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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 6,640 ― 62 ― 3 ― △641 ―

20年3月期第1四半期 8,435 ― △278 ― △445 ― △629 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 △7.29 ―

20年3月期第1四半期 △10.95 ―

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

21年3月期第1四半期 9,436 149 1.4 △1.30

20年3月期 11,293 786 6.9 5.99

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  135百万円 20年3月期  777百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― ― 0.00

21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― ― 0.00

3.  平成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） 

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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 13,889 ― 245 ― 87 ― 39 ― 0.48

通期 28,561 △2.9 642 427.3 406 ― 226 ― 2.80

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

[（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４.その他をご覧ください。]  

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

[（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４.その他をご覧ください。]  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 当第１四半期連結会計期間より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適
用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
 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。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  88,039,014株 20年3月期  88,039,014株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  61,986株 20年3月期  61,986株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  87,977,028株 20年3月期第1四半期  57,520,573株
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【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報
当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、長期化するサブプライムローン問題を背景とする米国

経済の減速懸念や金融資本市場の混乱、原油・穀物等の価格高騰の影響を受け、景気の下振れリスクが高ま

り先行き不透明感が強まる状況となっております。

このような経済情勢の中、当社グループにおきましては昨年度不採算であった積み合わせ事業からの撤退

をほぼ完了させ、事業構造の改革を実施いたしました。その効果が昨年度下半期以降表れてきております。

今後も当社グループのコア事業である専属型軽貨物運送事業へ資源を集中し、一層の企業価値の向上のため、

継続的に事業構造改革を進めてまいります。

当第１四半期連結累計期間の連結業績は、売上高6,640,395千円、売上総利益1,565,290千円、営業利益

62,743千円、経常利益3,488千円、四半期純損失641,386千円となっております。

当社および連結グループの事業別セグメントの業績は次のとおりであります。

運送事業におきましては、前連結会計年度において不採算な取引先の見直し及び撤退などを行なった影響

により、売上高は6,272,986千円となりました。

　開発事業におきましては、新規転リース用車輌販売台数が前年対比減少したことなどにより、売上高は

367,409千円となりました。

　当社グループでは、継続的な事業の成長を行うための施策、荷主企業、オーナー・オペレーターの担当制

度の導入、オーナー・オペレーターの教育制度の導入などを行っており、コア事業である専属型軽貨物運送

事業の成長に資源を集中しております。また、昨年来、転リース用車輌の余剰分を削減し、新規転リース用

車輌販売台数を抑制しております。

2. 連結財政状態に関する定性的情報
＜資産＞
当第１四半期連結会計期間の総資産は、流動資産5,985,566千円（前連結会計年度末比1,353,565千円減）、

固定資産3,450,560千円（前連結会計年度末比503,643千円減）、総資産においては9,436,127千円（前連結会

計年度末比1,857,208千円減）となりました。その主な要因は、前連結会計年度末と比べ、現金及び預金が

672,220千円、受取手形及び売掛金が135,080千円、リース投資資産が352,458千円それぞれ減少したことなど

であります。

＜負債及び純資産＞
当第１四半期連結会計期間の負債総額は、流動負債5,991,956千円（前連結会計年度末比893,199千円減）、

固定負債3,295,166千円（前連結会計年度末比326,562千円減）、負債総額においては、9,287,122千円（前連

結会計年度末比1,219,762千円減）となりました。その主な要因は、前連結会計年度末と比べ、短期借入金及

び長期借入金が611,277千円、リース債務が352,965千円、リース前受収益が139,330千円それぞれ減少したこ

となどであります。

当第１四半期連結会計期間の純資産合計は、149,004千円（前連結会計年度末比637,446千円減）となりま
した。

＜キャッシュ・フロー＞

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当当第１四半期連結会計期間において税金等調整前四半期純損失627,723千円を計上しておりますが、

当第１四半期連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、不採算取引等の解消をはじめとす

る収益構造改革の成果が表れ始め、売上債権の416,419千円減少、仕入債務の51,831千円減少などにより

△40,150千円となりました

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四半期連結会計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻しなどにより

56,838千円となりました。
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（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四半期連結会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済などにより△

611,824千円となりました。

その結果、当第１四半期連結会計期間の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ△595,136千

円減少の331,450千円となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
平成21年３月期の業績予想につきましては、平成20年５月20日に開示しました当期業績予想に対し、第２

四半期連結累計期間及び通期の業績予想に変更はありません。

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)

該当事項はありません。

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
（固定資産の減価償却費の算定方法）

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方

法によっております。

(3) 四半期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
当第１四半期連結会計期間より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半

期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四

半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７

月５日）を適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に

変更しています。

　なお、これによる当第１四半期連結会計期間の損益に与える影響はありません。

(4)追加情報

当社は、平成11年３月期から平成19年３月期までの貨物軽自動車の販売に係る債権の回収可能性等の見

直しを行っており、過年度財務諸表について訂正を行うことを決定いたしました。

　この見直しを行う過程で平成20年３月末の連結貸借対照表の再検証を行った結果、次のとおり当第１四

半期連結会計期間において、貸倒引当金の計上及び債権の消却を行うこととしました。オーナー・オペレ

ーターに対する債権について貸倒引当金252,660千円を追加計上いたしました。解約されたリース契約に関

わる未収リース料312,034千円を消却いたします。

　当第１四半期連結会計期間においては、過年度に係る訂正事項を反映させて四半期連結財務諸表を作成

しておりますが、過年度の連結財務諸表については訂正が未了のため、前連結会計年度末に係る要約連結

貸借対照表は、当初提出時の数値に基づき記載しております。
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5. 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第1四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 554,366 1,226,586

受取手形及び売掛金 1,224,321 1,359,401

割賦売掛金 658,566 714,372

商品 36,284 75,313

貯蔵品 1,332 1,164

リース投資資産 2,984,150 3,336,609

未収入金 497,051 570,114

その他 151,178 151,706

貸倒引当金 △121,685 △96,136

流動資産合計 5,985,566 7,339,131

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 763,289 761,789

減価償却累計額 △450,684 △445,518

建物及び構築物（純額） 312,604 316,270

機械装置及び運搬具 363,288 397,271

減価償却累計額 △314,339 △339,621

機械装置及び運搬具（純額） 48,949 57,649

土地 635,832 635,832

その他 528,244 523,218

減価償却累計額 △430,883 △425,020

その他（純額） 97,360 98,198

有形固定資産合計 1,094,747 1,107,952

無形固定資産

のれん 71,613 78,123

その他 172,033 155,022

無形固定資産合計 243,646 233,146

投資その他の資産

長期未収入金 1,352,402 1,762,132

破産更生債権等 2,340,647 2,299,128

差入保証金 948,045 997,403

その他 216,701 220,893

貸倒引当金 △2,745,629 △2,666,452

投資その他の資産合計 2,112,166 2,613,105

固定資産 3,450,560 3,954,203

資産合計 9,436,127 11,293,335
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（単位：千円）

当第1四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 198,321 225,486

短期借入金 296,520 854,393

1年内償還予定の社債 502,900 502,900

1年内返済予定の長期借入金 869,125 1,036,729

リース債務 1,538,738 1,612,692

営業未払金 1,653,908 1,678,574

未払法人税等 104,697 101,567

預り金 128,074 132,590

賞与引当金 5,398 5,398

割賦利益繰延 175,737 206,237

その他 518,534 528,585

流動負債合計 5,991,956 6,885,156

固定負債

社債 114,750 114,750

長期借入金 276,700 162,500

退職給付引当金 54,980 62,746

債務保証損失引当金 204,019 217,673

リース債務 1,457,183 1,736,194

リース前受収益 1,173,583 1,312,913

その他 13,950 14,950

固定負債合計 3,295,166 3,621,728

負債合計 9,287,122 10,506,884

純資産の部

株主資本

資本金 3,901,538 3,901,538

資本剰余金 2,860,462 2,860,462

利益剰余金 △6,485,874 △5,844,487

自己株式 △140,257 △140,257

株主資本合計 135,869 777,255

新株予約権 13,135 9,194

純資産合計 149,004 786,450

負債純資産合計 9,436,127 11,293,335
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(2) 【四半期連結損益計算書】

（単位：千円）

当第1四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６月30日)

売上高 6,640,395

売上原価 5,075,105

売上総利益 1,565,290

販売費及び一般管理費 1,502,546

営業利益 62,743

営業外収益

受取利息 1,340

受取手数料 8,917

その他 48,435

営業外収益合計 58,693

営業外費用

支払利息 13,838

支払手数料 78,234

その他 25,875

営業外費用合計 117,948

経常利益 3,488

特別利益

固定資産売却益 8,393

その他 8,415

特別利益合計 16,809

特別損失

固定資産除却損 487

固定資産売却損 3,002

貸倒引当金繰入額 282,147

商品処分損 20,641

債権消却損 312,034

その他 29,708

特別損失合計 648,021

税金等調整前四半期純損失（△） △627,723

法人税、住民税及び事業税 13,663

四半期純損失（△） △641,386
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △627,723

減価償却費 23,316

のれん償却額 6,510

貸倒引当金の増減額（△は減少） 104,725

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） △13,654

退職給付引当金の増減額（△は減少） △7,766

受取利息及び受取配当金 △1,455

支払利息 13,838

売上債権の増減額（△は増加） 416,419

割賦売掛金の増減額（△は増加） 55,806

たな卸資産の増減額（△は増加） 38,860

長期未収入金の増減額（△は増加） 409,730

破産更生債権等の増減額（△は増加） △41,518

仕入債務の増減額（△は減少） △51,831

未払消費税等の増減額（△は減少） 48,185

その他の資産・負債の増減額 △400,382

その他 △964

小計 △27,904

利息及び配当金の受取額 2,258

利息の支払額 △11,459

法人税等の支払額 △3,045

営業活動によるキャッシュ・フロー △40,150

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 77,083

有形固定資産の取得による支出 △9,898

有形固定資産の売却による収入 8,960

貸付金の回収による収入 86

その他 △19,392

投資活動によるキャッシュ・フロー 56,838

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △557,873

長期借入れによる収入 255,000

長期借入金の返済による支出 △308,403

配当金の支払額 △40

その他 △507

財務活動によるキャッシュ・フロー △611,824

現金及び現金同等物に係る換算差額 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △595,136

現金及び現金同等物の期首残高 926,586

現金及び現金同等物の四半期末残高 331,450
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸

表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

(4) 継続企業の前提に関する注記

当社グループは、前連結会計年度より、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しております。
財務制限条項、借入人の確約条項の抵触により、487,500千円については、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、346,020千円については、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20年６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 275,000千円

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 212,500千円

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 296,520千円

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 49,500千円

833,520千円

こうした状況から、当社グループには当第1四半期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５月29日策定の中期経営計画「ＴＲＵＳＴＥＸ２０１０」に基づ

き、専属型軽貨物運送事業を柱とした物流アウトソーシング企業への回帰を進めており、当社グループの
コア事業である専属型軽貨物運送事業への資源の集中をすすめ、荷主企業、オーナー・オペレーター、当
社グループの共存共栄関係、ＷＩＮ－ＷＩＮ－ＷＩＮの関係構築をはかり、長期的な事業の発展を目指す
体制の構築を行っております。
　また、上記のとおり財務制限条項に抵触している契約が存在しているため、新たな資金調達の困難性の
懸念が存在しておりましたが、当社筆頭株主であるＣＬＳＡサンライズ・キャピタルＬＰより劣後債によ
る20億円の資金調達が平成20年7月29日に完了しております。
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。
四半期連結財務諸表は、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四半期

連結財務諸表には反映しておりません。
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(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

運送事業
(千円)

開発事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結
(千円)

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 6,272,986 367,409 6,640,395 ― 6,640,395

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 6,272,986 367,409 6,640,395 ― 6,640,395

営業利益又は
営業損失（△）

561,339 △286,617 274,721 (211,978) 62,743

(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、当社仕様の貨物軽自動車用架装ボディの販売及びリースに関連する事業

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

運送事業
(貨物運送受託業務)

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

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、保管附帯収入、経営届申請費
用及び売上保証分担金等

開発事業
(委託事業主開発業務等)

商品売上高
委託事業主(オーナー・オペレーター)及びリース
会社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

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

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。
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「参考」

　前四半期に係る連結財務諸表等

　(1)（要約）四半期連結損益計算書

　 科 目

前年同四半期連結累計期間

（自 平成19年４月１日

至 平成19年６月30日）

金額（千円）

Ⅰ 売上高 8,435,878

Ⅱ 売上原価 6,956,448

　 売上総利益 1,479,430

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,757,850

　営業利益又は営業損失(△) △278,420

Ⅳ 営業外収益 61,747

　１ 受取手数料 3,094

　２ 損害金収入 6,014

　３ その他 52,638

Ⅴ 営業外費用 229,296

　１ 支払利息 34,964

　２ 支払手数料 114,742

　３ その他 79,590

　経常利益又は経常損失(△) △445,969

Ⅵ 特別利益 72,013

　１ 固定資産売却益 5,570

　２ その他 66,443

Ⅶ 特別損失 201,147

　１ 固定資産売却損 1,293

　２ 固定資産除却損 801

　３ その他 199,052

　税金等調整前四半期純損失(△) △575,103

　 法人税、住民税及び事業税 49,929

　 少数株主利益 4,853

　四半期純損失(△) △629,886
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　(2) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

科 目

前年同四半期連結累計期間

（自 平成19年４月１日

至 平成19年６月30日）

金額（千円）

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損失（△） △575,103

　２ 減価償却費 57,226

　３ のれんの償却額 11,272

　４ 貸倒引当金の増減額(減少：△) △77,201

　５ 債務保証損失引当金の増減額(減少：△) △66,322

　６ 退職給付引当金の増減額(減少：△) △2,546

　７ 役員退職慰労引当金の増減額(減少：△) △345,107

　８ 受取利息及び受取配当金 △7,704

　９ 支払利息 34,964

　10 売上債権の増減額(増加：△) △330,191

　11 割賦債権の増減額(増加：△) 178,473

　12 たな卸資産の増減額(増加：△) △49,334

　13 長期未収入金の増減額(増加：△) △224,770

　14 破産更生債権等の増減額(増加：△) 54,210

　15 劣後信託受益権の増減額(増加：△) △3,478

　16 仕入債務の増減額(減少：△) 153,439

　17 未払消費税等の増減額(減少：△) 27,169

　18 その他資産・負債の増減額 △950,436

　19 その他 35,740

　 小計 △2,079,701

　20 利息及び配当金の受取額 9,085

　21 利息の支払額 △31,797

　22 法人税等の支払額 △49,929

　 営業活動によるキャッシュ・フロー △2,152,342

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 △24,300

　２ 有形固定資産の取得による支出 △89,311

　３ 有形固定資産の売却による収入 12,877

　４ 貸付けによる支出 △479

　５ 貸付金の回収による収入 297

　６ その他 1,855

　 投資活動によるキャッシュ・フロー △99,060

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 △278,885

　２ 長期借入金の返済による支出 △537,823

　３ 社債の償還による支出 △150,000

　４ 株式の発行による収入 5,162,785

　５ 自己株式の取得による支出 △1

　６ 配当金の支払額 △36

　 財務活動によるキャッシュ・フロー 4,196,038

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額(減少：△) 1,944,634

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 1,523,860

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 3,468,495
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　(3) 事業の種類別セグメント情報

前第１四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日)

運送事業
(千円)

開発事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結
(千円)

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 7,844,355 591,523 8,435,878 ― 8,435,878

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― 204 204 (204) ―

計 7,844,355 591,728 8,436,083 (204) 8,435,878

営業利益又は
営業損失（△）

663,702 △573,556 90,146 (368,566) △278,420

(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

運送事業
(貨物運送受託業務)

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

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、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

開発事業
(委託事業主開発業務等)

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

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
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