、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によっておりま

す。 

  同左 

 

（6）重要なヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 

  金利スワップについては、特例処理を

採用しております。 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段…金利スワップ 

  ヘッジ対象…社債及び長期借入金 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 ③ ヘッジ方針 

  デリバティブ管理規定に基づき、金利

変動リスクを回避する目的で金利スワッ

プを行っております。 

③ ヘッジ方針 

同左 

 ④ ヘッジの有効性評価の方法 

  金利スワップについては、特例処理の

要件を満たしているため、当連結会計年

度の末日における有効性の評価を省略し

ております。 

④ ヘッジの有効性評価の方法 

同左 

（7）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 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税

抜方式を採用しております。 

消費税等の会計処理 

同左 

５ 連結子会社の資産及び負 
債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価方法

は、全面時価評価法によっております。 

同左 

６ のれん及び負ののれんの 
償却に関する事項 

のれんは、原則として５年間で均等償却

しております。 

同左 
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項目 
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） 

当連結会計年度 

（自 平成19年４月 １日 

    至 平成20年３月31日） 
７ 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

期的な投資からなっております。 

同左 

 
会計処理の変更 

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） 

当連結会計年度 

（自 平成19年４月 １日 

    至 平成20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） 

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174,183百万円であります。 

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。 

――― 

（繰延資産の会計処理） 

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」（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。 

これによる損益に与える影響はありません。 

なお、前連結会計年度において「繰延資産」に含めてい

ました「社債発行差金」2,134百万円は、当連結会計年度よ

り「転換社債型新株予約権付社債」から控除して表示して

おります。 

――― 
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表示方法の変更 
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） 

当連結会計年度 

（自 平成19年４月 １日 

    至 平成20年３月31日） 
（連結貸借対照表） 

従来「受取手形及び営業未収金」、「支払手形及び営業未

払金」と表示していた科目について、当連結会計年度より

連結財務諸表規則に掲げられた科目である「受取手形及び

売掛金」、「支払手形及び買掛金」で表示しております。 

（連結貸借対照表） 

従来「流動資産」の「現金及び預金」に含めて表示して

いた譲渡性預金（当連結会計年度末残高2,000百万円）は、

「金融商品会計に関する実務指針」（日本公認会計士協会

会計制度委員会報告第14号 終改正平成19年７月４日）

及び「金融商品会計に関するＱ＆Ａ」（日本公認会計士協会

会計制度委員会 終改正平成 19 年 11 月６日）が改正さ

れたことに伴い、当連結会計年度末から「有価証券」とし

て表示しております。なお、前連結会計年度末において、「流

動資産」の「現金及び預金」に含めて表示していた譲渡性

預金の残高は100百万円であります。 

（連結損益計算書） 

従来「営業収益」、「営業原価」及び「営業総利益」と表

示していました科目について、当連結会計年度より連結財

務諸表規則に掲げられた科目である「売上高」、「売上原価」

及び「売上総利益」で表示しております。 

――― 

 
注記事項 
（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成20年３月31日） 

※１ 非連結子会社及び関連会社に係る注記 

非連結子会社及び関連会社に対する資産・負債のうち

主なものは次のとおりであります。 

投資有価証券（株式）         20百万円 

※１ 非連結子会社及び関連会社に係る注記 

非連結子会社及び関連会社に対する資産・負債のうち

主なものは次のとおりであります。 

投資有価証券（株式）         20百万円 

※２ 土地の再評価 

「土地の再評価に関する法律」(平成10 年３月31 日

公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法律の

一部を改正する法律」(平成11年３月31日改正)に基

づき、事業用の土地の再評価を行い、当該再評価差額

から、その回収可能性を勘案した上で、再評価に係る

繰延税金負債の金額を控除した金額を土地再評価差

額金として純資産の部に計上しております。なお、再

評価の方法については、「土地の再評価に関する法律

施行令」(平成10年３月31日公布政令第119号)第２

条第３項に定める方法に基づき、固定資産税路線価に

一部合理的な調整を行って算出する方法を採用して

おります。 
 再評価を行った年月日    平成12年３月31日

 再評価を行った土地の期末に 
 おける時価と再評価後の帳簿  △ 45,786百万円

 価額との差額 

※２ 土地の再評価 

「土地の再評価に関する法律」(平成10年３月31 日

公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法律の

一部を改正する法律」(平成11年３月31日改正)に基

づき、事業用の土地の再評価を行い、当該再評価差額

から、その回収可能性を勘案した上で、再評価に係る

繰延税金負債の金額を控除した金額を土地再評価差

額金として純資産の部に計上しております。なお、再

評価の方法については、「土地の再評価に関する法律

施行令」(平成10年３月31日公布政令第119号)第２

条第３項に定める方法に基づき、固定資産税路線価に

一部合理的な調整を行って算出する方法を採用して

おります。 
 再評価を行った年月日    平成12年３月31日

 再評価を行った土地の期末に 
 おける時価と再評価後の帳簿  △ 44,593百万円

 価額との差額 
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前連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成20年３月31日） 

※３ 連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手

形交換日をもって決済処理をしております。 

なお、当連結会計年度末が金融機関の休日であったた

め、次の連結会計年度末日満期手形が、連結会計年度

末残高に含まれております。 

      受取手形         563百万円

      支払手形        1,731百万円

※３         ―――― 

 ４ コミットメントライン契約関係 

当社においては、長期的な資金繰りの安定性を確保す

るため、平成17 年３月～平成20 年３月の長期コミッ

トメントライン契約を取引先金融機関９行と締結して

おります。当連結会計年度末における借入未実行残高

は次のとおりであります。 
貸出コミットメントの総額 10,000百万円

借入実行残高 ― 百万円

差引額 10,000百万円 

 ４ コミットメントライン契約関係 

当社においては、長期的な資金繰りの安定性を確保す

るため、平成20 年３月～平成23 年３月の長期コミッ

トメントライン契約を取引先金融機関10行と締結して

おります。当連結会計年度末における借入未実行残高

は次のとおりであります。 
貸出コミットメントの総額 10,000百万円

借入実行残高 ― 百万円

差引額 10,000百万円 
 
（連結損益計算書関係） 

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） 

当連結会計年度 

（自 平成19年４月 １日 

    至 平成20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。 

土地 5百万円

機械装置及び運搬具 34百万円

計 40百万円 

※１ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 

土地 65百万円

機械装置及び運搬具 71百万円

その他 1百万円

計 138百万円 
※２ 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 10百万円

その他 1百万円

計 11百万円 

※２ 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 11百万円

建物 10百万円

計 21百万円 
※３ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

建物及び構築物 10百万円

機械装置及び運搬具 11百万円

工具器具備品 18百万円

撤去費用 40百万円

計 81百万円 

※３ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

建物及び構築物 129百万円

機械装置及び運搬具 13百万円

工具器具備品 21百万円

撤去費用 95百万円

その他 0百万円

計 260百万円 
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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） 

当連結会計年度 

（自 平成19年４月 １日 

    至 平成20年３月31日） 
※４ 減損損失 

   当連結会計年度において、当社グループは以下の資産

グループについて減損損失を計上しております。 

当社グループは、支店及び営業所については管理会計上

の単位である店所ごとに、遊休資産については物件単位

ごとにグルーピングを実施しております。 

その結果、イオン関東RDCセンター（千葉県市川市）外

52件において、営業活動から生じる損益の継続的なマイ

ナス、または地価の著しい下落が認められたため、当該

資産グループにかかる資産の帳簿価額を回収可能価額

まで減額し、当該減少額5,411百万円を減損損失として

特別損失に計上しております。その内訳は、土地5,249

百万円、機械装置及び運搬具161百万円であります。 

  また、当該資産グループの回収可能価額は正味売却価額

により測定しており、土地については重要性に応じて不

動産鑑定評価額または固定資産税評価額に基づき算定

し、機械装置については残存価額を基に算定しておりま

す。 

用途 種類 場所 
合計 

（百万円）

ｲｵﾝ関東 RDC ｾﾝﾀｰ

（千葉県市川市） 
2,617

ｲｵﾝ広島RDC ｾﾝﾀｰ 

（広島市安佐南区）
1,212

加古川支店（兵庫

県加古川市） 
338

支店 

及び 

営業所 

土地及

び機械

装置 

所沢支店（埼玉県

所沢市）外40件 
1,057

遊休地 土地 
熊本県植木町外８

件 
186

合計 ― ― 5,411

※４ 減損損失 
当連結会計年度において、当社グループは以下の資産

グループについて減損損失を計上しております。 

当社グループは、従来、事業所については管理会計上の

単位である店所ごとに、遊休資産については物件単位ご

とにグルーピングを実施していましたが、当連結会計年

度より、提出会社の事業所については統括地区ごとに、

連結子会社は会社ごとに、また、遊休資産については物

件単位ごとにグルーピングを実施することに変更して

おります。 

この変更は、 近の取扱貨物の一層の小口化や多様化す

る顧客ニーズに対応するため、全国的な輸送拠点網の拡

充・整備に努めているなか、新規出店地域や投資決定の

状況を鑑みて、営業収支を店所単位よりも統括地区単位

及び子会社単位で把握したほうがより適切であると判

断したことによるもであります。 

これにより従来のグルーピングの方法によった場合に

比べて、減損損失が862百万円減少し、税金等調整前当

期純利益は同額増加しております。 

その結果、南中部地区外９件について、営業活動から生

じる損益の継続的なマイナス、または地価の著しい下落

が認められたため、当該資産グループにかかる資産の帳

簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額1,483百

万円を減損損失として特別損失に計上しております。そ

の内訳は土地1,460 百万円、機械装置23 百万円であり

ます。 

また、当該資産グループの回収可能価額は正味売却価額

により測定しており、土地については重要性に応じて不

動産鑑定評価額または固定資産税評価額に基づき算定

し、機械装置については残存価額を基に算定しておりま

す。 

用途 種類 場所 
合計 

（百万円）

事業所 

土地及

び機械

装置 

南中部地区外２件 1,472

遊休地 土地 
熊本県植木町外 6

件 
11

合計 ― ― 1,483

※５ 内訳 

投資有価証券売却損 56百万円

特別退職金 4百万円

計 60百万円 

※５ 内訳 

ゴルフ会員権評価損 15百万円

特別退職金 3百万円

計 18百万円 
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（連結株主資本等変動計算書関係） 
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                                 （単位：千株） 
株式の種類 前連結会計年度末株式数 増加株式数 減少株式数 当連結会計年度末株式数 

普通株式 278,851  － － 278,851 

 
２．自己株式に関する事項                                    （単位：千株） 
株式の種類 前連結会計年度末株式数 増加株式数 減少株式数 当連結会計年度末株式数 

普通株式 12,929  4,040 3 16,966 

（注）普通株式の自己株式の株式数の 4,040 千株の増加は、自己株式の取得による 4,000 千株及び単元未満株式の買取り

による40千株であり、減少3千株は、単元未満株式の売渡しによるものであります。 

 
３．新株予約権等に関する事項 
   該当事項はありません。 

 

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 930 3.5 平成18年３月31日 平成18年６月30日

平成18年11月10日 

取締役会 
普通株式 923 3.5 平成18年９月30日 平成18年12月8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 

決議 
株式の 

種類 

配当金の総額

(百万円) 

配当の 

原資 

１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成19年６月28日 

定時株主総会  
普通株式 916 

利益 

剰余金 
3.5 平成19年３月31日 平成19年６月29日

 
当連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

１． 発行済株式に関する事項                                 （単位：千株） 
株式の種類 前連結会計年度末株式数 増加株式数 減少株式数 当連結会計年度末株式数 

普通株式 278,851  － － 278,851 

 
２．自己株式に関する事項                                  （単位：千株） 
株式の種類 前連結会計年度末株式数 増加株式数 減少株式数 当連結会計年度末株式数 

普通株式 16,966 2,042 4 19,004

（注）普通株式の自己株式の株式数の 2,042 千株の増加は、自己株式の取得による 2,000 千株及び単元未満株式の買取り

による42千株であり、減少4千株は、単元未満株式の売渡しによるものであります。 

 
３．新株予約権等に関する事項 
   該当事項はありません。 
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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19年６月28日 

定時株主総会 
普通株式 916 3.5 平成19年３月31日 平成19年６月29日

平成19年11月９日 

取締役会 
普通株式 916 3.5 平成19年９月30日 平成19年12月10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 

決議 
株式の 

種類 

配当金の総額

（百万円）

配当の 

原資 

１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成20年６月27日 

定時株主総会  
普通株式 909 

利益 

剰余金 
3.5 平成20年３月31日 平成20年６月30日

 
 
（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

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） 

当連結会計年度 

（自 平成19年４月 １日 

    至 平成20年３月31日） 
※ 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 20,673百万円

預入期間が３か月を超える定期

預金 
△ 2,023百万円

現金及び現金同等物 18,649百万円 

※ 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 27,881百万円

有価証券 2,000百万円

預入期間が３か月を超える定期

預金 
△ 1,923百万円

現金及び現金同等物 27,957百万円 
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（セグメント情報） 
１． 事業の種類別セグメント情報 

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）             （単位：百万円） 
 運送事業 流通加工事業 その他事業 計 消去又は全社 連結 

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 234,241 11,712 9,920 255,874 － 255,874

（2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 － － 8,167 8,167 （8,167） －

計 234,241 11,712 18,088 264,042 （8,167） 255,874

営業費用 229,327 10,644 16,498 256,470 （6,079） 250,390

営業利益 4,913 1,067 1,590 7,571 （2,087） 5,483

Ⅱ 資産、減価償却費、減

損損失及び資本的支出   

資産 150,455 28,896 116,295 295,648 70,798 366,447

減価償却費 3,671 814 2,506 6,991 202 7,194

減損損失 4,629 596 － 5,225 186 5,411

資本的支出 5,642 1,286 1,254 8,183 － 8,183

（注）１．事業区分の方法 
 事業区分の方法は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各事業区分の主な事業内容 
事業区分 主要な事業内容 

運送事業 貨物運送事業・港湾運送事業・その他付帯事業 
流通加工事業 倉庫業・通関業・流通加工業 

その他事業 不動産の賃貸業・ボウリング事業・物品販売事業・コンビニエンスストア事業 
労働者派遣業（委託業務）・警備業・自動車整備事業・その他の事業 

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 2,087 百万円であり、その主なもの

は、宣伝広告費用及び各連結会社本社の管理部門に係る費用であります。 
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70,798百万円であり、その主なものは、提出会社

本社の管理部門に係る資産であります。 
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当連結会計年度（自 平成19年４月1日 至 平成20年３月31日）             （単位：百万円） 
 運送事業 流通加工事業 その他事業 計 消去又は全社 連結 

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 231,748 11,761 10,364 253,875 － 253,875

（2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 － － 8,595 8,595 （8,595） －

計 231,748 11,761 18,960 262,470 （8,595） 253,875

営業費用 226,838 10,634 17,104 254,577 （6,526） 248,051

営業利益 4,910 1,126 1,855 7,893 （2,069） 5,823

Ⅱ 資産、減価償却費、減

損損失及び資本的支出   

資産 147,816 28,131 114,270 290,218 63,896 354,114

減価償却費 6,051 829 2,551 9,432 161 9,594

減損損失 1,340 131 － 1,472 11 1,483

資本的支出 7,601 848 217 8,667 － 8,667

（注）１．事業区分の方法 
 事業区分の方法は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各事業区分の主な事業内容 
事業区分 主要な事業内容 

運送事業 貨物運送事業・港湾運送事業・その他付帯事業 
流通加工事業 倉庫業・通関業・流通加工業 

その他事業 不動産の賃貸業・ボウリング事業・物品販売事業・コンビニエンスストア事業 
労働者派遣業（委託業務）・警備業・自動車整備事業・その他の事業 

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 2,069 百万円であり、その主なもの

は、宣伝広告費用及び各連結会社本社の管理部門に係る費用であります。 
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63,896百万円であり、その主なものは、提出会社

本社の管理部門に係る資産であります。 
５．有形固定資産の減価償却の方法の変更 
  「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(2)①(会計方針の変更)に記載のとおり、当連結会計

年度より、法人税法の改正に伴い、平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産については、改正後の法人

税法に基づく方法に変更しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比較して、当連結会計年

度の営業費用は、「運送事業」が751百万円、「流通加工事業」が9百万円、「その他事業」が35百万円及び「消

去又は全社」が4百万円増加し、営業利益が同額減少しております。 

また、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(2)①(追加情報)に記載のとおり、当連結会計

年度より、法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得した有形固定資産について、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。この変更に

伴い、従来の方法によった場合に比較して、当連結会計年度の営業費用は、「運送事業」が 285 百万円、「流通

加工事業」が36百万円及び「その他事業」が94百万円増加し、営業利益が同額減少しております。 
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２． 所在地別セグメント情報 
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） 

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも90％を超

えているため、記載を省略しております。 

 

当連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも90％を超

えているため、記載を省略しております。 
 

２． 海外売上高 
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） 

 海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

 

当連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

 海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 
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（リース取引関係） 
 

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） 

当連結会計年度 

（自 平成19年４月 １日 

    至 平成20年３月31日） 
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

（単位：百万円）

 機械装置
及び   
運搬具 

工具器 
具備品 

その他
（ソフト
ウェア）

合計 

取得価額 

相当額 
32,761 691 83 33,535

減価償却

累計額 

相当額 

18,395 458 81 18,935

期末残高

相当額 
14,366 232 1 14,600

 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

（単位：百万円）

 機械装置 
及び 

 運搬具 

工具器 
具備品 

合計 

取得価額

相当額 
26,657 333 26,990

減価償却

累計額 

相当額 

17,861 205 18,067

期末残高

相当額 
8,795 127 8,923

 
なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が、

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法によって算定しております。 

２ 未経過リース料期末残高相当額等 

  未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 5,714百万円

１年超 8,886百万円

合計 14,600百万円

なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー

ス料期末残高が、有形固定資産の期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法によって算定してお

ります。 

同左 

 

 

２ 未経過リース料期末残高相当額等 

  未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 3,662百万円

１年超 5,261百万円

合計 8,923百万円

同左 

３ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却

費相当額及び減損損失 

支払リース料 6,502百万円

減価償却費相当額 6,502百万円 

３ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却

費相当額及び減損損失 

支払リース料 5,720百万円

減価償却費相当額 5,720百万円 
４ 減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

によっております。 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

  同左 

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はありません。 

（減損損失について） 

  同左 
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（有価証券関係） 
 
1 その他有価証券で時価のあるもの                              （単位：百万円） 

前連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成20年３月31日） 

区分 
取得原価 

連結決算日

における 
連結貸借対

照表計上額

差額 取得原価 

連結決算日

における 
連結貸借対

照表計上額 

差額 

連結貸借対照表計上額が取得

原価を超えるもの   

 ① 株式 17,570 43,252 25,681 16,189 28,916 12,717

 ② 債権 － － － － － －

 ③ その他 219 228 8 20 20 0

小計 17,790 43,480 25,690 16,209 28,936 12,727

連結貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの   

 ① 株式 326 237 △ 88 972 814 △ 158

 ② 債権 － － － － － －

 ③ その他 － － － 201 153 △ 47

小計 326 237 △ 88 1,174 967 △ 206

合計 18,117 43,718 25,601 17,383 29,904 12,521

（注） 有価証券について、前連結会計年度は0百万円（上場株式0百万円）、当連結会計年度は414百万円（上場株式98

百万円）の減損処理を行っております。 
なお、減損にあたっては、連結会計年度末における時価が取得原価に比べて50％以上下落した場合には、全て減損

処理を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っ

ております。 
２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券                         （単位：百万円） 

区分 
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） 

当連結会計年度 

（自 平成19年４月 １日 

    至 平成20年３月31日） 

売却額 2,659 －

売却益の合計額 264 －

売却損の合計額 56 －

 
３ 時価評価されていない有価証券                             （単位：百万円） 

前連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成20年３月31日） 内容 

連結貸借対照表計上額 連結貸借対照表計上額 

その他有価証券 

 ① 非上場株式 616 321

 ② 投資事業有限責任組合及びそれ

らに類する組合への出費 
2,063 150

 ③ 関連会社株式 20 20

合計 2,700 491
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４ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の連結決算日後における償還予定額  

前連結会計年度（平成19年３月31日）                             （単位：百万円） 

区分 １年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超 合計 

 ① 債権           

   社債 －  － － －  － 

   その他 －  － － －  － 

 ② その他 －  － 199 －  199 

合計 －  － 199 －  199 

 

当連結会計年度（平成20年３月31日）                             （単位：百万円） 

区分 １年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超 合計 

 ① 債権   

   社債 －  － － －  － 

   その他 －  － － －  － 

 ② その他 －  － 199 －  199 

合計 －  － 199 －  199 
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（デリバティブ取引関係） 
１ 取引の状況に関する事項 

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） 

当連結会計年度 

（自 平成19年４月 １日 

    至 平成20年３月31日） 
（1） 取引の内容 

社債及び借入金の利払いに関して、金融機関との間で金

利スワップ取引を行っております。 

（2） 取引に対する取引方針 

デリバティブ取引は将来の金融市場リスクの回避を目的

としており、投機的な取引は行わない方針であります。 

（3）取引の利用目的 

金利スワップ取引は、時々の金利情勢下における資金調

達コストの軽減、及び将来の金融市場における金利変動リ

スクを回避する目的で利用しております。 

なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行って

おります。 

 （ヘッジ会計の方法） 

金利スワップについては、特例処理を採用しております。

 （ヘッジ手段とヘッジ対象） 

ヘッジ手段……金利スワップ 

ヘッジ対象……社債及び長期借入金 

 （ヘッジ方針） 

 デリバティブ管理規定に基づき、金利変動リスクを回避す

る目的で金利スワップを行っております。 

 （ヘッジの有効性評価の方法） 

 金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている

ため、決算日における有効性の評価を省略しております。 

（4） 取引に係るリスクの内容 

 金利変動にかかわるリスクがあります。また、契約先は、

いずれも信用度の高い国内の金融機関であるため、相手先の

契約不履行による信用リスクは、皆無に近いものと認識して

おります。 

（5） 取引に係るリスク管理体制 

 デリバティブ管理規定に基づき、担当取締役の承認後、財

務部において管理しております。なお、契約の締結または取

引内容等に変化があった場合は、取締役会に報告を行ってお

ります。 

（1） 取引の内容 

    同左 

 

（2） 取引に対する取引方針 

    同左 

 

（3）取引の利用目的 

    同左 

 

 

 

 

 （ヘッジ会計の方法） 

    同左 

 （ヘッジ手段とヘッジ対象） 

    同左 

 

 （ヘッジ方針） 

同左 

 

 （ヘッジの有効性評価の方法） 

      同左 

 

（4） 取引に係るリスクの内容 

      同左 

 

 

 

（5） 取引に係るリスク管理体制 

      同左 
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２ 取引の時価等に関する事項 
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

  金利関連                                         （単位：百万円） 
前連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成20年３月31日） 
区分 種類 

契約 
額等 

契約額等

のうち 

１年超 
時価 評価 

損益 
契約 
額等 

契約額等

のうち 

１年超 
時価 評価 

損益 

金利スワップ取引       

受取固定・支払

変動 
3,000 3,000 △ 116 △ 116 2,000 2,000 13 13市場取引以

外の取引 
受取変動・支払

変動 
4,000 3,000 △ 133 △ 133 3,000 3,000 17 17

合計 7,000 6,000 △ 250 △ 250 5,000 5,000 31 31

（注）１ 金利スワップ取引の契約額等の金額は、想定元本金額であり、この金額自体がデリバティブ取引に係る市場リ

スク量を示すものではありません。また、時価は、金利スワップ取引を約定した金融機関から提示された評価

額によっております。 
    ２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、注記の対象から除いております。 
 
（ストック・オプション等関係） 
 該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 
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） 

当連結会計年度 
（自 平成19年４月 １日 

        至 平成20年３月31日） 
１株当たり純資産額 665.11円 １株当たり純資産額 648.66円

１株当たり当期純損失 9.14円 １株当たり当期純利益 18.66円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 －円 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 －円

（注）１．前連結会計年度における潜在株式調整後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。また、当連結会計年度における潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、希薄化効果を

有しないため記載しておりません。 
   ２．算定上の基礎 
   （1）１株当たり純資産額 

 
 
 

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）

当連結会計年度 

（自 平成19年４月 １日

   至 平成20年３月31日）

純資産の部の合計額（百万円） 174,371 168,765

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） 188 214

（うち少数株主持分） （188） （214）

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 174,183 168,551

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普

通株式の数（千株） 
261,885 259,847

 
   （2）１株当たり当期純利益又は当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益又は当期純損失 

 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）

当連結会計年度 

（自 平成19年４月 １日 

   至 平成20年３月31日）

当期純利益又は当期純損失（△）（百万円） △ 2,417 4,870

 普通株式に帰属しない金額（百万円） － －

 普通株式に係る当期純利益又は当期純損失（△）

（百万円） 
△ 2,417 4,870

 普通株式の期中平均株式数（千株） 264,436 261,028

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 

（新株予約権付社債） 

2025 年満期ユーロ円建転換制

限条項付転換社債型新株予約

権付社債（額面金額500万円）

この詳細については、平成 19

年６月 29 日提出の有価証券報

告書第４提出会社の状況１株

式等の状況（2）新株予約権等

の状況に記載のとおりであり

ます。 

同左 
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（重要な後発事象） 
  該当事項はありません。  
 
（開示の省略） 

関連当事者との取引、税効果会計、退職給付、企業結合等に関する注記事項につきましては、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、開示を省略しております。
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５．個別財務諸表等 
（1）貸借対照表                                 

 

  前事業年度 当事業年度 
  （平成19年３月31日） （平成20年３月31日） 

比較増減

(減少△) 

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）

（ 資 産 の 部 ）    

Ⅰ 流動資産       

１ 現金及び預金  12,440  19,709  7,268

２ 受取手形  3,506  3,285  △ 220

３ 有価証券  －  2,000  2,000

４ 売掛金  27,681  26,373  △ 1,307

５ 貯蔵品  392  580  187

 ６ 前払費用  294  546  252

 ７ 繰延税金資産  1,128  1,174  45

 ８ 短期貸付金  5,530  5,365  △ 165

 ９ その他  3,845  4,044  198

   貸倒引当金  △ 1,728  △ 2,360  △ 632

  流動資産合計  53,090 15.0 60,718 17.8 7,627

Ⅱ 固定資産      

 １ 有形固定資産      

(1)  建物  160,428   159,826   

減価償却累計額  89,479 70,949  92,761 67,065  △ 3,883

(2)  構築物  18,480   18,533   

減価償却累計額  14,435 4,045  14,816 3,717  △ 327

(3)  機械装置  22,419   24,283   

減価償却累計額  19,866 2,552  20,757 3,525  972

(4)  車両運搬具  15,528   16,611   

減価償却累計額  13,908 1,620  13,347 3,264  1,644

(5) 工具器具備品  10,271   10,692   

減価償却累計額  7,954 2,317  8,437 2,254  △ 62

(6) 土地   165,606   164,920  △ 686

(7) 建設仮勘定   349   20  △ 329

有形固定資産合計   247,441 70.1  244,768 71.6 △ 2,672
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  前事業年度 当事業年度 
  （平成19年３月31日） （平成20年３月31日） 

比較増減

(減少△) 

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）

２  無形固定資産    

(1) 借地権   887  886  △ 0

(2) ソフトウェア   532  613  81

(3) その他   171  161  △ 10

無形固定資産合計   1,591 0.5 1,661 0.5 70

３ 投資その他の資産       

(1) 投資有価証券   46,302  30,304  △ 15,998

(2) 関係会社株式   2,207  2,207  －

(3) 出資金   3  3  －

(4) 関係会社出資金   9  9  －

(5) 破産・更生債権等    59  53  △ 6

(6) 長期前払費用   277  240  △ 36

(7) その他   2,389  1,986  △ 403

貸倒引当金   △154  △ 149  4

投資評価引当金   △202  △ 180  22

投資その他の資産合計   50,893 14.4 34,474 10.1 △ 16,418

固定資産合計   299,926 85.0 280,905 82.2 △ 19,020

資産合計   353,016 100.0 341,623 100.0 △ 11,393
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  前事業年度 当事業年度 
  （平成19年３月31日） （平成20年３月31日） 

比較増減

(減少△) 

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）

（ 負 債 の 部 ）    

Ⅰ 流動負債        

１ 支払手形  3,796  2,357  △ 1,438 

２ 買掛金  20,730  19,184  △ 1,545 

３ 短期借入金  10,300  11,100  800 

４ 一年以内に償還予定の  

社債 
 

－  10,000  10,000 

５ 一年以内に返済予定の 
  長期借入金 

 
1,700  7,400  5,700 

６ 未払金  875  748  △ 127 

７ 未払費用  4,881  4,861  △ 19 

８ 未払法人税等  1,698  2,059  361 

 ９ 未払消費税等  770  577  △ 192 

10 預り金  1,451  1,400  △ 50 

11 賞与引当金  1,845  1,826  △ 18 

12 その他  283  17  △ 266 

流動負債合計  48,332 13.7 61,534 18.0 13,202 

Ⅱ 固定負債      

１ 社債  30,000  20,000  △10,000 

２ 転換社債型新株予約権付

社債 
 

23,165  23,277  112 

３ 長期借入金  29,900  24,200  △ 5,700 

４ 繰延税金負債  10,054  5,641  △ 4,413 

５ 再評価に係る繰延税金 
負債 

 
32,415  31,579  △ 836 

６ 退職給付引当金  13,115  10,590  △ 2,525 

７ 長期前受収益  －  5,358  5,358 

８ その他   1,292   1,233  △ 59 

固定負債合計   139,944 39.6  121,880 35.7 △18,063 

負債合計   188,276 53.3  183,415 53.7 △ 4,860 
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  前事業年度 当事業年度 
  （平成19年３月31日） （平成20年３月31日） 

比較増減

(減少△) 

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）

（純資産の部）        

Ⅰ 株主資本       

 １ 資本金   30,310 8.6  30,310 8.9 － 

 ２ 資本剰余金       

 （1） 資本準備金  37,104   37,104    

 （2） その他資本剰余金  3   3    

   資本剰余金合計  37,108 10.5 37,108 10.9 0 

 ３ 利益剰余金       

 （1） 利益準備金  6,630   6,630    

 （2） その他利益剰余金       

 固定資産圧縮積立金  8,229   8,328    

      特別償却準備金  4   －    

    別途積立金  49,000   44,000    

    繰越利益剰余金  △ 1,467   6,136    

利益剰余金合計  62,397 17.7 65,096 19.0 2,699 

 ４ 自己株式  △ 7,344 △2.1 △ 8,322 △2.4 978 

株主資本合計  122,471 34.7 124,192 36.4 1,721 

Ⅱ 評価・換算差額等       

 １ その他有価証券評価 
差額金 

 
15,909 4.5 7,930 2.3 △ 7,979 

 ２ 土地再評価差額金  26,359 7.5 26,084 7.6 △ 274 

評価・換算差額等合計  42,269 12.0 34,015 9.9 △ 8,253 

純資産合計  164,740 46.7 158,207 46.3 △ 6,532 

負債純資産合計   353,016 100.0  341,623 100.0 △11,393 
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（2）損益計算書                                       

 
 

  前事業年度 当事業年度 
  （自 平成18年４月 １日 

  至 平成19年３月31日）

（自 平成19年４月 １日 

  至 平成20年３月31日） 

比較増減

(減少△)

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）

Ⅰ 売上高   243,277 100.0  241,508 100.0 △1,768

Ⅱ 売上原価   235,411 96.8  234,112 96.9 △1,299

売上総利益   7,865 3.2  7,396 3.1 △ 469

Ⅲ 販売費及び一般管理費   2,961 1.2  2,925 1.2 △ 35

営業利益   4,903 2.0  4,470 1.9 △ 433

Ⅳ 営業外収益       

１ 受取利息及び配当金  569  625   

２ その他  1,026 1,596 0.7 988 1,613 0.7 17

Ⅴ 営業外費用       

１ 支払利息  766   843   

２ その他  86 852 0.4 44 888 0.4 35

経常利益   5,648 2.3  5,195 2.2 △ 452

Ⅵ 特別利益       

１ 固定資産売却益  8   102   

２ 匿名組合分配金  －   2,972   

３ 退職給付信託設定益  －  1,464   

４ 投資有価証券売却益  260   －   

５ 投資評価引当金戻入額  40 309 0.1 22 4,561 1.9 4,252

Ⅶ 特別損失       

１ 固定資産処分損  82   262   

２ 減損損失  5,486   1,071   

３ 貸倒引当金繰入額  1,063   604   

４ 投資有価証券評価損  －  414   

 ５ 投資評価引当金繰入額  182  －   

 ６ その他 60 6,873 2.8 18 2,371 1.0 △4,502

税引前当期純損失    916 △0.4  － － －

税引前当期純利益  － －  7,386 3.1 －

法人税、住民税及び 
事業税 

2,531  3,347   

法人税等調整額 18 2,549 1.0 83 3,430 1.5 881

当期純損失   3,465 △1.4  － － －

当期純利益  － －  3,955 1.6 －
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（3）株主資本等変動計算書 

 前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）                 （単位：百万円） 

株主資本 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

平成18年３月31日残高 30,310 37,104 3 37,108 

事業年度中の変動額     

 剰余金の配当（注）     

 当期純損失     

 自己株式の取得     

 自己株式の処分   △ 0 △ 0 

 土地再評価差額金の取崩     

 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 ― ― △ 0 △ 0 

平成19年３月31日残高 30,310 37,104 3 37,108 

 

株主資本 

利益剰余金 
 

利益準備金 
その他利益  

剰余金 

利益剰余金  

合計 

自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高 6,630 60,893 67,524 △ 5,545 129,396 

事業年度中の変動額      

 剰余金の配当（注）  △ 1,854 △ 1,854  △ 1,854 

 当期純損失  △ 3,465 △ 3,465  △ 3,465 

 自己株式の取得    △ 1,799 △ 1,799 

 自己株式の処分    1 1 

 土地再評価差額金の取崩  192 192  192 

 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 ― △ 5,127 △ 5,127 △ 1,798 △ 6,925 

平成19年３月31日残高 6,630 55,766 62,397 △ 7,344 122,471 

 

評価・換算差額等 

 その他有価証券 

評価差額金 
土地再評価差額金 

評価・換算差額等 

合計 

純資産合計 

平成18年３月31日残高 15,930 26,552 42,482 171,879 

事業年度中の変動額     

 剰余金の配当（注）    △ 1,854 

 当期純損失    △ 3,465 

 自己株式の取得    △ 1,799 

 自己株式の処分    1 

 土地再評価差額金の取崩    192 

 株主資本以外の項目の事

業年度中の変動額（純額） 
△ 20 △ 192 △ 213 △ 213 

事業年度中の変動額合計 △ 20 △ 192 △ 213 △ 7,138 

平成19年３月31日残高 15,909 26,359 42,269 164,740 
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（注）その他利益剰余金の内訳                                 （単位：百万円） 

 
固定資産圧縮

積立金 

特別償却 

準備金 
別途積立金 

繰越利益 

剰余金 
合計 

平成18年３月31日残高 8,233 25 59,700 △ 7,066 60,893 

事業年度中の変動額      

 剰余金の配当（注）    △ 1,854 △ 1,854 

 当期純損失    △ 3,465 △ 3,465 

 固定資産圧縮積立金の積立（注） 126   △ 126  

 固定資産圧縮積立金の取崩（注） △ 131   131  

 特別償却準備金の取崩（注）  △ 20  20  

 別途積立金の取崩   △ 10,700 10,700  

 土地再評価差額金の取崩    192 192 

事業年度中の変動額合計 △ 4 △ 20 △ 10,700 5,598 △ 5,127 

平成19年３月31日残高 8,229 4 49,000 △ 1,467 55,766 

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分金額は、以下のとおりであります。 

１ 剰余金の配当         △930百万円 

２ 固定資産圧縮積立金の積立    99百万円 

３ 固定資産圧縮積立金の取崩  △ 67百万円 

４ 特別償却準備金の取崩    △ 10百万円 

 

 

 

 当事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）                 （単位：百万円） 

株主資本 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

平成19年３月31日残高 30,310 37,104 3 37,108 

事業年度中の変動額     

 剰余金の配当     

 当期純利益     

 自己株式の取得     

 自己株式の処分    0 0 

 土地再評価差額金の取崩     

 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 ― ―  0 0 

平成20年３月31日残高 30,310 37,104 3 37,108 
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株主資本 

利益剰余金 
 

利益準備金 
その他利益  

剰余金 

利益剰余金  

合計 

自己株式 株主資本合計 

平成19年３月31日残高 6,630 55,766 62,397 △ 7,344 122,471 

事業年度中の変動額      

 剰余金の配当  △ 1,833 △ 1,833  △ 1,833 

 当期純利益  3,955 3,955  3,955 

 自己株式の取得    △ 979 △ 979 

 自己株式の処分    1 1 

 土地再評価差額金の取崩  577 577  577 

 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 ― 2,699 2,699 △ 978 1,721 

平成20年３月31日残高 6,630 58,465 65,096 △ 8,322 124,192 

 

評価・換算差額等 

 その他有価証券 

評価差額金 
土地再評価差額金 

評価・換算差額等 

合計 

純資産合計 

平成19年３月31日残高 15,909 26,359 42,269 164,740 

事業年度中の変動額     

 剰余金の配当    △ 1,833 

 当期純利益    3,955 

 自己株式の取得    △ 979 

 自己株式の処分    1 

 土地再評価差額金の取崩    577 

 株主資本以外の項目の事

業年度中の変動額（純額） 
△ 7,979 △ 274 △ 8,253 △ 8,253 

事業年度中の変動額合計 △ 7,979 △ 274 △ 8,253 △ 6,532 

平成20年３月31日残高 7,930 26,084 34,015 158,207 

（注）その他利益剰余金の内訳                                 （単位：百万円） 

 
固定資産圧縮

積立金 

特別償却 

準備金 
別途積立金 

繰越利益 

剰余金 
合計 

平成19年３月31日残高 8,229 4 49,000 △ 1,467 55,766 

事業年度中の変動額      

 剰余金の配当    △ 1,833 △ 1,833 

 当期純利益    3,955 3,955 

 固定資産圧縮積立金の積立 160   △ 160  

 固定資産圧縮積立金の取崩 △ 60   60  

 特別償却準備金の取崩  △ 4  4  

 別途積立金の取崩   △ 5,000 5,000  

 土地再評価差額金の取崩    577 577 

事業年度中の変動額合計 99 △ 4 △ 5,000 7,604 2,699 

平成20年３月31日残高 8,328 － 44,000 6,136 58,465 
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役 員 の 異 動 
 
 
（1） 代表者の異動 

該当事項はありません。  
 

（2） その他の役員の異動（平成20年６月27日付予定） 
 退任予定取締役  

現 常務取締役      金光 輝明 
 


