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((((訂正訂正訂正訂正))))    平成平成平成平成 19191919 年年年年 3333 月期月期月期月期中間中間中間中間決算短信決算短信決算短信決算短信のののの訂正訂正訂正訂正についてについてについてについて    

 

 平成 20（2008）年 12 月 10 日付「過年度決算に係る訂正報告書等の提出の延期につい

て」にてお知らせいたしましたとおり、本日、平成 19（2007）年 1 月 16 日発表の平成 19

年 3 月期の中間決算短信を訂正いたしましたので、ご報告いたします。霞が関監査法人に

よる監査が終了した結果、平成 20（2008）年 11 月 20 日付「不適切な会計処理に関する特

別調査委員会の最終報告について」にてご報告しておりました数値の一部が訂正されてお

ります。 

 なお、訂正箇所につきましては、訂正前と訂正後をそれぞれ添付し、訂正箇所には＿

（アンダーライン）を付して表示しております。 

 

 

以 上 
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平成 19 年 3 月期  中間決算短信（連結）      平成 19 年 1 月 16 日 

上 場 会 社 名         軽 貨 急 配 株 式 会 社                                   上 場 取 引 所         大証第二部 

コ ー ド 番 号         9374                                                 本社所在都道府県   大阪府 

（ＵＲＬ http://www.keikaexp.co.jp/） 

代 表 者         役職名 代表取締役社長         氏 名    西原  賢 

問合せ先責任者         役職名 専 務 取 締 役           氏 名 谷 中  譲      TEL（06）6907－5770（代表） 

決算取締役会開催日 平成 18 年 11 月 24 日 

米国会計基準採用の有無 無 
1．18 年 9 月中間期の連結業績（平成 18 年 4月 1日～平成 18 年 9月 30 日） 
（1）連結経営成績          （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 
18 年 9 月中間期 22,198 （   16.3） 351 （ △70.5） 319 （ △70.5） 
17 年 9 月中間期 19,089 （  △3.8） 1,192 （  390.7） 1,083 （  677.2） 
18 年 3 月 期 39,995 （   2.1） 2,347 （  128.3） 1,885 （  187.2） 

 
 

中間(当期)純利益又は中間純損失(△) １株当たり中間(当期)純利益又は中間純損失(△) 
潜 在 株 式 調 整 後 

1 株当たり中間（当期）純利益 

 百万円   ％ 円  銭 円  銭 
18 年 9 月中間期 △12,029 （   －  ） △145  10   －  － 
17 年 9 月中間期 578 （   －  ） 9  36   8  13 

18 年 3 月 期 1,314 （   －  ） 19  01 16  41 

 

（注）1.持分法投資損益 18 年 9 月中間期 －百万円   17 年 9 月中間期 －百万円   18 年 3 月期 －百万円 
2.期中平均株式数(連結) 18 年 9 月中間期  82,905,599 株  17 年 9 月中間期 61,796,724 株  18 年 3 月期 67,577,553 株 
3.会計処理の方法の変更   有（会計基準の変更に伴う会計処理の変更） 
4.18 年 9 月中間期の潜在株式調整後 1 株当たり中間純利益については、1 株当たり中間純損失であるため記載しており
ません。 

5.売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 
（2）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 
18 年 9 月中間期 24,764 1,586 6.3 △12  84 
17 年 9 月中間期 24,138 7,697 31.9 107  15 
18 年 3 月 期 28,293 9,052 32.0 118  28 

（注）1.期末発行済株式数(連結) 18 年 9 月中間期 111,638,020 株 17 年 9 月中間期 71,840,930 株 18 年 3 月期 76,283,820 株 
2.17 年 9 月中間期及び 18 年 3 月期の純資産､自己資本比率､1 株当たり純資産欄には､従来の株主資本、株主資本比率、1
株当たり株主資本を記載しております。 

（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 
18 年 9 月中間期 △1,848 △433 567 3,796 
17 年 9 月中間期 427 △52 △2,099 2,067 
18 年 3 月 期 937 171 533 5,434 

（4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項 
     連結子会社数  9 社  持分法適用非連結子会社数  －社  持分法適用関連会社数  －社 
（5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結（新規）   6 社（除外）  －社  持分法（新規）  －社（除外）  －社 
2．19 年 3 月期の連結業績予想（平成 18 年 4月 1日～平成 19 年 3月 31 日） 

 
売 上 高 経 常 利 益 当 期 純 利 益 

 百万円 百万円 百万円 

通 期       45,649 1,591 △11,258 

（参考）1 株当たり予想当期純利益（連結）  △55 円 72 銭   
 

（注）上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資

料発表日現在における仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果とな

る可能性があります。 

訂正前訂正前訂正前訂正前    
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1.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㈱、及び軽貨急配事業協同組合の子会社 9 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

しております。 

 なお、軽貨エクスプレス㈱は、平成 18 年 5 月 12 日、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、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。 

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㈱、及び軽貨急配事業協同組合は、連結子会

社であります。 

  
 

  当社グループの事業の内容は次のとおりであります。 
 

運送事業運送事業運送事業運送事業（（（（貨物運送受託業務貨物運送受託業務貨物運送受託業務貨物運送受託業務））））    

 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、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、適切でより安価な物流業者に委託して業務を遂行いたしております。委

託先の構成と致しましては、「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”」に加えて、「車輌を所有

せず、作業や運行管理を請負う個人事業主の“コントラクト・スタッフ”」、また、「子会社やアライアンス先で編成され

る、法人として業務を請負う“サブ・コントラクター”」と業務委託ネットワークを拡充し、卸売業・製造業・小売業等、

幅広い業種の荷主企業に、機動的なコントラクト・ロジスティクスを実現し、ご支持を得ております。 

 

開発事業開発事業開発事業開発事業（（（（委託事業主開発業務等委託事業主開発業務等委託事業主開発業務等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販売しております。 

なお、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、取組額に応じて、当社は信

販会社より一定の手数料（加盟店手数料）を収受しております。 

また、当社グループにおきましても、割賦販売業及びリース業を行っております。 

 

 

添添添添    付付付付    資資資資    料料料料    
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前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㈱ 

プラスパサービス㈱ 

軽貨急配マーケットサービス㈱ 

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 

軽貨ファイナンス・リース㈱ 

直方ショッピングサービス㈱ 

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。 
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2.経営方針 
 

（1） 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、「総合物流アウトソーサー」として、荷主に革新の物流システムを提供・構築・運営する「コントラク

ト・ロジスティクス・カンパニー」を目指してまいります。 
 

（2） 利益配分に関する基本方針 

当社の利益配分に関する基本方針は、経営環境や連結業績さらに財務体質の強化にも十分配慮しながら、安定配

当を維持していくことを基本としております。 

なお、当期の配当金につきましては、無配であります。 
 

（3） 投資単位の引き下げに関する考え方および方針等 

当社は、投資家層の拡大、株式の流動性向上が資本政策上の重要課題と認識し、より多くの投資家の方々に投資

して頂き易い環境とするため、投資単位を 100 株としております。 
 

（4） 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。成長分野の育成、事業の再構築、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。 
 

（5）中長期的な経営戦略 

「フォワーディング事業」、「ロジスティクス事業」を運送事業の柱に、グループ一丸となり、運送事業の拡大を

推し進めてまいります。 

フォワーディング事業では、中・長距離の定期便、突発的なチャーター輸送、冷凍・冷蔵車、重量物運搬に必要

な特殊車輌での輸送など、荷主に最適な輸送手段の手配を行い、荷主企業のニーズに対応できる、オーナー・オペ

レーター14,207 件、サブ・コントラクター654 社、コントラクト・スタッフ 5,119 件を擁した物流ネットワークを

形成しております。物流ネットワークの拡大のため、Ｍ＆Ａやアライアンスを引き続き積極的に取り組んでまいり

ます。 

また、ロジスティクス事業では、物流システムに係る「保管」・「輸送」・「在庫管理」・「荷役」・「情報サービス」

などを統合し、トータル的にサポートする事業を展開してまいります。 

また、多様化する物流ニーズに柔軟に対応するため「金融サービス」も展開し、物流・金流を網羅し、貨物運送

業界全体のマーケット攻略を行ってまいります。 

 

（6）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た体制を整え、開発事業の再編を図っていく所

存であります。「長期未収債権ゼロ計画」のもと、平成 18 年 11 月 1 日より、開発事業における当社保証のオート・

ローンの取組みを一切停止し、オート・リース主導のオーナー・オペレーター開発を行ってまいります。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。 
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3．経営成績及び財政状態 

 (1) 経営成績 

①当中間期(18 年 9 月中間期の概要) 

 当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格の動向や金利上昇懸念などの不安定な要素はあるものの、企業収

益が堅調に推移し、雇用状況の改善により個人消費が持ち直すなど、景気は回復基調で推移しております。 

トラック運送業界におきましても、製造業の景気回復基調が鮮明になったことを受け荷動きは改善してきたものの、依

然高騰基調にある燃料価格のコスト増や改正道路交通法への対応などがマイナス材料となっており、業界の景況感は厳し

さが続いております。 

このような状況の下、「事業構造改革」を推進し、「フォワーディング事業」、「ロジスティクス事業」を柱に、運送事業

に経営資源を集中した成長拡大に拍車をかけております。 

これらの結果、運送事業（貨物運送受託業務）の売上高は 18,528 百万円（前年同期比 24.5％増）となりましたが、開

発事業（委託事業主開発業務等）の売上高は 3,670 百万円（前年同期比 12.8％減）となり、全体の売上高は 22,198 百万

円（前年同期比 16.3％増）となりました。 

利益面におきましては、開発事業の一層の与信強化に加え、子会社の軽貨急配マーケットサービス㈱の営業損失等に

より、営業利益は 351 百万円（前年同期比 70.5％減）、経常利益は 319 百万円（前年同期比 70.5％減）、長期未収債権の

譲渡による特別損失の計上、残存する長期未収債権の引当金の追加計上、信販会社の保有する割賦債権残高に対する債務

保証損失引当金の計上及び当中間連結会計期間に取得した子会社 2 社の業績低迷によるのれんの一括償却等により、中

間純損失は 12,029 百万円（前年同期 578 百万円の利益）となりました。 

 

セグメント別業績 

（運 送 事 業       ） 

 運送事業の売上高は 18,528 百万円（前年同期比 24.5％増）となりました。また、同事業の売上総利益は 3,625 百万円

（前年同期比 24.0％増）と順調に推移いたしました。しかしながら、子会社の軽貨急配マーケットサービス㈱の営業損

失等により、同事業の営業利益は 1,207 百万円（前年同期比 15.0％減）となりました。 

当社の収益の柱となる運送事業では、下期、フォワーディング事業の一層の強化及び子会社での不採算取引の解消等に

より、一層の営業利益アップを図ります。 

なお、当中間連結会計期間における各委託先の契約件数は、オーナー・オペレーターが 14,207 件（前連結会計年度末

13,884 件）、サブ・コントラクターが 654 社（前連結会計年度末 424 社）、コントラクト・スタッフが 5,119 件（前連結

会計年度末 4,548 件）となっております。 

 

（開 発 事 業       ） 

 長期未収債権の発生抑制のために、引き続き、オーナー・オペレーターの審査強化を図ると共に、オート・リースを推

進してまいりました。この結果、同事業の売上高は 3,670 百万円（前年同期比 12.8％減）となりました。また、これに

伴い、同事業の売上総利益は 1,700 百万円（前年同期比 34.9％減）、営業利益は 173 百万円（前年同期比 72.6％減）とな

りました。 

 

②次期の見通し 

従来のオート・ローン主体から、オート・リース主体にオーナー・オペレーターの開発をシフトすることにより、長期

未収債権問題は解決し、安定的な財務基盤を確保出来る体制づくりが整いました。今期中に事業構造改革を完了させ、「総

合物流アウトソーサー」として、さらなる拡大を図ります。 
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（2）財政状態 

 

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末よりも 1,637 百万円減少し 3,796

百万円となっております。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 税金等調整前中間純利益は、長期未収債権等の譲渡による特別損失の計上等により前中間連結会計期間と比して

11,462 百万円減少し、10,383 百万円の中間純損失となりました。また、前連結会計年度に実施いたしました長期未収

債権の流動化による優先受益権の償還 814 百万円、連結子会社軽貨ファイナンス・リースのファクタリング事業の展

開による営業債権の増加及び当中間期に新たに買収した連結子会社の赤字等により、当中間連結会計期間における営

業活動によるキャッシュ・フローは前年同期に比べ 2,276 百万円減少し、△1,848 百万円になりました。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間連結会計期間において、投資活動によるキャッシュ・フローは前年同期に比べ 381 百万円減少し、△433 百

万円となりました。これは、投資有価証券の取得及び連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得によるものであります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間連結会計期間において、財務活動によるキャッシュ・フローは前年同期に比べ 2,666 百万円増加し 567 百万

円となりました。これは、種類株式及び転換社債型新株予約権付社債の発行 5,141 百万円がありましたが、第 2 回無

担保転換社債型新株予約権付社債の繰上償還等による社債の償還による支出 4,371 百万円等によるものであります。 

 

 （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 16 年 9 月期中 平成 17 年 3 月期 平成 17 年 9 月期中 平成 18 年 3 月期 平成 18 年 9 月期中 

自 己 資 本 比 率 （％） 23.8 28.7 31.9 32.0 6.3 

時価ベースの自己資本比率 （％） 22.5 31.2 54.2 51.5 23.4 

債 務 償 還 年 数 （年） － － 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(中間期については年換算(×2)した額） 

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  
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 16 年 9 月期中、平成 17 年 3 月期及び平成 18 年 9 月期中において、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。 

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。 
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（3）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。 

 

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、当中間連結会計年度末の保証債務残高は 858 百万円（前連結会計年度 865 百万円）で

あります。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。 

当中間連結会計期間において上記の債権の一部を平成 18 年 12 月にサービサー会社に譲渡する予定であります｡ 

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、保証リスクを廃除するため、今後、当社保証のオート・ローンの取組みを一切停止いたします

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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４ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【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17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

(資産の部)           

Ⅰ 流動資産           

現金及び預金 ※２  3,636   4,755   6,641  

受取手形及び売掛金   2,710   4,079   3,242  

割賦売掛金   3,474   273   3,392  

譲渡対象債権   ―   6,789   ―  

たな卸資産   147   52   61  

繰延税金資産   146   1,375   87  

その他   1,567   909   1,549  

貸倒引当金   △130   △995   △215  

流動資産合計   11,552 47.9  17,240 69.6  14,759 52.2 

Ⅱ 固定資産           

有形固定資産 ※１          

建物及び構築物 ※２ 342   458   330   

機械装置 
及び運搬具  145   293   118   

土地 ※２ 623   645   623   

その他  118 1,229  155 1,553  113 1,184  

無形固定資産  133 133  415 415  135 135  

投資その他の資産           

長期未収入金  3,328   984   2,840   

破産・更生債権 
その他これらに 
準ずる債権 

 3,512   3,846   1,487   

繰延税金資産  2,813   6   2,850   

差入保証金 ※２ 1,262   1,497   1,253   

劣後信託受益権  3,332   2,344   4,723   

その他 ※２ 924   1,380   907   

貸倒引当金  △3,950 11,222  △4,504 5,555  △1,849 12,213  

固定資産合計   12,586 52.1  7,524 30.4  13,534 47.8 

資産合計   24,138 100.0  24,764 100.0  28,293 100.0 
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前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

(負債の部)           

Ⅰ 流動負債           

支払手形及び買掛金   283   855   461  

短期借入金 ※２  3,126   3,702   1,550  

一年以内償還予定の 
社債   640   693   793  

一年以内返済予定の 
長期借入金 

※２  2,960   2,967   2,813  

委託事業主等 
未払金 

  1,910   1,832   2,194  

未払法人税等   57   85   125  

賞与引当金   110   ―   119  

割賦前受利息   1,076   853   1,270  

債権譲渡損失引当金   ―   5,979   ―  

その他   891   1,347   929  

流動負債合計   11,057 45.8  18,318 74.0  10,258 36.3 

Ⅱ 固定負債           

社債   1,075   934   5,356  

長期借入金 ※２  3,839   2,495   3,163  

退職給付引当金   92   100   72  

役員退職慰労引当金   349   345   
 

367 
 

債務保証損失引当金   ― ―  848  ― ―  

その他   26   136   23  

固定負債合計   5,382 22.3  4,859 19.6  8,982 31.7 

負債合計   16,440 68.1  23,178 93.6  19,240 68.0 

           

(少数株主持分)           

少数株主持分   ― ―  ― ―  ― ― 

           

(資本の部)           

Ⅰ 資本金   3,763 15.6  ― ―  4,165 14.7 

Ⅱ 資本剰余金   3,687 15.3  ― ―  4,086 14.5 

Ⅲ 利益剰余金   386 1.6  ― ―  943 3.3 

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  ― ―  ― ―  △1 △0.0 

Ⅴ 自己株式   △140 △0.6  ― ―  △140 △0.5 

資本合計   7,697 31.9  ― ―  9,052 32.0 

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

  24,138 100.0  ― ―  28,293 100.0 
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前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

(純資産の部)           

Ⅰ 株主資本           

資本金   ―   6,815 27.5  ―  

資本剰余金   ―   6,735 27.2  ―  

利益剰余金   ―   △11,842 △47.8  ―  

自己株式   ―   △140 △0.6  ―  

株主資本合計   ―   1,568 6.3  ―  

Ⅱ 評価・換算差額等           

その他有価証券 
評価差額金 

  ―   △1 △0.0  ―  

繰延ヘッジ損益   ―   ― ―  ―  

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   ―   △1 △0.0  ―  

Ⅲ 新株予約権   ―   ― ―  ―  

Ⅳ 少数株主持分   ―   19 0.1  ―  

純資産合計   ―   1,586 6.4  ―  

負債及び純資産合計   ― ―  24,764 100.0  ― ― 
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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17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

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) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
百分比 
(％) 

金額(百万円) 
百分比 
(％) 

金額(百万円) 
百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高   19,089 100.0  22,198 100.0  39,995 100.0 

Ⅱ 売上原価   13,553 71.0  16,872 76.0  28,506 71.3 

売上総利益   5,536 29.0  5,326 24.0  11,489 28.7 

Ⅲ 販売費及び一般管理費           
広告宣伝費  753   838   1,659   
貸倒引当金繰入額  268   271   442   
退職給付引当金繰入額  64   34   66   
報酬・給与・手当  1,540   1,827   3,369   
賞与引当金繰入額  99   ―   108   
福利厚生費  180   260   395   
旅費交通費  163   200   339   
賃借料  471   486   932   
減価償却費  51   60   109   

のれんの償却額  ―   114   ―   

その他  751 4,343 22.8 881 4,974 22.4 1,718 9,141 22.8 

営業利益   1,192 6.2  351 1.6  2,347 5.9 

Ⅳ 営業外収益           
受取手数料  36   20   75   
損害金収入  30   6   95   
金利スワップ収入  ―   16   ―   
受取キャンセル料  9   ―   ―   
その他  32 110 0.6 94 137 0.6 82 253 0.6 

Ⅴ 営業外費用           
支払利息  59   63   109   
支払手数料  118   59   442   
その他  41 219 1.1 46 169 0.8 163 716 1.8 

経常利益   1,083 5.7  319 1.4  1,885 4.7 

Ⅵ 特別利益           
固定資産売却益 ※１ 0   9   2   
貸倒引当金戻入益  ―   20   36   

賞与引当金戻入益  1   2   ―   

退職給付引当金戻入益  8   0   7   

役員退職慰労引当金戻入益  ―   9   ―   

その他  1 11 0.1 0 42 0.2 2 48 0.1 

Ⅶ 特別損失           
固定資産除却損 ※２ 0   0   1   

固定資産売却損 ※３ 0   0   0   

リース解約損  14  ― ―  

債権譲渡損失引当金繰入額  ―   5,979   ―   

貸倒引当金繰入額  ―   3,009   ―   

債務保証損失引当金繰入額  ―   848   ―   

のれんの償却額 ※４ ―   907   ―   

その他  ― 15 0.1 ― 10,744 48.4 14 16 0.0 

税金等調整前中間(当期) 
純利益又は税金等調整前
中間純損失(△) 

  1,079 5.7  △10,383 △46.8  1,917 4.8 

法人税、住民税 
及び事業税 

 47   51  125  

法人税等調整額  453 500 2.7 1,556 1,607 7.2 476 602 1.5 

少数株主利益   ― ―  38 0.2  ― ― 

中間(当期)純利益又は 
中間純損失(△) 

  578 3.0  △12,029 △54.2  1,314 3.3 
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③ 【中間連結剰余金計算書】 

 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 

(資本剰余金の部)      

Ⅰ 資本剰余金期首残高   3,687  3,687 

Ⅱ 資本剰余金増加高      

   新株予約権の行使による 
   資本準備金増加高  ― ― 398 398 

Ⅲ 資本剰余金中間期末(期末) 
  残高 

  3,687  4,086 

      

(利益剰余金の部)      

Ⅰ 利益剰余金期首残高   △65  △65 

Ⅱ 利益剰余金増加高      

中間(当期)純利益  578 578 1,314 1,314 

Ⅲ 利益剰余金減少高      

配当金  126 126 306 306 

Ⅳ 利益剰余金中間期末(期末) 
  残高 

  386  943 
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④ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

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) 

 

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 

 役員賞与の支給   △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 

 会計期間中の変動額(純額) 
     

中間連結会計期間中の変動額合計 

(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 

 役員賞与の支給     △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 
 会計期間中の変動額(純額) 

0 0  19 20 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円) 

0 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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⑤ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18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17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 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 

    

税金等調整前中間(当期)
純利益又は税金等調整前 
中間純損失(△) 

 1,079 △10,383 1,917 

減価償却費  73 122 153 

のれんの償却額  ― 1,022 ― 

貸倒引当金の増減額 
(減少：△) 

 118 3,192 △1,898 

債権譲渡損失引当金の 
増減額(減少：△) 

 ― 5,979 ― 

債務保証損失引当金の 
増減額(減少：△) 

 ― 848 ― 

賞与引当金の増減額 
(減少：△) 

 △2 △119 5 

退職給付引当金の増減額 
(減少：△) 

 12 7 △7 

役員退職慰労引当金の 
増減額(減少：△) 

 18 △21 35 

受取利息及び受取配当金  △5 △10 △5 

支払利息  59 84 109 

売上債権の増減額 
(増加：△) 

 △130 △40 △553 

割賦債権の増減額 
(増加：△) 

 △351 3,124 △269 

譲渡対象債権の増減額 
(増加：△) 

 ― △6,789 ― 

たな卸資産の増減額 
(増加：△) 

 15 16 101 

長期未収入金の増減額 
(増加：△) 

 △841 2,440 △353 

破産更生債権等の増減額 
(増加：△) 

 △113 △2,139 1,911 

劣後信託受益権の増減額 
(増加：△) 

 447 2,378 △943 

仕入債務の増減額 
(減少：△) 

 130 △332 591 

未払消費税等の増減額 
(減少：△) 

 119 △91 166 

その他資産・負債の 
増減額 

 △97 △891 112 

その他  10 △29 35 

小計  542 △1,632 1,111 

利息及び配当金の受取額  4 10 5 

利息の支払額  △54 △87 △109 

法人税等の支払額  △64 △139 △69 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 427 △1,848 937 
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前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18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17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 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 

    

定期預金の 
預入による支出 

 △138 △633 △276 

定期預金の 
払出による収入 

 60 703 560 

有形固定資産の 
取得による支出 

 △68 △108 △101 

有形固定資産の 
売却による収入 

 7 13 10 

投資有価証券の 
取得による支出 

 ― △300 △99 

投資有価証券の 
売却による収入 

 103 98 103 

貸付けよる支出  △0 ― △0 

貸付金の回収による収入  1 1 2 

連結の範囲の変更を伴う
子会社株式の取得による
支出 

 ― △131 ― 

その他  △17 △76 △26 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △52 △433 171 

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー 

    

短期借入金純増減額 
(減少:△) 

 △775 1,830 △2,351 

長期借入れによる収入  200 ― 850 

長期借入金の 
返済による支出 

 △1,471 △1,705 △2,943 

社債の発行による収入  288 4,146 5,743 

社債の償還による支出  △215 △4,371 △460 

株式の発行による収入  ― 994 ― 

自己株式の取得による 
支出 

 △0 △0 △0 

配当金の支払額  △126 △337 △303 

少数株主からの払込によ
る収入 

 ― 10 ― 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 △2,099 567 533 

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：△) 

 △1,724 △1,714 1,642 

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  期首残高 

 3,792 5,434 3,792 

Ⅶ 連結追加に伴う現金及び 
現金同等物の増加額 

 ― 76 ― 

Ⅷ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高 

※1 2,067 3,796 5,434 
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中間連結財務諸表上の「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17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

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) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18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 

 
 
 

――― 
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前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

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

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

―――  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。 
 

――― 

 

 

 

 

 

 

 



－ 19 － 
[訂正前] 

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

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

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 連結の範囲に関す

る事項 

(1) 連結子会社の数 ４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 

  ㈱エムシーコンビニエ

ンス 

  軽貨急配シーエス㈱ 

  ㈱ラック 

  トラステックスリース

㈱ 

   なお、トラステック

スリース㈱は、平成17

年９月27日に当社の全

額出資により設立した

ため、連結の範囲に含

めております。 

(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) 連結子会社の数 ３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㈱ 

   なお、軽貨ファイナ

ンス・リース㈱(旧社名

トラステックスリース

㈱)は、平成17年９月27

日に当社の全額出資に

より設立したため、連

結の範囲に含めており

ます。 

   また、㈱エムシーコ

ンビニエンスは、平成

17年10月１日に当社が

吸収合併したため、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。 
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

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

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

２ 持分法の適用に関

する事項 

 該当事項はありません。 同左 同左 

３ 連結子会社の中間

決算日(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。 

 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㈱ 

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。 

 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。 

 

 

 

 

 

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) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

(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) 

 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 

     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 
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

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

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (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 

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 

同左 

  ② 無形固定資産 

   自社利用のソフトウ

ェアについては、社内

における見込利用可能

期間(５年)に基づく定

額法によっておりま

す。 

 ② 無形固定資産 

同左 

 ② 無形固定資産 

同左 

 (3)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 

 

（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。 

(3)繰延資産の処理方法 

社債発行費及び新株発

行費 

同左 

 (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 
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

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

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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。 

 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

のうち当期の負担額を

計上しております。 

  ③ 退職給付引当金 

   従業員の退職給付に

備えるため、当中間連

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。 

 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。 

 

 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。 
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

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

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  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。 

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。 

 

 (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 

同左 

(5) 重要なリース取引の処

理方法 

同左 

 (6) 重要なヘッジ会計の方

法 

 ① ヘッジ会計の方法 

   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。 

 ② ヘッジ手段とヘッジ

対象 

   ヘッジ手段 

    デリバティブ取引

(金利スワップ取

引) 

   ヘッジ対象 

    変動金利支払いの

借入金 

 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。 

 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。 

(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 

同左 

 

 

 

 

 

 

③ ヘッジ方針 

同左 

 

 

 

 

 

 ④ ヘッジの有効性評価

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 

同左 

 

 

 

 

 

 

 ③ ヘッジ方針 

同左 

 

 

 

 

 

 ④ ヘッジの有効性評

価の方法 

同左 
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

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

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (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

息につきましては、売上

高に計上しております。 

(7) 収益の計上基準 

同左 

(7) 収益の計上基準 

同左 

 (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。 

(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 

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 

同左 

５ 中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書

(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17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

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) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

 当中間連結会計期間より、固定資

産の減損に係る会計基準(「固定資産

の減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」(企業会計審議会 平成14

年８月９日))及び「固定資産の減損

に係る会計基準の適用指針」(企業会

計基準適用指針第６号 平成15年10

月31日)を適用しております。これに

よる損益に与える影響はありませ

ん。 

――― (固定資産の減損に係る会計基準) 

 当連結会計年度より、固定資産の

減損に係る会計基準(「固定資産の減

損に係る会計基準の設定に関する意

見書」(企業会計審議会 平成14年８

月９日))及び「固定資産の減損に係

る会計基準の適用指針」(企業会計基

準適用指針第６号 平成15年10月31

日)を適用しております。これによる

損益に与える影響はありません。 

――― (貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等) 

当中間連結会計期間より、「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。 

――― 

――― (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。 

 

――― 
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前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

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

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (ストック・オプション等に関する会

計基準等) 

 当中間会計期間から「ストック・

オプション等に関する会計基準」

（企業会計基準委員会  平成17年12

月27日  企業会計基準第8号）及びス

トック・オプション等に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準委

員会  最終改正平成18年5月31日  

企業会計基準適用指針第11号）を適

用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 
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表示方法の変更 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

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

(中間連結貸借対照表) 

 前中間連結会計期間まで流動資産に区分掲記しており

ました「未収入金」(当中間連結会計期間504百万円)は、

資産の総額の100分の５以下となったため、流動資産の

「その他」に含めて表示しております。 

 

(中間連結損益計算書) 

 前中間連結会計期間まで販売費及び一般管理費に区分

掲記しておりました「支払手数料」(当中間連結会計期間

227百万円)は、販売費及び一般管理費の100分の10以下と

なったため、販売費及び一般管理費の「その他」に含め

て表示しております。 

 

 前中間連結会計期間まで営業外費用に区分掲記してお

りました「売上割引」(当中間連結会計期間0百万円)は、

金額的重要性が低くなったため、営業外費用の「その他」

に含めて表示しております。 

 

 前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました「投

資有価証券売却益」(当中間連結会計期間1百万円)は、特

別利益の100分の10以下となったため、特別利益の「その

他」に含めて表示することに変更いたしました。 

 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書) 

 前中間連結会計期間まで「長期未収入金の増減額(増

加：△)」(前中間連結会計期間△164百万円)、「破産更生

債権等の増減額(増加：△)」(前中間連結会計期間△44

百万円)及び「劣後信託受益権の増減額(増加：△)」(前

中間連結会計期間824百万円)については、営業活動によ

るキャッシュ・フローの「売上債権の増減額(増加：△)」

に含めて表示しておりましたが、当中間連結会計期間よ

り割賦債権についても債権流動化の対象となり、優先債

権でないものについては、長期未収入金、劣後信託受益

権として表示されることとなったため、中間連結キャッ

シュ・フロー計算書上も、「長期未収入金の増減額(増

加：△)」、「破産更生債権等の増減額(増加：△)」及び「劣

後信託受益権の増減額(増加：△)」として別掲科目とし

て表示することに変更いたしました。 

――― 
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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17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

 1,393百万円 

※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 

 1,432百万円 
※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 

建物 193百万円

土地 523百万円

計 716百万円
 

※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 187百万円

土地 523百万円

計 715百万円
 

  (2) 上記に対応する債務 

短期借入金 676百万円 

  (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 457百万円

一年以内 
返済予定の 
長期借入金 

180百万円

長期借入金 175百万円

計 813百万円 
  (上記以外のもの) 

  (1) 担保提供資産 

差入保証金 690百万円

投資その他 
の資産 
「その他」 

50百万円

計 740百万円

    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 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 749百万円

    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17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

 ３ 保証債務 

   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㈱          135百万円 

オリックス 

自動車㈱          1百万円 

㈱セントラル 

ファイナンス     15百万円 

㈱アプラス      279百万円 

Ｔ＆Ｄ太陽 

大同リース㈱     23百万円 

三洋電機 

クレジット㈱     73百万円 

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㈱       30百万円 

計              851百万円 

 

 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㈱            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 

   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㈱          100百万円 
オリックス 

自動車㈱          0百万円 

㈱セントラル 

ファイナンス     15百万円 

㈱アプラス      325百万円 

Ｔ＆Ｄ太陽 

大同リース㈱     14百万円 

三洋電機 

クレジット㈱     73百万円 
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㈱       39百万円 
新生セールス 
ファイナンス 

㈱                3百万円 

計              865百万円 

   なお、日本カーソリューショ

ンズ㈱は、平成17年10月１日付

でＮＴＴオートリース㈱とセン

チュリー・オート・リース㈱が

合併したことにより商号変更し

たものであります。 
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前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成18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７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3,850百万円 

借入実行残高    2,626百万円 

差引額         1,223百万円 

 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3,620百万円 

借入実行残高    1,000百万円 

差引額         2,620百万円 
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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17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

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) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18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 

0百万円
 

※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 

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。 

機械装置 
及び運搬具 

2百万円
 

※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 

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 

1百万円
 

※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

有形固定資産 
の「その他」 

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。 

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。 

機械装置 
及び運搬具 

0百万円

有形固定資産 
の「その他」 

0百万円

計 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。 
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(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

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） 

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） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加 1,320株 

 
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 

 
(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。 
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(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17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

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) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18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 

3,636百万円

預入期間が 
３ヶ月を超える 
定期預金 

△1,568百万円

現金及び 
現金同等物 

2,067百万円

  

 ※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 

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 

6,641百万円

預入期間が 
３ヶ月を超える 
定期預金 

△1,206百万円

現金及び 
現金同等物 

5,434百万円

  

   

 

(リース取引関係) 

半期報告書についてＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。 
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(有価証券関係) 

(前中間連結会計期間) 

１ 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 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) 
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 

 

(前連結会計年度) 

１ 時価のある有価証券 

 

区分 
前連結会計年度末 

(平成18年３月31日現在) 

その他有価証券 取得原価(千円) 
連結貸借対照表 
計上額(千円) 

差額(千円) 

株式 ― ― ― 

その他 99 96 △3 

計 99 96 △3 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

 

内容 
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 

 



－ 35 － 
[訂正前] 

(デリバティブ取引関係) 

半期報告書についてＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。 

 

(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17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 14,880 4,208 19,089 ― 19,089 

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

― 156 156 (156) ― 

計 14,880 4,365 19,246 (156) 19,089 

営業費用 13,460 3,730 17,191 706 17,897 

営業利益 1,419 635 2,055 (862) 1,192 

(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874百万円であり、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。 
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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) 

 

 
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 1,207 174 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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前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18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 30,883 9,112 39,995 ― 39,995 

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

― 156 156 (156) ― 

計 30,883 9,268 40,152 (156) 39,995 

営業費用 27,751 8,294 36,046 1,601 37,647 

営業利益 3,131 974 4,106 (1,758) 2,347 

(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

事業主及び委託事業会社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1,771百万円であり、その主なものは

親会社の管理部門に係わる費用であります。 
 

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17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。 
 

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18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。 
 

【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17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。 
 

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18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。 



－ 38 － 
[訂正前] 

 (１株当たり情報) 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

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

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額 107.15円 １株当たり純資産額 △12.84円 １株当たり純資産額 118.28円 

１株当たり中間純利益 9.36円 １株当たり中間純損失 △145.10円  １株当たり当期純利益 19.01円 
潜在株式調整後 
１株当たり中間純利益 

8.13円

(注)当社は、平成17年８月19日付で
株式１株につき５株の株式分割
を行っております。 

  なお、当該株式分割が前期首に
行われたと仮定した場合の１株
当たり情報については、それぞ
れ以下のとおりとなります。 

前中間連結会計期間 前連結会計年度 

１株当たり純資産額 
144.95円 

１株当たり純資産額 
83.99円 

１株当たり中間 
純損失金額 

25.28円 

１株当たり当期 
純損失金額 

84.91円 
潜在株式調整後 
１株当たり 
中間純利益金額 

― 

潜在株式調整後 
１株当たり 
当期純利益金額 

― 
潜在株式調整後１株
当たり中間純利益に
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。 

  

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㈱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 

16.41円

(注)当社は、平成17年８月19日付で
株式１株につき５株の割合で株
式分割を行っております。 

  なお、当該株式分割が前期首に
行われたと仮定した場合の前連
結会計年度における１株当たり
情報については、以下のとおり
となります。 

１株当たり 
純資産額 

83円99銭 

１株当たり 
当期純損失 

84円91銭 

潜在株式調整後 
１株当たり 
当期純利益 

―円―銭 

  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 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

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) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

純資産の部の合計額 ―百万円 △1,586百万円 ―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種類株式の発行金額） 

―百万円 
(―百万円) 
(―百万円) 
(―百万円) 

3,019百万円 
(19百万円) 

(2,000百万円) 
(1,000百万円) 

―百万円 
(―百万円) 
(―百万円) 
(―百万円) 

普通株式に係る中間期末の純
資産額 

―百万円 △1,432百万円 ―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 

―株 111,638,020株 ―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17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

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) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

中間(当期)純利益または中間
純損失(△) 

578百万円 △12,029百万円 1,314百万円 

普通株主に帰属しない金額 ―百万円 ―百万円 29百万円 

（うち利益処分による役員賞
与金） 

(―百万円) (―百万円) (29百万円) 

普通株式に係る中間(当期) 
純利益または中間純損失(△) 

578百万円 △12,029百万円 1,284百万円 

普通株式の期中平均株式数 61,796,724株 82,905,598株 67,577,553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 9,341,823株 35,355,520株 10,723,229株 

(うち新株予約権) (―株) (19,716,785株) (6,039,521株) 

(うち優先株式) (9,341,823株) (15,638,735株) (4,683,708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 

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 

 



－ 40 － 
[訂正前] 

(重要な後発事象) 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

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

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 当社は、平成17年11月25日開催

の取締役会において、第２回無担

保転換社債型新株予約権付社債の

発行を決議し、平成17年12月12日

に発行いたしました。 

  発行の概要は以下のとおりであ

ります。 

 (1) 発行総額 

   5,000,000千円 

 (2) 発行価額 

   額面100円につき金100円 

 (3) 払込期日及び発行日 

   平成17年12月12日 

 (4) 償還期限 

   平成22年12月10日 

 (5) 利率 

   本社債には利息を付さない。 

 (6) 当初転換価額 

   226円 

 (7) 新株予約権の行使期間 

   平成17年12月13日から 

   平成22年12月９日まで 

 (8) 担保又は保証 

   なし 

 (9) 資金の使途 

   当社の完全子会社であるトラ

ステックスリース㈱の設備投資

のための融資、及び当社の運送

事業の成長・拡大のためのＭ＆

Ａ資金に充当する予定。 

――― 

   

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

    

  

    

  

    

 当社は、平成18年５月12日付で㈱

プラスパの全株式を取得し連結子会

社といたしました。 

１ 取得株式数、取得金額及び取得

前後の所有株式の状況 

 (1) 異動前の所有株式数 

0株  (所有割合   0％) 

 (2) 取得株式数 

340株(取得金額150,008千円) 

 (3) 異動後の所有株式数 

340株  (所有割合  100％) 

２ 異動する子会社(㈱プラスパ)の

概要 

 (1) 商号 

㈱プラスパ 

 (2) 代表者 

代表取締役社長 北野榮市 

 (3) 所在地 

埼玉県草加市青柳６丁目44番

10号 

 (4) 設立年月日 

平成７年１月26日 

 (5) 主な事業の内容 

貨物利用運送事業 

貨物自動車運送事業 

 (6) 決算期 

１月31日 

 (7) 従業員数 

159名(平成17年５月現在) 

 (8) 資本の額 

17,000千円 

 (9) 発行済株式総数 

340株 

 (10) 大株主構成及び所有割合 

北野榮市 340株 100％ 

３ 取得目的 

  運送事業の強化及びフォワーデ

ィング事業の展開のため。 
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前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

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

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

２ 新株予約権の発行 

  当社は、平成17年６月29日開催

の第18期定時株主総会で決議した

商法第280条ノ20及び第280ノ21の

規定に基づくストックオプション

としての新株予約権の発行につい

て、平成17年12月16日開催の取締

役会において以下のとおり当該新

株予約権の発行を決議いたしまし

た。 

発行日 平成17年12月26日 

発行数 25,000個 

発行価額 

目的となる株式の種類及び数 

 普通株式 2,500,000株 

行使に際しての払込価額 

 １株当たり   213円 

行使期間 

 平成17年12月26日から 

 平成20年12月25日まで 

取得の申込みの勧誘の相手方の

人数及びその内訳 

 当社取締役 ５名 24,700個 

 当社常勤監査役 １名 300個 

権利行使の条件 

   権利行使の条件については、

当社と付与対象者との間で締結

する契約書に定めるところによ

ります。 

――― 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

 

    

――― 

 

 

５ 販売の状況 

（単位：百万円） 

当中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

自 平成 17 年 4 月 1 日 自 平成 18 年 4 月 1 日 自 平成 17 年 4 月 1 日 
（ 

至 平成 17 年 9 月 30 日 
） （ 

至 平成 18 年 9 月 30 日 
） （ 

至 平成 18 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） 
14,880 78.0 18,528 83.5 30,883 77.2 

開発事業 

（委託事業主開発業務等） 
4,208 22.0 3,670 16.5 9,112 22.8 

合 計 19,089 100.0 22,198 100.0 39,995 100.0 
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平成 19年 3 月期  個別中間財務諸表の概要                      平成 19 年 1 月 16 日 

上 場 会 社 名         軽 貨 急 配 株 式 会 社                                    上 場 取 引 所           大証第二部 

コ ー ド 番 号         9374                                                  本社所在都道府県   大阪府 

（ＵＲＬ http://www.keikaexp.co.jp/） 

代 表 者         役職名 代表取締役社長              氏 名    西原  賢 

問合せ先責任者         役職名 専 務 取 締 役                氏 名 谷 中  譲      TEL（06）6907－5770（代表） 

中間決算取締役会開催日   平成 18 年 11 月 24 日         配当支払開始日  平成－年－月－日 

単元株制度採用の有無      ◯有（1 単元 100 株）・無 

1．18 年 9 月中間期の業績（平成 18 年 4月 1日～平成 18 年 9月 30 日） 

（1）経営成績            （注）表示金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 
18 年 9 月中間期 19,320 （    9.9） 695 （△37.7） 651 （ △35.6） 

17 年 9 月中間期 17,581 （    2.7） 1,116 （130.9） 1,010 （ 173.6） 

18 年 ３ 月 期 37,877 （   11.5） 2,560 （106.8） 2,101 （ 144.5） 
 
 中間(当期)純利益又は中間純損失(△) 1 株当たり中間(当期)純利益又は中間純損失(△) 

 百万円   ％ 円  銭 
18 年 9 月中間期 △12,001 （    －  ） △144 77 

17 年 9 月中間期 607 （    －  ） 9 83 

18 年 ３ 月 期 1,629 （    －  ） 23 68 

 

（注）1.期中平均株式数  18 年 9 月中間期 82,905,599 株  17 年 9 月中間期 61,796,724 株  18 年 3 月期 67,577,553 株 
2.会計処理の方法の変更   有（会計基準の変更に伴う会計処理の変更） 
3.売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 

（2）財政状態 

 
総 資 産 純 資 産 自 己 資 本 比 率 1 株 当 た り 純 資 産 

 百万円 百万円 ％ 円  銭 

18 年 9 月中間期 26,133 2,386 9.1    △5 50 
17 年 9 月中間期 22,035 8,785 39.9    122 28 

18 年 ３ 月 期 28,422 9,460 33.3    123 63 
（注） 1.期末発行済株式数 18 年 9 月中間期 111,638,020 株 17 年 9 月中間期 71,840,930 株 18 年 3 月期 76,283,820 株 

 2.期末自己株式数 18 年 9 月中間期 618,972 株 17 年 9 月中間期 617,600 株 18 年 3 月期 617,652 株 
 3.17 年 9 月中間期及び 18 年 3 月期の純資産、自己資本比率、1 株当たり純資産には、従来の株主資本、株主資本比率、1 株当たり株主資本を

記載しております。 
 

2．19 年 3 月期の業績予想（平成 18 年 4月 1日～平成 19 年 3月 31 日） 

   
売 上 高 経 常 利 益 当 期 純 利 益 

    

 

 百万円 百万円 百万円   

通 期       39,216 1,602 △11,480   

（参考） 1 株当たり予想当期純利益（通期） △56 円  82 銭 

（2）配当状況 

・現金配当 1 株当たり配当金(円) 

 中間期末 期末 年間 

18 年 3 月期 2.50 4.50 7.00 

19 年 3 月期(実績) ― ― 

19 年 3 月期(予想) ― ― 
― 

（注）19 年 3月期の配当予想につきましては、確定次第後日ご報告いたします。 

 

（注）上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資

料発表日現在における仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果とな

る可能性があります。 
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２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 
 

  
前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

(資産の部)           

Ⅰ 流動資産           

現金及び預金  2,890   3,690   6,050   

受取手形  0   1   0   

売掛金  2,432   2,623   2,969   

割賦売掛金  943 826  3,392 

譲渡対象債権  ― 6,789  ― 

たな卸資産  98   15   22   

未収入金  1,489   978   505   

立替金  410   1,300   403   

繰延税金資産  52   1,374   56   

関係会社短期貸付金  ―   2,949   959   

その他  1,206   314   625   

貸倒引当金  △19   △957   △211   

流動資産合計  9,505 43.1 19,907 76.2  14,775 52.0 

Ⅱ 固定資産           

有形固定資産 ※１          

建物 ※２ 252   238   246   

土地 ※２ 416   416   416   

その他  178   172   163   

計  847   827   826   

無形固定資産  117   130   113   

投資その他の資産         

長期貸付金  1,278 346  316 

長期未収入金  3,029   1,388   3,103   

破産・更生債権 
その他これらに 
準ずる債権 

 2,884   3,592   1,469   

繰延税金資産  1,821   ―   2,768   

差入保証金 ※２ 1,169   1,317   1,157   

劣後信託受益権  3,332   2,344   4,723   

その他 ※２ 1,321   1,643   1,064   

貸倒引当金  △3,271   △5,364   △1,895   

計  11,565   5,267   12,707   

固定資産合計   12,530 56.9  6,225 23.8  13,647 48.0 

資産合計   22,035 100.0  26,133 100.0  28,422 100.0 
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前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

(負債の部)           

Ⅰ 流動負債           

買掛金  126   209   302   

短期借入金 ※２ 2,900   3,963   1,500   

一年以内償還予定の 
社債 

 640   693   793   

一年以内返済予定の 
長期借入金 

 1,875   2,389   2,743   

委託事業主等 

未払金 
 2,083   2,127   2,311   

未払法人税等  44   62   102   

未払金  348   2,804   379   

賞与引当金  97   ―   106   

債権譲渡損失引当金  ―   5,979   ―   

その他  1,143   1,390   1,863   

流動負債合計   9,257 42.0  19,619 75.1 10,103 35.5 

Ⅱ 固定負債           

社債  1,075   934   5,356   

長期借入金  2,521   1,966   3,110   

退職給付引当金  40   32   21   

役員退職慰労引当金  348   345   367   

債務保証損失引当金  ―   848   ―   

その他  7   0   1   

固定負債合計   3,992 18.1  4,127 15.8  8,857 31.2 

負債合計   13,250 60.1  23,746 90.9  18,961 66.7 

           

(資本の部)           

Ⅰ 資本金   3,763 17.1  ― ―  4,165 14.7 

Ⅱ 資本剰余金           

資本準備金  3,687   ―   4,086  

資本剰余金合計   3,687 16.7  ― ―  4,086 14.4 

Ⅲ 利益剰余金           

利益準備金  48  ―   48   

任意積立金  500   ―   700   

中間(当期) 
未処分利益  918   ―   595   

利益剰余金合計  1,466 6.7 ― ―  1,344 4.7 

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金  ― ― ― ―  △1 △0.0 

Ⅴ 自己株式  △132 △0.6 ― ―  △132 △0.5 

資本合計   8,785 39.9  ― ―  9,460 33.3 

負債・資本合計   22,035 100.0  ― ―  28,422 100.0 
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前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(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  ― ― 

２ 資本剰余金           

(1) 資本準備金  ―   6,735   ―   

(2) その他資本剰余金  ―   ―   ―   

資本剰余金合計   ― ―  6,735 25.8  ― ― 

３ 利益剰余金           

(1) 利益準備金  ―   48   ―   

別途積立金  ―   700   ―   

繰越利益剰余金  ―   △11,779   ―   

利益剰余金合計   ― ―  △11,030 △42.2  ― ― 

４ 自己株式   ― ―  △133 △0.5  ― ― 

株主資本合計   ― ―  2,387 9.1  ― ― 

Ⅱ 評価・換算差額等           

１ その他有価証券 
  評価差額金 

  ― ―  △1 △0.0  ― ― 

評価・換算差額等 
合計 

  ― ―  △1 △0.0  ― ― 

純資産合計   ― ―  2,386 9.1  ― ― 

負債・純資産合計   ― ―  26,133 100.0  ― ― 
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② 【中間損益計算書】 

 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
百分比 
(％) 

金額(百万円) 
百分比 
(％) 

金額(百万円) 
百分比 
(％) 

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

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

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

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

営業利益   1,116 6.4  695 3.6  2,560 6.8 

Ⅳ 営業外収益 ※１  103 0.6  97 0.5  244 0.6 

Ⅴ 営業外費用 ※２  209 1.2  141 0.7  702 1.9 

経常利益   1,010 5.8  651 3.4  2,101 5.5 

Ⅵ 特別利益 ※４  58 0.3  9 0.0  87 0.3 

Ⅶ 特別損失 ※５  0 0.0  11,178 57.9  2 0.0 

税引前中間(当期) 
純利益又は中間 
純損失(△) 

  1,068 6.1  △10,518 △54.4  2,187 5.8 

法人税、住民税 
及び事業税  37   33   98   

法人税等調整額  424 461 2.6 1,450 1,483 7.7 459 557 1.5 

中間(当期)純利益 
又は中間純損失(△)   607 3.5  △12,001 △62.1  1,629 4.3 

前期繰越利益   310      310  

合併引継未処理損失   ―      1,165  

中間配当額   ―      179  

中間(当期) 
未処分利益   918      595  
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③ 【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間(自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年９月 30 日) 

 

株主資本 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 4,165 4,086 4,086 

中間会計期間中の変動額    

 新株の発行 

（転換社債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    

 役員賞与の支給    

 中間純利益    

 自己株式の取得    

 株主資本以外の項目の中間 

 会計期間中の変動額(純額) 
   

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) 

2,650 2,649 2,649 

平成18年９月30日残高(百万円) 6,815 6,735 6,735 

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

利益準備金 
別途積立金 繰越利益剰余金 

利益剰余金合計 
自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 48 700 595 1,344 △132 9,462 

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 

 新株の発行 

（優先株式の発行） 
     1,000 

 剰余金の配当   △343 △343  △343 

 役員賞与の支給   △29 △29  △29 

 中間純利益   △12,001 △12,001  △12,001 

 自己株式の取得     △0 △0 

 株主資本以外の項目の中間 

 会計期間中の変動額(純額) 
      

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) 

― ― △12,374 △12,374 △0 △7,075 

平成18年９月30日残高(百万円) 48 700 △11,779 △11,030 △133 2,387 
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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 

純資産合計 

平成18年３月31日残高(百万円) △1 △1 9,460 

中間会計期間中の変動額    

 新株の発行 

（転換社債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 

 役員賞与の支給   △29 

 中間純利益   △12,001 

 自己株式の取得   △0 

 株主資本以外の項目の中間 

 会計期間中の変動額(純額) 
0 0 0 

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) 

0 0 △7,074 

平成18年９月30日残高(百万円) △1 △1 2,386 
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中間財務諸表上の「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17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

―――  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。 

――― 
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前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

―――  
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、当社には当中

間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

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。 

 

――― 
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前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

―――  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。 

――― 
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 資産の評価基準及

び評価方法 

(1) 有価証券 

 ① 子会社株式 

   移動平均法による原

価法 

(1) 有価証券 

 ① 子会社株式 

同左 

(1) 有価証券 

 ① 子会社株式 

同左 

  ② その他有価証券 

   時価のあるもの 

    中間決算末日の市

場価格等に基づく

時価法によってお

ります。 

    (評価差額は、全部

資本直入法により

処理し、売却原価

は移動平均法によ

り算定) 

 ② その他有価証券 

   時価のあるもの 

    中間決算末日の市

場価格等に基づく

時価法によってお

ります。 

    (評価差額は、全部

純資産直入法によ

り処理し、売却原

価は移動平均法に

より算定) 

 ② その他有価証券 

   時価のあるもの 

    決算末日の市場価

格等に基づく時価

法(評価差額は、全

部資本直入法によ

り処理し、売却原

価は移動平均法に

より算定) 

    時価のないもの 

    移動平均法による

原価法によってお

ります。 

   時価のないもの 

同左 

   時価のないもの 

同左 

 (2) たな卸資産 

 ① 商品 

   個別法による原価法 

(2) たな卸資産 

 ① 商品 

同左 

(2) たな卸資産 

 ① 商品 

同左 

  ② 貯蔵品 

   最終仕入原価法 

 ② 貯蔵品 

同左 

 ② 貯蔵品 

同左 

２ 固定資産の減価償

却の方法 

(1) 有形固定資産 

  定率法 

  ただし、平成10年４月

１日以降取得した建物

(建物附属設備を除く)に

ついては、定額法によっ

ております。 

  なお、主な耐用年数は

以下のとおりでありま

す。 

建物 10～50年

車輌運搬具 ４～６年 

(1) 有形固定資産 

同左 

(1) 有形固定資産 

同左 

 (2) 無形固定資産 

  自社利用のソフトウェ

アについては、社内にお

ける見込利用可能期間

(５年)に基づく定額法に

よっております。 

(2) 無形固定資産 

同左 

(2) 無形固定資産 

同左 

 (3) 長期前払費用 

  定額法によっておりま

す。 

(3) 長期前払費用 

同左 

(3) 長期前払費用 

同左 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

３ 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。 

社債発行費及び株式交付費 

同左 
 

（会計方針の変更） 

当中間会計期間より「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。 

社債発行費及び新株発行費 

同左 

４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

  債権の貸倒れによる損

失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個

別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計

上しております。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 (2) 賞与引当金 

  従業員に対して支給す

る賞与に充てるため、将

来の支給見込額のうち当

中間会計期間の負担額を

計上しております。 

(2) 賞与引当金 

  従業員に対して支給す

る賞与に充てるため、将

来の支給見込額のうち当

中間会計期間の負担額を

計上しております。ただ

し、平成18年度冬季賞与

については支給しないこ

ととなったため、賞与引

当金を計上しておりませ

ん。 

(2) 賞与引当金 

  従業員に対して支給す

る賞与に充てるため、将

来の支給見込額のうち当

期の負担額を計上してお

ります。 

 (3) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備

えるため、当中間会計期

間末における退職給付債

務及び年金資産の額に基

づき、必要と認められる

額を計上しております。 

(3) 退職給付引当金 

同左 

(3) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備

えるため、当期末におけ

る退職給付債務及び年金

資産の額に基づき、必要

と認められる額を計上し

ております。 

 (4) 役員退職慰労引当金 

  役員に対する退職慰労

金支給に備えるため、当

社内規に基づく中間会計

期間末要支給額を計上し

ております。 

(4) 役員退職慰労引当金 

  役員に対する退職慰労

金支給に備えるため、内

規に基づく中間会計期間

末要支給額を計上してお

ります。 

(4) 役員退職慰労引当金 

  役員に対する退職慰労

金支給に備えるため、当

社内規に基づく期末要支

給額を計上しておりま

す。 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  なお、当社は平成18年8

月25日開催の取締役会に

おいて、平成19年6月開催

予定の定時株主総会終結

のときをもって役員退職

慰労金制度を廃止し、在

任中の役員に対し、当社

所定の基準に基づきこれ

までの在任期間に係る退

職慰労金を退任時に支給

することを決議いたしま

した。従いまして、当中

間会計期間末日以降役員

退職慰労引当金は新たに

発生しておらず、当中間

会計期間末日における役

員退職慰労引当金残高

は、当該決議以前から在

任している役員に対する

支給予定額であります。 

(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。 

(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。 

 

５ リース取引の処理

方法 

―――    リース物件の所有権が

借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナ

ンス・リース取引について

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 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

６ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

  特例処理の要件を満た

している金利スワップ取

引について、特例処理を

採用しております。 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

  ヘッジ手段 

   デリバティブ取引 

   (金利スワップ取引) 

  ヘッジ対象 

   変動金利支払いの借

入金 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

同左 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

同左 

 (3) ヘッジ方針 

  ヘッジ対象の範囲内で

借入金の金利変動リスク

をヘッジする手段として

金利スワップ取引を利用

することとしておりま

す。 

(3) ヘッジ方針 

同左 
(3) ヘッジ方針 

同左 

 (4) ヘッジの有効性評価の

方法 

  金利スワップの特例処

理の要件に該当するた

め、その判定をもって有

効性の判定に代えており

ます。 

(4) ヘッジの有効性評価の

方法 

同左 

(4) ヘッジの有効性評価の

方法 

同左 

７ 収益の計上基準  割賦販売による収益の計

上基準は、販売基準を採用

しておりますが、割賦によ

り販売した利息部分の収益

については「割賦前受利息」

(流動負債「その他」)とし

て、繰延べております。 

 なお、実現した割賦利息

につきましては、売上高に

計上しております。 

同左  割賦販売による収益の計

上基準は、販売基準を採用

しておりますが、割賦によ

り販売した利息部分の収益

については、「割賦前受利

息」として繰延べておりま

す。なお、実現した割賦利

息につきましては、売上高

に計上しております。 

８ その他中間財務諸

表(財務諸表)作成

のための基本とな

る重要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっておりま

す。 

 なお、仮払消費税等及び

仮受消費税等はこれを相殺

の上、流動負債の「その他」

に含めて表示しておりま

す。 

消費税等の会計処理 

同左 
消費税等の会計処理 

税抜方式によっておりま

す。 
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更 

 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

 当中間会計期間より、固定資産の

減損に係る会計基準(「固定資産の減

損に係る会計基準の設定に関する意

見書」(企業会計審議会 平成14年８

月９日))及び「固定資産の減損に係

る会計基準の適用指針」(企業会計基

準適用指針第６号 平成15年10月31

日)を適用しております。これによる

損益に与える影響はありません。 

――― 

 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

 当事業年度より、固定資産の減損

に係る会計基準(「固定資産の減損に

係る会計基準の設定に関する意見

書」(企業会計審議会 平成14年８月

９日))及び「固定資産の減損に係る

会計基準の適用指針」(企業会計基準

適用指針第６号 平成15年10月31

日)を適用しております。これによる

損益に与える影響はありません。 

――― (貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等) 

 当中間会計期間より、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準委員会  平成

17年12月9日  企業会計基準第5号）

及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準委員会  平成17年12

月9日  企業会計基準適用指針第8

号）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 これまでの資本の部」の合計に相

当する金額は2,386百万円でありま

す。 

 なお、当中間会計期間における中

間貸借対照表の「純資産の部」につ

いては、中間財務諸表等規則の改正

に伴い、改正後の中間財務諸表等規

則により作成しております。 

――― 

――― (ストック・オプション等に関する会

計基準等) 

 当中間会計期間から「ストック・オ

プション等に関する会計基準」（企業

会計基準委員会  平成17年12月27日  

企業会計基準第8号）及び「ストック・

オプション等に関する会計基準の適

用指針」（企業会計基準委員会  最終

改正平成18年5月31日  企業会計基準

適用指針第11号）を適用しておりま

す。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

――― 
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表示方法の変更 

 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

――― （中間貸借対照表） 

前中間会計期間まで流動資産の「その他」に含めて表

示しておりました「関係会社短期貸付金」は、資産総額

の100分の5を超えることとなったため区分掲記すること

に変更いたしました。なお、前中間会計期間末における

「関係会社短期貸付金」は659百万円であります。 
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 注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

 

前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前事業年度末 
(平成18年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

693百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

768百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

732百万円 

※２ 担保提供資産 

  (金融機関に対するもの) 

  (1) 担保提供資産 

建物 162百万円

土地 326百万円

計 488百万円 

※２ 担保提供資産 

  (金融機関に対するもの) 

  (1) 担保提供資産 

建物 154百万円

土地 326百万円

計 480百万円 

※２ 担保提供資産 

  (金融機関に対するもの) 

  (1) 担保提供資産 

建物 158百万円

土地 326百万円

計 484百万円 
  (2) 上記に対応する債務 

短期借入金 500百万円 

  (2) 上記に対応する債務 

短期借入金 260百万円

一年以内 
返済予定の 
長期借入金 

160百万円

長期借入金 80百万円

計 500百万円 

  (2) 上記に対応する債務 

短期借入金 184百万円

一年以内 
返済予定の 
長期借入金 

140百万円

長期借入金 175百万円

計 500百万円 
  (上記以外のもの) 

  (1) 担保提供資産 

差入保証金 689百万円

投資その他 
の資産 
「その他」 

50百万円

計 739百万円

    当社が信販会社に対して行

っている注記３(1)の保証債

務の担保に供しております。 

  (上記以外のもの) 

  (1) 担保提供資産 

差入保証金 787百万円

    当社が信販会社に対して行

っている注記３(1)の保証債

務の担保に供しております。 

  (上記以外のもの) 

  (1) 担保提供資産 

差入保証金 749百万円

    当社が信販会社に対して行

っている注記３(1)の債務保

証の担保に供しております。 
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前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 
当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 
前事業年度末 

(平成18年３月31日) 

 ３ 保証債務 

 (1) 当社委託事業主の下記の信販

会社からの割賦債務及びリース

債務に対して次のとおり債務保

証を行っております。 

㈱クオーク 200百万円

日本カーソリ
ューションズ
㈱ 

135百万円

オリックス 
自動車㈱ 

1百万円

㈱セントラル 
ファイナンス 

14百万円

ＧＥコンシュ
ーマー・ファ
イナンス㈱ 

0百万円

㈱アプラス 279百万円

㈱エムシーコ 
ンビニエンス 

130百万円

Ｔ＆Ｄ太陽 
大同リース㈱ 

23百万円

三洋電機 
クレジット㈱ 

73百万円

アコム㈱ 91百万円

九州 
日本信販㈱ 

30百万円

計 980百万円
 

 ３ 保証債務 

(1) 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及びリース

債務に対して次のとおり債務保

証を行っております。 

㈱クオーク 200百万円

日本カーソリ
ューションズ
㈱ 

62百万円

㈱セントラル 
ファイナンス 

15百万円

ＧＥコンシュ
ーマー・ファ
イナンス㈱ 

0百万円

㈱アプラス 345百万円

Ｔ＆Ｄ太陽 
大同リース㈱ 

7百万円

三洋電機 
クレジット㈱ 

60百万円

アコム㈱ 91百万円

九州 
日本信販㈱ 

56百万円

新生セールス
ファイナンス
㈱ 

3百万円

新洋信販㈱ 14百万円

計 858百万円
 

 ３ 保証債務 

 (1) 当社委託事業主の下記の信販

会社からの割賦債務及びリース

債務に対して次のとおり債務保

証を行っております。 

㈱クオーク 200百万円

日本カーソリ
ューションズ
㈱ 

100百万円

オリックス 
自動車㈱ 

0百万円

㈱セントラル 
ファイナンス 

15百万円

ＧＥコンシュ
ーマー・ファ
イナンス㈱ 

0百万円

㈱アプラス 325百万円

Ｔ＆Ｄ太陽 
大同リース㈱ 

14百万円

三洋電機 
クレジット㈱ 

73百万円

アコム㈱ 91百万円
九州 
日本信販㈱ 

39百万円

新生セールス
ファイナンス
㈱ 

3百万円

計 865百万円

なお、日本カーソリューショ

ンズ㈱は、平成17年10月１日付

でＮＴＴオートリース㈱とセン

チュリー・オート・リース㈱が

合併したことにより商号変更し

たものであります。 

 (2)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) 関係会社の金融機関等からの

借入、割賦債務及びリース債務

に対して次のとおり債務保証を

行っております。 

㈱エムシーコ
ンビニエンス 

6,785百万円 

軽貨急配シー
エス㈱ 

476百万円 

計 7,262百万円  

 (3) 関係会社の金融機関等からの

借入、割賦債務及びリース債務

に対して次のとおり債務保証を

行っております。 

軽貨急配シー
エス㈱ 

2,684百万円 

軽貨エクスプ
レス㈱ 

580百万円 

軽貨急配マー
ケットサービ
ス㈱ 

109百万円 

計 3,374百万円  

 (3) 関係会社の金融機関等からの

借入、割賦債務及びリース債務

に対して次のとおり債務保証を

行っております。 

軽貨急配シー
エス㈱ 

2,318百万円
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前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前会計年度末 
(平成18年３月31日) 

 ４ 当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行６行と

当座貸越契約及び貸出コミット

メント契約を締結しておりま

す。これら契約に基づく当中間

会計期間末の借入未実行残高は

次のとおりであります。 
当座貸越極度 
額及び貸出コ 
ミットメント 
の総額 3,650百万円 
借入実行残高 2,450百万円 

差引額 1,200百万円 

 ４ 当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行9行と

当座貸越契約及び貸出コミット

メント契約を締結しておりま

す。これら契約に基づく当中間

会計期間末の借入未実行残高は

次のとおりであります。 
当座貸越極度 
額及び貸出コ 
ミットメント 
の総額       3,420百万円 
借入実行残高 3,420百万円 

差引額          －百万円 

 
当社は、「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
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 当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行９行と

当座貸越契約及び貸出コミット

メント契約を締結しておりま

す。これら契約に基づく当事業

年度の借入未実行残高は次のと

おりであります。 
当座貸越極度 
額及び貸出コ 
ミットメント 
の総額 3,420百万円 
借入実行残高 1,000百万円 

差引額 2,420百万円 
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(中間損益計算書関係) 
 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 営業外収益の主要項目 
損害金収入 30百万円
受取手数料 36百万円
受取利息 19百万円 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取手数料 20百万円

受取利息 20百万円 

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

※２ 営業外費用の主要項目 
支払利息 50百万円

支払手数料 118百万円 

※２ 営業外費用の主要項目 
支払利息 42百万円

支払手数料 59百万円 

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

 ３ 減価償却実施額 
有形固定資産 40百万円
無形固定資産 5百万円 

 ３ 減価償却実施額 
有形固定資産 38百万円
無形固定資産 5百万円 

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

※４ 特別利益の主要項目 

貸倒引当金戻
入益 

56百万円
 

※４ 特別利益の主要項目 

役員退職慰労
引当金戻入益 

9百万円
 

※４ 特別利益の主要項目 

貸倒引当金戻
入益 

86百万円

 
 ※５ 特別損失の主要項目 

債権譲渡損失
引当金繰入額 

5,979百万円

貸倒引当金繰
入額 

4,076百万円

債務保証損失
引当金繰入額 

848百万円

関係会社評価
損 

220百万円

 

 

 

(中間株主資本等変動計算書関係) 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式（株） 617,652 1,320 － 618,972 
 

  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加 1,320株 

 

(リース取引関係) 

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

 

(有価証券関係) 
 

前中間会計期間末 
(平成17年９月30日現在) 

当中間会計期間末 
(平成18年９月30日現在) 

前事業年度末 
(平成18年３月31日現在) 

子会社株式で時価のあるもの 

 該当事項はありません。 

同左 同左 

 

(１株当たり情報) 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 
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(重要な後発事象) 

 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 株式会社エムシーコンビニエン
スとの合併 

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

  合併に関する事項の概要は以下
のとおりであります。 

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

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

 (3) 財産の引継 
   合併期日において株式会社エ

ムシーコンビニエンスの資産・
負債及び権利義務の一切を引継
ぎました。 

 (4) 株式会社エムシーコンビニエ
ンスの経営成績及び財政状態 

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

資産負債の状況(平成17年９
月30日現在の帳簿価額) 

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

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

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

前後の所有株式の状況 
 (1) 異動前の所有株式数 

0株  (所有割合   0％) 
 (2) 取得株式数 

340株(取得金額150,008千円) 
 (3) 異動後の所有株式数 

340株  (所有割合  100％) 
２ 異動する子会社(㈱プラスパ)の

概要 
 (1) 商号 

㈱プラスパ 
 (2) 代表者 

代表取締役社長 北野榮市 
 (3) 所在地 

埼玉県草加市青柳６丁目44番
10号 

 (4) 設立年月日 
平成７年１月26日 

 (5) 主な事業の内容 
貨物利用運送事業 
貨物自動車運送事業 

 (6) 決算期 
１月31日 

 (7) 従業員数 
159名(平成17年５月現在) 

 (8) 資本の額 
17,000千円 

 (9) 発行済株式総数 
340株 

 (10) 大株主構成及び所有割合 
北野榮市 340株 100％ 

３ 取得目的 
  運送事業の強化及びフォワーデ

ィング事業の展開のため。 

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

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

  発行の概要は以下のとおりであ
ります。 

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

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

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

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

  

   

３ 新株予約権の発行 
  当社は、平成17年６月29日開催

の第18期定時株主総会で決議した
商法第280条ノ20及び第280ノ21の
規定に基づくストックオプション
としての新株予約権の発行につい
て、平成17年12月16日開催の取締
役会において以下のとおり当該新
株予約権の発行を決議いたしまし
た。 
発行日 平成17年12月26日 
発行数 25,000個 
発行価額 
目的となる株式の種類及び数 
 普通株式 2,500,000株 
行使に際しての払込価額 
 １株当たり   213円 
行使期間 
 平成17年12月26日から 
 平成20年12月25日まで 
取得の申込みの勧誘の相手方の
人数及びその内訳 
 当社取締役 ５名 24,700個 
 当社常勤監査役 １名 300個 
権利行使の条件 
 権利行使の条件については、
当社と付与対象者との間で締結
する契約書に定めるところによ
ります。 
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（訂正）平成 19年 3 月期  中間決算短信（連結）   平成 20年 12月 19日 

上 場 会 社 名 トラステックスホールディングス株式会社 
  (旧会社名 軽貨急配株式会社) 

上場取引所 大証第２部 
 
コ ー ド 番 号 9374   URL http://www.trustex.jp/ 
 
代  表  者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 齋藤 正継  
問合せ先責任者 (役職名) 執行役員財務統括本部長 (氏名) 籔内 寿樹 TEL (06)6907-5700(代表)  
 
決算取締役会開催日 平成 18年 11月 24日 

米国会計基準採用の有無 無 

1．18 年 9 月中間期の連結業績（平成 18 年 4月 1日～平成 18 年 9月 30 日） 
（1）連結経営成績          （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 
18年 9月中間期 22,038 （   17.2） △279 （   ―） △313 （   ―） 
17年 9月中間期 18,810 （  △5.2） △879 （   ―） △1,006 （   ―） 

18年 3 月 期 39,122 （   3.4） △15 （   ―） △528 （   ―） 

 
 

中間(当期)純利益又は中間純損失(△) １株当たり中間(当期)純利益又は中間純損失(△) 
潜 在 株 式 調 整 後 
1株当たり中間（当期）純利益 

 百万円   ％ 円  銭 円  銭 
18年 9月中間期 △3,766 （   －  ） △45  44   －  － 
17年 9月中間期 △1,182 （   －  ） △19  13 －  － 

18年 3 月 期 △961 （   －  ） △14  66 －  － 

 

（注）1.持分法投資損益 18年 9月中間期 －百万円   17年 9月中間期 －百万円   18年 3月期 －百万円 
2.期中平均株式数(連結) 18年 9月中間期  82,905,599 株  17年 9月中間期 61,796,724株  18年 3月期 67,577,553株 
3.会計処理の方法の変更   有（会計基準の変更に伴う会計処理の変更） 
4.18年 9月中間期の潜在株式調整後 1株当たり中間純利益については、1株当たり中間純損失であるため記載しており
ません。 
5.売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 

（2）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 
18年 9月中間期 18,339 △605 △3.5 △32  57 
17年 9月中間期 14,439 △2,636 △18.3 △36  69 
18 年 3 月 期 18,060 △1,796 △9.9 △23  95 

（注）1.期末発行済株式数(連結) 18年 9月中間期 111,638,020株 17年 9月中間期 71,840,930株 18年 3月期 76,283,820株 
2.17年 9月中間期及び 18年 3月期の純資産､自己資本比率､1株当たり純資産欄には､従来の株主資本、株主資本比率、1
株当たり株主資本を記載しております。 

（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 
18年 9月中間期 △1,846 △416 550 3,808 
17年 9月中間期 421 △75 △2,099 2,114 

18年 3 月 期 1,048 151 549 5,618 

（4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項 
     連結子会社数  11社  持分法適用非連結子会社数  －社  持分法適用関連会社数  －社 
（5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結（新規）   5社（除外）  2社  持分法（新規）  －社（除外）  －社 
2．19 年 3 月期の連結業績予想（平成 18 年 4月 1日～平成 19 年 3月 31 日） 

 
売 上 高 経 常 利 益 当 期 純 利 益 

 百万円 百万円 百万円 

通 期       45,649 1,591 △11,258 

（参考）1株当たり予想当期純利益（連結）  △55円 72銭   
 

（注）上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資

料発表日現在における仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果とな

る可能性があります。 

訂正訂正訂正訂正後後後後    
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1.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㈱、協和ロジスティック㈱、東京合同ロジコム㈱及び軽貨急配事業協同組合の子会社 11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おります。 

 なお、軽貨エクスプレス㈱は、平成 18年 5月 12日、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、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㈱、協和ロジスティック㈱、東京合同ロジコム㈱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。 

債権管理システムサービス㈱及び日本信用保証システム㈱は実質的に営業活動を休止しており、これら２社への支配力

が及ばなくなった事から連結の範囲から除外しております。 

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㈱、協和ロジスティック㈱、東京合同ロジコ

ム㈱及び軽貨急配事業協同組合は、連結子会社であります。 

  

  当社グループの事業の内容は次のとおりであります。 
 

運送事業運送事業運送事業運送事業（（（（貨物運送受託業務貨物運送受託業務貨物運送受託業務貨物運送受託業務））））    

 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、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、適切でより安価な物流業者に委託して業務を遂行いたしております。委

託先の構成と致しましては、「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”」に加えて、「車輌を所有

せず、作業や運行管理を請負う個人事業主の“コントラクト・スタッフ”」、また、「子会社やアライアンス先で編成され

る、法人として業務を請負う“サブ・コントラクター”」と業務委託ネットワークを拡充し、卸売業・製造業・小売業等、

幅広い業種の荷主企業に、機動的なコントラクト・ロジスティクスを実現し、ご支持を得ております。 

 

開発事業開発事業開発事業開発事業（（（（委託事業主開発業務等委託事業主開発業務等委託事業主開発業務等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販売しております。 

なお、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、取組額に応じて、当社は信

販会社より一定の手数料（加盟店手数料）を収受しております。 

また、当社グループにおきましても、割賦販売業及びリース業を行っております。 

添添添添    付付付付    資資資資    料料料料    



トラステックスホールディングス㈱（9374）平成 19年 3月期 中間決算短信 

 

－ 3 － 

[訂正後] 

前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㈱ 

プラスパサービス㈱ 

軽貨急配マーケットサービス㈱ 

協和ロジスティック㈱ 

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 

軽貨ファイナンス・リース㈱ 

直方ショッピングサービス㈱ 

軽貨急配事業協同組合 

東京合同ロジコム㈱ 
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事業の系統図は、次のとおりであります。 

 

協和ロジスティックは当社の運送事業の支援、東京合同ロジコム㈱は当社の開発事業の支援を行なっております。 

 

 

顧
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ﾌｧｸﾀﾘﾝｸﾞ業務 

リース契約 

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 
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2.経営方針 
 

（1） 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、「総合物流アウトソーサー」として、荷主に革新の物流システムを提供・構築・運営する「コントラク

ト・ロジスティクス・カンパニー」を目指してまいります。 
 

（2） 利益配分に関する基本方針 

当社の利益配分に関する基本方針は、経営環境や連結業績さらに財務体質の強化にも十分配慮しながら、安定配

当を維持していくことを基本としております。 

なお、当期の配当金につきましては、無配であります。 
 

（3） 投資単位の引き下げに関する考え方および方針等 

当社は、投資家層の拡大、株式の流動性向上が資本政策上の重要課題と認識し、より多くの投資家の方々に投資

して頂き易い環境とするため、投資単位を 100 株としております。 
 

（4） 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。成長分野の育成、事業の再構築、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。 
 

（5）中長期的な経営戦略 

「フォワーディング事業」、「ロジスティクス事業」を運送事業の柱に、グループ一丸となり、運送事業の拡大を

推し進めてまいります。 

フォワーディング事業では、中・長距離の定期便、突発的なチャーター輸送、冷凍・冷蔵車、重量物運搬に必要

な特殊車輌での輸送など、荷主に最適な輸送手段の手配を行い、荷主企業のニーズに対応できる、オーナー・オペ

レーター14,207 件、サブ・コントラクター654 社、コントラクト・スタッフ 5,119 件を擁した物流ネットワークを

形成しております。物流ネットワークの拡大のため、Ｍ＆Ａやアライアンスを引き続き積極的に取り組んでまいり

ます。 

また、ロジスティクス事業では、物流システムに係る「保管」・「輸送」・「在庫管理」・「荷役」・「情報サービス」

などを統合し、トータル的にサポートする事業を展開してまいります。 

また、多様化する物流ニーズに柔軟に対応するため「金融サービス」も展開し、物流・金流を網羅し、貨物運送

業界全体のマーケット攻略を行ってまいります。 

 

（6）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た体制を整え、開発事業の再編を図っていく所

存であります。「長期未収債権ゼロ計画」のもと、平成 18年 11月 1日より、開発事業における当社保証のオート・

ローンの取組みを一切停止し、オート・リース主導のオーナー・オペレーター開発を行ってまいります。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。 
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3．経営成績及び財政状態 

 (1) 経営成績 

①当中間期(18年 9月中間期の概要) 

 当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格の動向や金利上昇懸念などの不安定な要素はあるものの、企業収

益が堅調に推移し、雇用状況の改善により個人消費が持ち直すなど、景気は回復基調で推移しております。 

トラック運送業界におきましても、製造業の景気回復基調が鮮明になったことを受け荷動きは改善してきたものの、依

然高騰基調にある燃料価格のコスト増や改正道路交通法への対応などがマイナス材料となっており、業界の景況感は厳し

さが続いております。 

このような状況の下、「事業構造改革」を推進し、「フォワーディング事業」、「ロジスティクス事業」を柱に、運送事業

に経営資源を集中した成長拡大に拍車をかけております。 

これらの結果、運送事業（貨物運送受託業務）の売上高は 18,523百万円（前年同期比 24.5％増）となりましたが、開

発事業（委託事業主開発業務等）の売上高は 3,514百万円（前年同期比 10.5％減）となり、全体の売上高は 22,038百万

円（前年同期比 17.2％増）となりました。 

利益面におきましては、開発事業の一層の与信強化に加え、子会社の軽貨急配マーケットサービス㈱の営業損失等に

より、営業損失は 279百万円（前年同期営業損失 879百万円）、経常損失は 313百万円（前年同期経常損失 1,006百万円）、

長期未収債権の譲渡による特別損失の計上、残存する長期未収債権の引当金の追加計上、信販会社の保有する割賦債権残

高に対する債務保証損失引当金の計上及び当中間連結会計期間に取得した子会社 2 社の業績低迷によるのれんの一括償

却等により、中間純損失は 3,766百万円（前年同期中間純損失 1,182百万円）となりました。 

 

セグメント別業績 

（運 送 事 業       ） 

 運送事業の売上高は 18,523 百万円（前年同期比 24.5％増）となりました。また、同事業の売上総利益は 3,197 百万円

（前年同期比 1.2％減）と順調に推移いたしました。しかしながら、子会社の軽貨急配マーケットサービス㈱の営業損失

等により、同事業の営業利益は 843 百万円（前年同期比 51.3％減）となりました。 

当社の収益の柱となる運送事業では、下期、フォワーディング事業の一層の強化及び子会社での不採算取引の解消等に

より、一層の営業利益アップを図ります。 

なお、当中間連結会計期間における各委託先の契約件数は、オーナー・オペレーターが 14,207 件（前連結会計年度末

13,884 件）、サブ・コントラクターが 654 社（前連結会計年度末 424 社）、コントラクト・スタッフが 5,119 件（前連結

会計年度末 4,548 件）となっております。 

 

（開 発 事 業       ） 

 長期未収債権の発生抑制のために、引き続き、オーナー・オペレーターの審査強化を図ると共に、オート・リースを推

進してまいりました。この結果、同事業の売上高は 3,514 百万円（前年同期比 10.5％減）となりました。また、これに

伴い、同事業の売上総利益は 1,613 百万円（前年同期比 32.9％減）、営業損失は 93 百万円（前年同期損失 1,749 百万円）

となりました。 

 

②次期の見通し 

従来のオート・ローン主体から、オート・リース主体にオーナー・オペレーターの開発をシフトすることにより、長期

未収債権問題は解決し、安定的な財務基盤を確保出来る体制づくりが整いました。今期中に事業構造改革を完了させ、「総

合物流アウトソーサー」として、さらなる拡大を図ります。 
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（2）財政状態 

 

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末よりも 1,809 百万円減少し 3,808

百万円となっております。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 税金等調整前中間純損失は、長期未収債権等の譲渡による特別損失の計上等により前中間連結会計期間と比して

2,623百万円拡大し、3,705百万円の中間純損失となりました。また、前連結会計年度に実施いたしました長期未収債

権の流動化による優先受益権の償還、連結子会社軽貨ファイナンス・リースのファクタリング事業の展開による営業

債権の増加及び当中間期に新たに買収した連結子会社の赤字等により、当中間連結会計期間における営業活動による

キャッシュ・フローは前年同期に比べ 2,268百万円減少し、△1,846百万円になりました。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間連結会計期間において、投資活動によるキャッシュ・フローは前年同期に比べ 341百万円減少し、△416百

万円となりました。これは、投資有価証券の取得及び連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得によるものであります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間連結会計期間において、財務活動によるキャッシュ・フローは前年同期に比べ 2,650百万円増加し 550百万

円となりました。これは、種類株式及び転換社債型新株予約権付社債の発行 5,141百万円がありましたが、第 2回無

担保転換社債型新株予約権付社債の繰上償還等による社債の償還による支出 4,371百万円等によるものであります。 

 

 （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 16年 9月期中 平成 17年 3月期 平成 17年 9月期中 平成 18年 3月期 平成 18年 9月期中 

自 己 資 本 比 率 （％） 23.8 △7.7 △18.3 △10.0 △3.5 

時価ベースの自己資本比率 （％） 22.5 44.0 90.6 80.7 31.7 

債 務 償 還 年 数 （年） － － 28.2 13.3 － 

インタレスト・カバレッジ・レシオ  － － 756.4 986.3 － 

 

（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(中間期については年換算(×2)した額） 

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  
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 16年 9月期中、平成 17年 3月期及び平成 18年 9月期中において、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。 

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。 
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（3）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。 

 

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、当中間連結会計年度末の保証債務残高は 858 百万円（前連結会計年度 865 百万円）で

あります。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。 

当中間連結会計期間において上記の債権の一部を平成 18年 12月にサービサー会社に譲渡する予定であります｡ 

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、保証リスクを廃除するため、今後、当社保証のオート・ローンの取組みを一切停止いたします

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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４ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【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17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

(資産の部)           

Ⅰ 流動資産           

現金及び預金 ※２  3,683   4,766   6,825  

受取手形及び売掛金   2,710   4,080   3,242  

割賦売掛金   2,095   33   1,951  

譲渡対象債権   ―   1,149   ―  

たな卸資産   147   52   61  

繰延税金資産   0   1   1  

その他   923   907   905  

貸倒引当金   △155   △995   △234  

流動資産合計   9,404 65.1  9,996 54.5  12,752 70.6 

Ⅱ 固定資産           

有形固定資産 ※１          

建物及び構築物 ※２ 342   458   330   

機械装置 
及び運搬具 

 145   305   129   

土地 ※２ 623   645   623   

その他  118 1,229  155 1,564  113 1,196  

無形固定資産  133 133  415 415  135 135  

投資その他の資産           

長期未収入金  2,160   890   2,266   

破産・更生債権 
その他これらに 
準ずる債権 

 3,257   3,663   872   

差入保証金 ※２ 1,262   1,497   1,253   

劣後信託受益権  ―   983   276   

その他 ※２ 924   1,380   907   

貸倒引当金  △3,934 3,671  △2,054 6,362  △1,601 3,975  

固定資産合計   5,034 34.9  8,342 45.5  5,307 29.4 

資産合計   14,439 100.0  18,339 100.0  18,060 100.0 
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前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

(負債の部)           

Ⅰ 流動負債           

支払手形及び買掛金   283   855   461  

短期借入金 ※２  3,126   3,702   1,800  

一年以内償還予定の 
社債   640   693   793  

一年以内返済予定の 
長期借入金 

※２  2,960   2,967   2,813  

委託事業主等 
未払金 

  1,921   2,255   2,194  

未払法人税等   121   85   169  

賞与引当金   110   ―   119  

割賦前受利息   1,305   853   1,410  

債権譲渡損失引当金   ―   1,057   ―  

その他   947   1,361   1,078  

流動負債合計   11,418 79.1  13,834 75.4  10,841 60.0 

Ⅱ 固定負債           

社債   1,075   934   5,356  

長期借入金 ※２  4,075   2,745   3,163  

退職給付引当金   92   100   72  

役員退職慰労引当金   349   345   
 

367 
 

債務保証損失引当金   ―   848   ―  

その他   26   136   23  

固定負債合計   5,618 38.9  5,109 27.9  8,982 49.8 

負債合計   17,073 118.0  18,944 103.3  19,824 109.8 

           

(少数株主持分)           

少数株主持分   37 0.3  ― ―  32 0.2 

           

(資本の部)           

Ⅰ 資本金   3,763 26.1  ― ―  4,165 23.1 

Ⅱ 資本剰余金   3,687 25.5  ― ―  4,086 22.6 

Ⅲ 利益剰余金   △9,968 △69.1  ― ―  △9,927 △55.0 

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  ― ―  ― ―  △1 △0.0 

Ⅴ 自己株式   △118 △0.8  ― ―  △118 △0.7 

資本合計   △2,636 △18.3  ― ―  △1,796 △10.0 

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

  14,439 100.0  ― ―  18,060 100.0 
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前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

(純資産の部)           

Ⅰ 株主資本           

資本金   ―   6,815 37.2  ―  

資本剰余金   ―   6,735 36.7  ―  

利益剰余金   ―   △14,067 △76.7  ―  

自己株式   ―   △118 △0.7  ―  

株主資本合計   ―   △634 △3.5  ―  

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   ―   ― ―  ―  

Ⅳ 少数株主持分   ―   31 0.2  ―  

純資産合計   ―   △605 3.3  ―  

負債及び純資産合計   ― ―  18,339 100.0  ― ― 
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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17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

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) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
百分比 
(％) 

金額(百万円) 
百分比 
(％) 

金額(百万円) 
百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高   18,810 100.0  22,038 100.0  39,122 100.0 

Ⅱ 売上原価   13,162 70.0  17,222 78.1  27,915 71.4 

売上総利益   5,648 30.0  4,815 21.9  11,207 28.6 

Ⅲ 販売費及び一般管理費           
広告宣伝費  753   838   1,659   
貸倒引当金繰入額  323   307   285   
退職給付引当金繰入額  64   34   66   
報酬・給与・手当  1,545   1,836   3,379   
賞与引当金繰入額  99   ―   108   
福利厚生費  180   251   395   
旅費交通費  163   200   339   
賃借料  471   489   935   
減価償却費  51   62   112   

貸倒損失  2,127   113   2,475   

のれんの償却額  ―   114   ―   

その他  747 6,527 34.7 846 5,095 23.1 1,465 11,223 28.7 

営業利益   △879 △4.7  △279 △1.3  △15 △0.0 

Ⅳ 営業外収益           
受取手数料  36   30   75   
損害金収入  36   6   101   
金利スワップ収入  ―   16   ―   
受取キャンセル料  9   ―   9   
その他  35 118 0.6 89 142 0.6 83 270 0.7 

Ⅴ 営業外費用           
支払利息  59   63   109   
支払手数料  118   59   442   
その他  67 245 1.3 52 175 0.8 230 782 2.0 

経常利益   △1,006 △5.4  △313 △1.4  △528 △1.4 

Ⅵ 特別利益           
固定資産売却益 ※１ 0   9   2   
貸倒引当金戻入益  ―   20   36   

賞与引当金戻入益  1   2   ―   

退職給付引当金戻入益  8   0   7   

役員退職慰労引当金戻入益  ―   9   ―   

その他  1 11 0.1 0 42 0.2 2 48 0.1 

Ⅶ 特別損失           
固定資産除却損 ※２ 0   0   1   

固定資産売却損 ※３ 0   0   0   

リース解約損  14  ― 14  

債権譲渡損失引当金繰入額  ―   1,057   ―   

貸倒引当金繰入額  ―   580   ―   

債務保証損失引当金繰入額  ―   848   ―   

のれんの償却額 ※４ ―   907   ―   

商品評価損  71   ―   205   

その他  ― 86 0.5 40 3,434 15.6 107 330 0.8 

税金等調整前中間(当期) 
純利益又は税金等調整前
中間純損失(△) 

  △1,081 △5.8  △3,705 △16.8  △809 △2.1 

法人税、住民税 
及び事業税 

 111   51  170  

法人税等調整額  0 112 0.6 0 51 0.2 △0 170 0.4 

少数株主損失   △11 △0.1  9 0.0  △18 △0.0 

中間(当期)純利益又は 
中間純損失(△) 

  △1,182 △6.3  △3,766 △17.1  △961 △2.5 
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③ 【中間連結剰余金計算書】 

 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 

(資本剰余金の部)      

Ⅰ 資本剰余金期首残高   3,687  3,687 

Ⅱ 資本剰余金増加高      

   新株予約権の行使による 
   資本準備金増加高  ― ― 398 398 

Ⅲ 資本剰余金中間期末(期末) 
  残高 

  3,687  4,086 

      

(利益剰余金の部)      

Ⅰ 利益剰余金期首残高   △8,711  △8,711 

Ⅱ 利益剰余金増加高      

連結除外に伴う剰余金増加
額 

 51 51 50 50 

Ⅲ 利益剰余金減少高      

配当金  126  306  

   中間当期純損失  1,182 1,308 961 1,267 

Ⅳ 利益剰余金中間期末(期末) 
  残高 

  △9,968  △9,927 
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④ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

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) 

 

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 △9,927 △118 △1,794 

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 

 役員賞与の支給   △29  △29 

 中間純損失   △3,766  △3,766 

 自己株式の取得    △0 △0 

 株主資本以外の項目の中間連結 

 会計期間中の変動額(純額) 
     

中間連結会計期間中の変動額合計 

(百万円) 
2,650 2,649 △4,139 △0 △1,159 

平成18年９月30日残高(百万円) 6,815 6,735 △14,067 △118 △634 

 

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 

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 32 △1,763 

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 

 役員賞与の支給    △29 

 中間純損失    △3,766 

 自己株式の取得    0 

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額) 

0 0 △1 △1 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円) 

0 0 △1 1,158 

平成18年９月30日残高(百万円) △1 △1 31 △605 
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⑤ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18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17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 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 

    

税金等調整前中間(当期)
純利益又は税金等調整前 
中間純損失(△) 

 △1,081 △3,705 △809 

減価償却費  74 124 157 

のれんの償却額  ― 1,022 ― 

貸倒引当金の増減額 
(減少：△) 

 2,160 994 △94 

債権譲渡損失引当金の 
増減額(減少：△) 

 ― 1,057 ― 

債務保証損失引当金の 
増減額(減少：△) 

 ― 848 ― 

賞与引当金の増減額 
(減少：△) 

 △2 △119 5 

退職給付引当金の増減額 
(減少：△) 

 12 7 △7 

役員退職慰労引当金の 
増減額(減少：△) 

 18 △21 35 

受取利息及び受取配当金  △5 △10 △5 

支払利息  59 63 109 

売上債権の増減額 
(増加：△) 

 △33 6 △540 

割賦債権の増減額 
(増加：△) 

 892 2,125 1,036 

譲渡対象債権の増減額 
(増加：△) 

 ― △1,149 ― 

たな卸資産の増減額 
(増加：△) 

 15 16 101 

長期未収入金の増減額 
(増加：△) 

 △2 1,376 △107 

破産更生債権等の増減額 
(増加：△) 

 △19 △2,602 2,365 

劣後信託受益権の増減額 
(増加：△) 

 127 △707 △148 

仕入債務の増減額 
(減少：△) 

 △169 92 279 

未払消費税等の増減額 
(減少：△) 

 119 △92 198 

その他資産・負債の 
増減額 

 △1,149 △947 △903 

その他  △452 △30 △427 

小計  563 △1,649 1,245 

利息及び配当金の受取額  4 10 5 

利息の支払額  △55 △67 △106 

法人税等の支払額  △91 △140 △94 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 421 △1,846 1,048 
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前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18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17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 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 

    

定期預金の 
預入による支出 

 △138 △633 △276 

定期預金の 
払出による収入 

 60 703 560 

有形固定資産の 
取得による支出 

 △80 △90 △121 

有形固定資産の 
売却による収入 

 7 13 10 

投資有価証券の 
取得による支出 

 ― △300 △99 

投資有価証券の 
売却による収入 

 103 98 103 

貸付けよる支出  △0 ― △0 

貸付金の回収による収入  0 1 1 

連結の範囲の変更を伴う
子会社株式の取得による
支出 

 ― △131 ― 

その他  △27 △77 △25 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △75 △416 151 

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー 

    

短期借入金純増減額 
(減少:△) 

 △774 1,814 △2,351 

長期借入れによる収入  200 ― 864 

長期借入金の 
返済による支出 

 △1,471 △1,705 △2,943 

社債の発行による収入  288 4,146 5,743 

社債の償還による支出  △215 △4,371 △460 

株式の発行による収入  ― 994 ― 

自己株式の取得による 
支出 

 △0 △0 △0 

配当金の支払額  △126 △337 △303 

少数株主からの払込によ
る収入 

 ― 10 2 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 △2,099 550 549 

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：△) 

 △1,753 △1,712 1,750 

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  期首残高 

 3,899 5,618 3,899 

Ⅶ 連結追加に伴う現金及び 
現金同等物の増加額 

 △32 △97 △32 

Ⅷ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高 

※1 2,114 3,808 5,618 
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中間連結財務諸表上の「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17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

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) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当社グループは、当中間連結会計
期間末において、資本の部が2,636
百万円のマイナスになっておりま
す。当該状況により、継続企業の前
提に関する重要な疑義が存在して
います。当社は当中間連結会計期間
が属する連結会計年度の末日現在
において継続企業であることから、
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いません。 

 

 当社グループは、当中間連結会計期
間において3,766百万円の中間純損失
を計上しており、同期間において純資
産の部が605百万円のマイナスとなっ
ております。また、営業活動によるキ
ャッシュ・フローは1,846百万円のマイ
ナスとなっております。 
 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、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 
 

 当社グループは、当連結会計年
度末において、資本の部が1,796
百万円のマイナスになっておりま
す。当該状況により、継続企業の
前提に関する重要な疑義が存在し
ています。当社グループは連結貸
借対照表日の翌日から１年間継続
企業であったことから、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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前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

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

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

―――  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。 
 

――― 
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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 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

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

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

連結の範囲に関す

る事項 

(1) 連結子会社の数 ９社 

  連結子会社の名称 

  ㈱エムシーコンビニエ

ンス 

  軽貨急配シーエス㈱ 

  ㈱ラック 

  軽貨急配事業協同組合 

  協和ロジスティック㈱ 

  債権管理システムサー

ビス㈱ 

  東京合同ロジコム㈱ 

  日本信用保証システム

㈱ 

  トラステックスリース

㈱ 

   なお、トラステックス

リース㈱は、平成17年９

月27日に当社の全額出

資により設立したため、

連結の範囲に含めてお

ります。 

   また、軽貨急配事業協

同組合、協和ロジスティ

ック㈱、債権管理システ

ムサービス㈱、 

  東京合同ロジコム㈱、 

  及び日本信用保証シス

テム㈱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。 

   前連結会計年度にお

いて連結子会社であり

ました東京合同運輸倉

庫㈱、㈱東京パーセルサ

ービス及び協和運輸サ

ービス㈲は、平成17年３

月31日に提携関係を解

消し、これら３社への支

配力が及ばなくなった

ことから、当連結会計年

度より連結の範囲から

除外しております。 

 

(1) 連結子会社の数 11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 

協和ロジスティック㈱ 

  東京合同ロジコム㈱ 

     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。 

  債権管理システムサービ

ス㈱及び日本信用保証シ

ステム㈱は実質的に営業

活動を休止しており、これ

ら２社への支配力が及ば

なくなったことから、連結

の範囲から除外しており

ます。 

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 

  軽貨急配事業協同組

合 

  軽貨ファイナンス・リ

ース㈱ 

  協和ロジスティック

㈱ 

  債権管理システムサ

ービス㈱ 

  東京合同ロジコム㈱ 

  日本信用保証システ

ム㈱ 

 なお、軽貨ファイナ

ンス・リース㈱(旧社名

トラステックスリース

㈱)、は、平成17年９月

27日に当社の全額出資

により設立したため、

連結の範囲に含めてお

ります。 

㈱エムシーコンビニ

エンスは、平成17年10

月１日に当社が吸収合

併したため、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。 

また、協和ロジステ

ィック㈱、債権管理シ

ステムサービス㈱、東

京合同ロジコム㈱及び

日本信用保証システム

㈱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。 

前連結会計年度にお

いて連結子会社であり

ました東京合同運輸倉

庫㈱、㈱東京パーセル

サービス及び協和運輸

サービス㈲は、平成17

年３月31日に提携関係

を解消し、これら３社

への支配力が及ばなく

なったことから、当連

結会計年度より連結の

範囲から除外しており

ます。 
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

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

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

２ 持分法の適用

に関する事項 

 該当事項はありません。 同左 同左 

３ 連結子会社の

中間決算日(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。 

 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㈱ 

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。 

 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。 

 

 

 

 

 

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) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

(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) 

 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 

     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 
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[訂正後] 

項目 

前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

 (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 

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 

同左 

  ② 無形固定資産 

   自社利用のソフトウ

ェアについては、社内

における見込利用可能

期間(５年)に基づく定

額法によっておりま

す。 

 ② 無形固定資産 

同左 

 ② 無形固定資産 

同左 

 (3)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 

 

（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。 

(3)繰延資産の処理方法 

社債発行費及び新株発

行費 

同左 

 (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 
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[訂正後] 

項目 

前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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。 

 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

込額のうち当期の負

担額を計上しており

ます。 

  ③ 退職給付引当金 

   従業員の退職給付に

備えるため、当中間連

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。 

 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

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。 

 

 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。 



トラステックスホールディングス㈱（9374）平成 19年 3月期 中間決算短信 

 

－ 23 － 

[訂正後] 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

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

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  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。 

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。 

 

 (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 

同左 

(5) 重要なリース取引の

処理方法 

同左 

 (6) 重要なヘッジ会計の方

法 

 ① ヘッジ会計の方法 

   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。 

 ② ヘッジ手段とヘッジ

対象 

   ヘッジ手段 

    デリバティブ取引

(金利スワップ取

引) 

   ヘッジ対象 

    変動金利支払いの

借入金 

 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。 

 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。 

 

 

 

(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 

同左 

 

 

 

 

 

 

③ ヘッジ方針 

同左 

 

 

 

 

 

 ④ ヘッジの有効性評価の

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 

同左 

 

 

 

 

 

 

 ③ ヘッジ方針 

同左 

 

 

 

 

 

 ④ ヘッジの有効性

評価の方法 

同左 
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[訂正後] 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

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

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (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

息につきましては、売上

高に計上しております。 

(7) 収益の計上基準 

同左 

(7) 収益の計上基準 

同左 

 (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。 

(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 

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 

同左 

５ 中間連結キャ

ッシュ・フロー

計算書(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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[訂正後] 

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17年４月１日 

至 平成17年９月30日) 

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) 

前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

 当中間連結会計期間より、固定資

産の減損に係る会計基準(「固定資

産の減損に係る会計基準の設定に

関する意見書」(企業会計審議会 

平成14年８月９日))及び「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針」

(企業会計基準適用指針第６号 平

成15年10月31日)を適用しておりま

す。これによる損益に与える影響は

ありません。 

――― (固定資産の減損に係る会計基準) 

 当連結会計年度より、固定資産の

減損に係る会計基準(「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」(企業会計審議会 平成

14年８月９日))及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」(企

業会計基準適用指針第６号 平成

15年10月31日)を適用しておりま

す。これによる損益に与える影響は

ありません。 

――― (貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等) 

当中間連結会計期間より、「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△636百万円であります。 

 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。 

――― 

――― (企業結合に係る会計基準等) 

 当中間連結会計期間より「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 平成17

年12月27日 企業会計基準適用指針第

10号）を適用しております。 

――― 

 (ストック・オプション等に関する会

計基準等) 

 当中間会計期間から「ストック・オ

プション等に関する会計基準」（企業

会計基準委員会  平成17年12月27日  

企業会計基準第8号）及びストック・

オプション等に関する会計基準の適

用指針」（企業会計基準委員会  最終

改正平成18年5月31日  企業会計基準

適用指針第11号）を適用しておりま

す。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 
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[訂正後] 

表示方法の変更 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

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

(中間連結貸借対照表) 

 前中間連結会計期間まで流動資産に区分掲記しており

ました「未収入金」(当中間連結会計期間490百万円)は、

資産の総額の100分の５以下となったため、流動資産の

「その他」に含めて表示しております。 

 

(中間連結損益計算書) 

 前中間連結会計期間まで販売費及び一般管理費に区分

掲記しておりました「支払手数料」(当中間連結会計期間

249百万円)は、販売費及び一般管理費の100分の10以下と

なったため、販売費及び一般管理費の「その他」に含め

て表示しております。 

 

 前中間連結会計期間まで営業外費用に区分掲記してお

りました「売上割引」(当中間連結会計期間0百万円)は、

金額的重要性が低くなったため、営業外費用の「その他」

に含めて表示しております。 

 

 前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました「投

資有価証券売却益」(当中間連結会計期間1百万円)は、特

別利益の100分の10以下となったため、特別利益の「その

他」に含めて表示しております。 

 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書) 

 前中間連結会計期間まで「長期未収入金の増減額(増

加：△)」(前中間連結会計期間△164百万円)、「破産更生

債権等の増減額(増加：△)」(前中間連結会計期間△44

百万円)及び「劣後信託受益権の増減額(増加：△)」(前

中間連結会計期間824百万円)については、営業活動によ

るキャッシュ・フローの「売上債権の増減額(増加：△)」

に含めて表示しておりましたが、当中間連結会計期間よ

り割賦債権についても債権流動化の対象となり、優先債

権でないものについては、長期未収入金、劣後信託受益

権として表示されることとなったため、中間連結キャッ

シュ・フロー計算書上も、「長期未収入金の増減額(増

加：△)」、「破産更生債権等の増減額(増加：△)」及び「劣

後信託受益権の増減額(増加：△)」として別掲科目とし

て表示しております。 

(中間連結貸借対照表) 

――― 

  

 

 

 

(中間連結損益計算書) 

――― 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書) 

――― 
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[訂正後] 

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17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

 1,393百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

 1,872百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

 1,435百万円 
※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 

建物 193百万円

土地 523百万円

計 716百万円
 

※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 187百万円

土地 523百万円

計 715百万円
 

  (2) 上記に対応する債務 

短期借入金 676百万円 

  (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 457百万円

一年以内 
返済予定の 
長期借入金 

180百万円

長期借入金 175百万円

計 813百万円 
  (上記以外のもの) 

  (1) 担保提供資産 

差入保証金 690百万円

投資その他 
の資産 
「その他」 

50百万円

計 740百万円

    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 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 749百万円

    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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[訂正後] 

 
前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

 ３ 保証債務 

   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㈱          135百万円 

オリックス 

自動車㈱          1百万円 

㈱セントラル 

ファイナンス     15百万円 

㈱アプラス      279百万円 

Ｔ＆Ｄ太陽 

大同リース㈱     23百万円 

三洋電機 

クレジット㈱     73百万円 

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㈱       30百万円 

計              851百万円 

 

 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㈱            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 

債務保証損失引当金 △808百万円 

差額金        △50百万円 

 

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 

債務保証損失引当金  △40百万円 

差額金       △1,252百万円 
 
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 

   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㈱          100百万円 
オリックス 

自動車㈱          0百万円 

㈱セントラル 

ファイナンス     15百万円 

㈱アプラス      325百万円 

Ｔ＆Ｄ太陽 

大同リース㈱     14百万円 

三洋電機 

クレジット㈱     73百万円 
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㈱       39百万円 
新生セールス 
ファイナンス 

㈱                3百万円 

計              865百万円 

   なお、日本カーソリューショ

ンズ㈱は、平成17年10月１日付

でＮＴＴオートリース㈱とセン

チュリー・オート・リース㈱が

合併したことにより商号変更し

たものであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 



トラステックスホールディングス㈱（9374）平成 19年 3月期 中間決算短信 

 

－ 29 － 

[訂正後] 

前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成18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７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3,850百万円 

借入実行残高    2,626百万円 

差引額         1,223百万円 

 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3,620百万円 

借入実行残高    1,000百万円 

差引額         2,620百万円 
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[訂正後] 

(中間連結損益計算書関係) 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

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

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18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 

      0百万円 

※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 

      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。 

機械装置及び運搬具 

       2百万円 
※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 

      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 

       2百万円 
※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 

   有形固定資産「その他」 

      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。 

 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。 

機械装置及び運搬具 

       0百万円 

   有形固定資産「その他」 

       0百万円 

   計   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。 
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[訂正後] 

(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

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） 

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） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加 1,320株 

 
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。 
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[訂正後] 

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。 
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[訂正後] 

(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17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

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) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18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 

3,683百万円

預入期間が 
３ヶ月を超える 
定期預金 

△1,568百万円

現金及び 
現金同等物 

2,114百万円

  

 ※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 

4,766百万円 

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 

3,808百万円 

   

 ※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 

6,825百万円 

預入期間が 
３ヶ月を超える 

定期預金 
△1,206百万円 

現金及び 
現金同等物 
 

5,618百万円 

   
※２     ――― 

 

 

 

※２     ――― 

 

 

 ※２ 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 

401百万円

新株予約権の行
使による資本準
備金増加額 

398百万円

新株予約権の行
使による新株予
約権付社債減少
額 

800百万円

 
 

(リース取引関係) 

半期報告書についてＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。 
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[訂正後] 

(有価証券関係) 

(前中間連結会計期間) 

１ 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 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) 
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 

 

(前連結会計年度) 

１ 時価のある有価証券 

 

区分 
前連結会計年度末 

(平成18年３月31日現在) 

その他有価証券 取得原価(千円) 
連結貸借対照表 
計上額(千円) 

差額(千円) 

株式 ― ― ― 

その他 99 96 △3 

計 99 96 △3 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

 

内容 
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 
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(デリバティブ取引関係) 

半期報告書についてＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。 

 

(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17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 14,880 3,929 18,810 ― 18,810 

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

― 156 156 (156) ― 

計 14,880 4,086 18,966 (156) 18,810 

営業費用 13,148 5,835 18,984 706 19,690 

営業利益 1,732 △1,749 △17 (862) △879 

(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874百万円であり、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。 
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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) 

 

 
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 18,523 3,514 22,038  22,038 

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

― 22 22 (22) ― 

計 18,523 3,537 22,060 (22) 22,038 

営業費用 17,680 3,630 21,311 1,006 21,317 

営業利益 843 △93 749 (1,029) △279 

(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。 
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前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18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 30,883 8,239 39,122 ― 39,122 

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

― 156 156 (156) ― 

計 30,883 8,396 39,270 (156) 39,122 

営業費用 27,439 10,097 37,537 1,601 39,138 

営業利益 3,443 △1,701 1,742 (1,758) △15 

(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

事業主及び委託事業会社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1,771百万円であり、その主なものは

親会社の管理部門に係わる費用であります。 
 

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17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。 
 

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18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。 
 

【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17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。 
 

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18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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 (１株当たり情報) 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

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

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額 △36.69円 １株当たり純資産額 △32.57円 １株当たり純資産額  △23.95円 

１株当たり中間純利益 19.13円 １株当たり中間純利益 45.44円 

 
１株当たり中間純利益 14.66円 
 

 
潜在株式調整後 
１株当たり中間純利益   ―円 
 
 
(注)当社は、平成17年８月19日付で

株式１株につき５株の株式分割
を行っております。 

  なお、当該株式分割が前期首に
行われたと仮定した場合の１株
当たり情報については、それぞ
れ以下のとおりとなります。 

前中間連結会計期間 前連結会計年度 

１株当たり純資産額 
144.95円 

１株当たり純資産額 
△86.54円 

１株当たり中間 
純損失金額 

25.28円 

１株当たり当期 
純損失金額 

15.66円 
潜在株式調整後 
１株当たり 
中間純利益金額 

― 

潜在株式調整後 
１株当たり 
当期純利益金額 

― 
潜在株式調整後１株
当たり中間純利益に
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。 

  

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㈱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 

1株当たり当期純利益  ―円 

 
(注)当社は、平成17年８月19日付で株

式１株につき５株の割合で株式
分割を行っております。 

  なお、当該株式分割が前期首に
行われたと仮定した場合の前連
結会計年度における１株当たり
情報については、以下のとおり
となります。 

１株当たり 
純資産額 

△86円54銭 

１株当たり 
当期純損失 

15円66銭 

潜在株式調整後 
１株当たり 
当期純利益 

―円―銭 

  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 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

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) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

純資産の部の合計額 ―百万円 △605百万円 ―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種類株式の発行金額） 

―百万円 
(―百万円) 
(―百万円) 
(―百万円) 

3,031百万円 
(31百万円) 

(2,000百万円) 
(1,000百万円) 

―百万円 
(―百万円) 
(―百万円) 
(―百万円) 

普通株式に係る中間期末の純
資産額 

―百万円 △3,636百万円 ―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 

―株 111,638,020株 ―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17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

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) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

中間(当期)純利益または中間
純損失(△) 

△1,182百万円 △3,766百万円 △961百万円 

普通株主に帰属しない金額 ―百万円 ―百万円 29百万円 

（うち利益処分による役員賞
与金） 

(―百万円) (―百万円) (29百万円) 

普通株式に係る中間(当期) 
純利益または中間純損失(△) 

△1,182百万円 △3,766百万円 △990百万円 

普通株式の期中平均株式数 61,796,724株 82,905,598株 67,577,553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 9,341,823株 35,355,520株 10,723,229株 

(うち新株予約権) (―株) (19,716,785株) (6,039,521株) 

(うち優先株式) (9,341,823株) (15,638,735株) (4,683,708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 

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17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

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) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 当社は、平成17年11月25日開催

の取締役会において、第２回無担

保転換社債型新株予約権付社債の

発行を決議し、平成17年12月12日

に発行いたしました。 

  発行の概要は以下のとおりであ

ります。 

 (1) 発行総額 

   5,000,000千円 

 (2) 発行価額 

   額面100円につき金100円 

 (3) 払込期日及び発行日 

   平成17年12月12日 

 (4) 償還期限 

   平成22年12月10日 

 (5) 利率 

   本社債には利息を付さない。 

 (6) 当初転換価額 

   226円 

 (7) 新株予約権の行使期間 

   平成17年12月13日から 

   平成22年12月９日まで 

 (8) 担保又は保証 

   なし 

 (9) 資金の使途 

   当社の完全子会社であるトラ

ステックスリース㈱の設備投資

のための融資、及び当社の運送

事業の成長・拡大のためのＭ＆

Ａ資金に充当する予定。 

――― 

   

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

    

  

    

  

    

 当社は、平成18年５月12日付で㈱

プラスパの全株式を取得し連結子会

社といたしました。 

１ 取得株式数、取得金額及び取得

前後の所有株式の状況 

 (1) 異動前の所有株式数 

0株  (所有割合   0％) 

 (2) 取得株式数 

340株(取得金額150,008千円) 

 (3) 異動後の所有株式数 

340株  (所有割合  100％) 

２ 異動する子会社(㈱プラスパ)の

概要 

 (1) 商号 

㈱プラスパ 

 (2) 代表者 

代表取締役社長 北野榮市 

 (3) 所在地 

埼玉県草加市青柳６丁目44番

10号 

 (4) 設立年月日 

平成７年１月26日 

 (5) 主な事業の内容 

貨物利用運送事業 

貨物自動車運送事業 

 (6) 決算期 

１月31日 

 (7) 従業員数 

159名(平成17年５月現在) 

 (8) 資本の額 

17,000千円 

 (9) 発行済株式総数 

340株 

 (10) 大株主構成及び所有割合 

北野榮市 340株 100％ 

３ 取得目的 

  運送事業の強化及びフォワーデ

ィング事業の展開のため。 
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前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

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

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

２ 新株予約権の発行 

  当社は、平成17年６月29日開催

の第18期定時株主総会で決議した

商法第280条ノ20及び第280ノ21の

規定に基づくストックオプション

としての新株予約権の発行につい

て、平成17年12月16日開催の取締

役会において以下のとおり当該新

株予約権の発行を決議いたしまし

た。 

発行日 平成17年12月26日 

発行数 25,000個 

発行価額 

目的となる株式の種類及び数 

 普通株式 2,500,000株 

行使に際しての払込価額 

 １株当たり   213円 

行使期間 

 平成17年12月26日から 

 平成20年12月25日まで 

取得の申込みの勧誘の相手方の

人数及びその内訳 

 当社取締役 ５名 24,700個 

 当社常勤監査役 １名 300個 

権利行使の条件 

   権利行使の条件については、

当社と付与対象者との間で締結

する契約書に定めるところによ

ります。 

――― 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

 

    

――― 

 

 

５ 販売の状況 

（単位：百万円） 

当中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

自 平成 17年 4月 1日 自 平成 18年 4月 1日 自 平成 17年 4月 1日 
（ 

至 平成 17年 9月 30日 
） （ 

至 平成 18年 9月 30日 
） （ 

至 平成 18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） 
14,880 79.1 18,523 84.1 30,883 78.9 

開発事業 

（委託事業主開発業務等） 
3,929 20.9 3,514 15.9 8,239 21.1 

合 計 18,810 100.0 22,038 100.0 39,122 100.0 
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平成 19年 3 月期       個別中間財務諸表の概要                      平成 20年 12月 19日 

上 場 会 社 名 トラステックスホールディングス株式会社 
  (旧会社名 軽貨急配株式会社) 

上場取引所 大証第２部 
 
コ ー ド 番 号 9374   URL http://www.trustex.jp/ 
 
代  表  者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 齋藤 正継  
問合せ先責任者 (役職名) 執行役員財務統括本部長 (氏名) 籔内 寿樹 TEL (06)6907-5700(代表)  
 
中間決算取締役会開催日   平成 18年 11月 24日         配当支払開始日  平成－年－月－日 

単元株制度採用の有無      ◯有（1単元 100株）・無 

1．18 年 9 月中間期の業績（平成 18 年 4月 1日～平成 18 年 9月 30 日） 

（1）経営成績            （注）表示金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 

18年 9月中間期 19,158 （     12.2） 393 （△42.7） 347 （△37.8） 

17年 9月中間期 17,075 （    △0.2） 686 （ 42.0） 558 (  51.1） 

18年 ３ 月 期 36,614 （     8.8） 1,815 ( 232.5） 1,305 ( 735.7） 
 
 

中間(当期)純利益又は中間純損失(△) 
1株当たり中間(当期)純利益又は中間純損失

(△) 

 百万円   ％ 円  銭 

18年 9月中間期 △3,465 (   ―） △41 80 

17年 9月中間期 △35 (   ―） △0 58 

18年 ３ 月 期 457 (   ―） 6 33 

 

（注）1.期中平均株式数  18年 9月中間期 82,905,599株  17年 9月中間期 61,796,724株  18年 3月期 67,577,553株 
2.会計処理の方法の変更   有（会計基準の変更に伴う会計処理の変更） 
3.売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 

（2）財政状態 

 
総 資 産 純 資 産 自 己 資 本 比 率 1 株 当 た り 純 資 産 

 百万円 百万円 ％ 円  銭 

18年 9月中間期 19,639 390 2.0   △23 37 

17年 9月中間期 13,306 △1,772 △13.3    △24 67 

18 年 ３ 月 期 17,890 △1,071 △6.0    △14 43 

（注） 1.期末発行済株式数 18年 9月中間期 111,638,020株 17年 9月中間期 71,840,930株 18年 3月期 76,283,820株 

 2.期末自己株式数 18年 9月中間期 618,972株 17年 9月中間期 617,600株 18年 3月期 617,652株 

 3.17年 9月中間期及び 18年 3月期の純資産、自己資本比率、1株当たり純資産には、従来の株主資本、株主資本比率、1株当たり株主資本を

記載しております。 
 

2．19 年 3 月期の業績予想（平成 18 年 4月 1日～平成 19 年 3月 31 日） 

   
売 上 高 経 常 利 益 当 期 純 利 益 

    

 

 百万円 百万円 百万円   

通 期       39,216 1,602 △11,480   

（参考） 1株当たり予想当期純利益（通期） △56円  82銭 

（2）配当状況 

・現金配当 1株当たり配当金(円) 

 中間期末 期末 年間 

18年 3月期 2.50 4.50 7.00 

19年 3月期(実績) ― ― 

19年 3月期(予想) ― ― 
― 

（注）上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資

料発表日現在における仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果とな

る可能性があります。 
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２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 
 

  
前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

(資産の部)           

Ⅰ 流動資産           

現金及び預金  2,890   3,690   6,050   

受取手形  0   1   0   

売掛金  2,432   2,623   2,969   

割賦売掛金  866 272  2,422 

譲渡対象債権  ― 1,462  ― 

たな卸資産  98   15   22   

未収入金  1,389   977   448   

立替金  160   1,299   403   

関係会社短期貸付金  ―   2,949   960   

その他  887   314   308   

貸倒引当金  △19   △957   △211   

流動資産合計  8,705 65.4 12,651 64.4  13,376 74.8 

Ⅱ 固定資産           

有形固定資産 ※１          

建物 ※２ 252   238   246   

土地 ※２ 416   416   416   

その他  178   172   163   

計  847   827   826   

無形固定資産  117   130   113   

投資その他の資産         

長期貸付金  630 346  316 

長期未収入金  2,058   881   2,512   

破産・更生債権 
その他これらに 
準ずる債権 

 2,501   3,409   730   

差入保証金 ※２ 1,169   1,317   1,157   

劣後信託受益権  ―   983   276   

その他 ※２ 1,321   2,056   1,064   

貸倒引当金  △4,045   △2,965   △2,483   

計  3,635   6,029   3,574   

固定資産合計   4,600 34.6  6,987 35.6  4,513 25.2 

資産合計   13,306 100.0  19,639 100.0  17,890 100.0 
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前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

(負債の部)           

Ⅰ 流動負債           

買掛金  126   209   302   

短期借入金 ※２ 2,900   3,963   1,500   

一年以内償還予定の 
社債 

 640   693   793   

一年以内返済予定の 
長期借入金 

 1,875   2,389   2,743   

委託事業主等 

未払金 
 2,083   2,551   2,311   

未払法人税等  44   62   102   

未払金  2,176   2,804   379   

賞与引当金  97   ―   106   

債権譲渡損失引当金  ―   1,057   ―   

その他  1,143   1,390   1,863   

流動負債合計   11,085 83.3  15,121 77.0 10,103 56.5 

Ⅱ 固定負債           

社債  1,075   934   5,356   

長期借入金  2,521   1,966   3,110   

退職給付引当金  40   32   21   

役員退職慰労引当金  348   345   367   

債務保証損失引当金  ―   848   ―   

その他  7   0   1   

固定負債合計   3,992 30.0  4,127 21.0  8,857 49.5 

負債合計   15,078 113.3  19,248 98.0  18,961 106.0 

           

(資本の部)           

Ⅰ 資本金   3,763 28.3  ― ―  4,165 23.3 

Ⅱ 資本剰余金           

資本準備金  3,687   ―   4,086  

資本剰余金合計   3,687 27.7  ― ―  4,086 22.8 

Ⅲ 利益剰余金           

利益準備金  48  ―   48   

任意積立金  500   ―   700   

中間(当期) 
未処分利益  △9,639   ―   △9,936   

利益剰余金合計  △9,090 △68.3 ― ―  △9,187 △51.4 

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金  ― ― ― ―  △1 △0.0 

Ⅴ 自己株式  △132 △1.0 ― ―  △132 △0.7 

資本合計   △1,772 △13.3  ― ―  △1,071 △6.0 

負債・資本合計   13,306 100.0  ― ―  17,890 100.0 
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前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

(純資産の部)           

Ⅰ 株主資本           

１ 資本金   ― ―  6,815 34.7  ― ― 

２ 資本剰余金           

(1) 資本準備金  ―   6,735   ―   

資本剰余金合計   ― ―  6,735 34.3  ― ― 

３ 利益剰余金           

(1) 利益準備金  ―   48   ―   

別途積立金  ―   700   ―   

繰越利益剰余金  ―   △13,774   ―   

利益剰余金合計   ― ―  △13,026 △66.3  ― ― 

４ 自己株式   ― ―  △133 △0.7  ― ― 

株主資本合計   ― ―  392 2.0  ― ― 

Ⅱ 評価・換算差額等           

１ その他有価証券 
  評価差額金 

  ― ―  △1 △0.0  ― ― 

評価・換算差額等 
合計 

  ― ―  △1 △0.0  ― ― 

純資産合計   ― ―  390 2.0  ― ― 

負債・純資産合計   ― ―  19,639 100.0  ― ― 
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② 【中間損益計算書】 

 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
百分比 
(％) 

金額(百万円) 
百分比 
(％) 

金額(百万円) 
百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高   17,075 100.0  19,158 100.0  36,614 100.0 

Ⅱ 売上原価   11,438 67.0  14,032 73.2  25,171 68.7 

売上総利益   5,636 33.0  5,125 26.8  11,442 31.3 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   4,949 29.0  4,732 24.7  9,626 26.3 

営業利益   686 4.0  393 2.1  1,815 5.0 

Ⅳ 営業外収益 ※１  102 0.6  101 0.5  251 0.7 

Ⅴ 営業外費用 ※２  231 1.4  147 0.8  761 2.1 

経常利益   558 3.3  347 1.8  1,305 3.6 

Ⅵ 特別利益 ※４  113 0.7  9 0.0  87 0.2 

Ⅶ 特別損失 ※５  670 3.9  3,789 19.8  837 2.3 

税引前中間(当期) 
純利益又は中間 
純損失(△) 

  1 0.0  △3,432 △17.9  555 1.5 

法人税、住民税 
及び事業税  37 37 0.2 32 32 0.2 98 98 0.3 

中間(当期)純利益 
又は中間純損失(△)   △35 △0.2  △3,465 △18.1  457 1.3 

前期繰越利益   △9,603      △9,603  

合併引継未処理損失   ―      610  

中間配当額   ―      179  

中間(当期) 
未処分利益 

  △9,639      △9,936  
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③ 【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間(自 平成 18年４月１日 至 平成 18年９月 30日) 

 

株主資本 

資本剰余金 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 △9,936 △9,187 

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 

 役員賞与の支給      △29 △29 

 中間純利益      △3,465 △3,465 

 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 ― ― △3,838 △3,838 

平成18年９月30日残高(百万円) 6,815 6,735 6,735 48 700 △13,774 △13,026 

 

株主資本 評価・換算差額等 

 
自己株式 株主資本合計 

評価・換算 
差額等合計 

その他 
有価証券 

評価差額金 

純資産合計 

平成18年３月31日残高(百万円) △132 △1,069 △1 △1 △1,071 

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 

 役員賞与の支給  △29   △29 

 中間純利益  △3,465   △3,465 

 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 

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) 

△0 1,461 0 0 1,461 

平成18年９月30日残高(百万円) △133 392 △1 △1 390 
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中間財務諸表上の「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17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当社は、当中間会計期間末におい
て、資本の部が1,772百万円のマイナ
スとなっております。当該状況によ
り、継続企業の前提に関する重要な
疑義が存在しています。当社は当中
間会計期間が属する会計年度の末日
現在において継続企業であることか
ら、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。 

 

 当社は、当中間会計期間において
3,465百万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、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 
 

 当社は、当事業年度において、資

本の部が1,071百万円のマイナスに

なっております。当該状況により、

継続企業の前提に関する重要な疑義

が存在しています。当社は貸借対照

表日の翌日から１年間継続企業であ

ったことから、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財務諸表

には反映しておりません。 
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前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

―――  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

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「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。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2.0％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。 

――― 
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 資産の評価基準及

び評価方法 

(1) 有価証券 

 ① 子会社株式 

   移動平均法による原

価法 

(1) 有価証券 

 ① 子会社株式 

同左 

(1) 有価証券 

 ① 子会社株式 

同左 

  ② その他有価証券 

   時価のあるもの 

    中間決算末日の市

場価格等に基づく

時価法によってお

ります。 

    (評価差額は、全部

資本直入法により

処理し、売却原価

は移動平均法によ

り算定) 

 ② その他有価証券 

   時価のあるもの 

    中間決算末日の市

場価格等に基づく

時価法によってお

ります。 

    (評価差額は、全部

純資産直入法によ

り処理し、売却原

価は移動平均法に

より算定) 

 ② その他有価証券 

   時価のあるもの 

    決算末日の市場価

格等に基づく時価

法(評価差額は、全

部資本直入法によ

り処理し、売却原

価は移動平均法に

より算定) 

    時価のないもの 

    移動平均法による

原価法によってお

ります。 

   時価のないもの 

同左 

   時価のないもの 

同左 

 (2) たな卸資産 

 ① 商品 

   個別法による原価法 

(2) たな卸資産 

 ① 商品 

同左 

(2) たな卸資産 

 ① 商品 

同左 

  ② 貯蔵品 

   最終仕入原価法 

 ② 貯蔵品 

同左 

 ② 貯蔵品 

同左 

２ 固定資産の減価償

却の方法 

(1) 有形固定資産 

  定率法 

  ただし、平成10年４月

１日以降取得した建物

(建物附属設備を除く)に

ついては、定額法によっ

ております。 

  なお、主な耐用年数は

以下のとおりでありま

す。 

建物 10～50年

車輌運搬具 ４～６年 

(1) 有形固定資産 

同左 

(1) 有形固定資産 

同左 

 (2) 無形固定資産 

  自社利用のソフトウェ

アについては、社内にお

ける見込利用可能期間

(５年)に基づく定額法に

よっております。 

(2) 無形固定資産 

同左 

(2) 無形固定資産 

同左 

 (3) 長期前払費用 

  定額法によっておりま

す。 

(3) 長期前払費用 

同左 

(3) 長期前払費用 

同左 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

３ 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。 

社債発行費及び株式交付費 

同左 
 

（会計方針の変更） 

当中間会計期間より「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。 

社債発行費及び新株発行費 

同左 

４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

  債権の貸倒れによる損

失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個

別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計

上しております。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 (2) 賞与引当金 

  従業員に対して支給す

る賞与に充てるため、将

来の支給見込額のうち当

中間会計期間の負担額を

計上しております。 

(2) 賞与引当金 

  従業員に対して支給す

る賞与に充てるため、将

来の支給見込額のうち当

中間会計期間の負担額を

計上しております。ただ

し、平成18年度冬季賞与

については支給しないこ

ととなったため、賞与引

当金を計上しておりませ

ん。 

(2) 賞与引当金 

  従業員に対して支給す

る賞与に充てるため、将

来の支給見込額のうち当

期の負担額を計上してお

ります。 

 (3) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備

えるため、当中間会計期

間末における退職給付債

務及び年金資産の額に基

づき、必要と認められる

額を計上しております。 

(3) 退職給付引当金 

同左 

(3) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備

えるため、当期末におけ

る退職給付債務及び年金

資産の額に基づき、必要

と認められる額を計上し

ております。 

 (4) 役員退職慰労引当金 

  役員に対する退職慰労

金支給に備えるため、当

社内規に基づく中間会計

期間末要支給額を計上し

ております。 

(4) 役員退職慰労引当金 

  役員に対する退職慰労

金支給に備えるため、内

規に基づく中間会計期間

末要支給額を計上してお

ります。 

(4) 役員退職慰労引当金 

  役員に対する退職慰労

金支給に備えるため、当

社内規に基づく期末要支

給額を計上しておりま

す。 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  なお、当社は平成18年8

月25日開催の取締役会に

おいて、平成19年6月開催

予定の定時株主総会終結

のときをもって役員退職

慰労金制度を廃止し、在

任中の役員に対し、当社

所定の基準に基づきこれ

までの在任期間に係る退

職慰労金を退任時に支給

することを決議いたしま

した。従いまして、当中

間会計期間末日以降役員

退職慰労引当金は新たに

発生しておらず、当中間

会計期間末日における役

員退職慰労引当金残高

は、当該決議以前から在

任している役員に対する

支給予定額であります。 

(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。 

(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。 

 

５ リース取引の処理

方法 

―――    リース物件の所有権が

借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナ

ンス・リース取引について

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 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

６ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

  特例処理の要件を満た

している金利スワップ取

引について、特例処理を

採用しております。 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

  ヘッジ手段 

   デリバティブ取引 

   (金利スワップ取引) 

  ヘッジ対象 

   変動金利支払いの借

入金 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

同左 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

同左 

 (3) ヘッジ方針 

  ヘッジ対象の範囲内で

借入金の金利変動リスク

をヘッジする手段として

金利スワップ取引を利用

することとしておりま

す。 

(3) ヘッジ方針 

同左 
(3) ヘッジ方針 

同左 

 (4) ヘッジの有効性評価の

方法 

  金利スワップの特例処

理の要件に該当するた

め、その判定をもって有

効性の判定に代えており

ます。 

(4) ヘッジの有効性評価の

方法 

同左 

(4) ヘッジの有効性評価の

方法 

同左 

７ 収益の計上基準  割賦販売による収益の計

上基準は、販売基準を採用

しておりますが、割賦によ

り販売した利息部分の収益

については「割賦前受利息」

(流動負債「その他」)とし

て、繰延べております。 

 なお、実現した割賦利息

につきましては、売上高に

計上しております。 

同左  割賦販売による収益の計

上基準は、販売基準を採用

しておりますが、割賦によ

り販売した利息部分の収益

については、「割賦前受利

息」として繰延べておりま

す。なお、実現した割賦利

息につきましては、売上高

に計上しております。 

８ その他中間財務諸

表(財務諸表)作成

のための基本とな

る重要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっておりま

す。 

 なお、仮払消費税等及び

仮受消費税等はこれを相殺

の上、流動負債の「その他」

に含めて表示しておりま

す。 

消費税等の会計処理 

同左 
消費税等の会計処理 

税抜方式によっておりま

す。 
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更 

 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

 当中間会計期間より、固定資産の

減損に係る会計基準(「固定資産の減

損に係る会計基準の設定に関する意

見書」(企業会計審議会 平成14年８

月９日))及び「固定資産の減損に係

る会計基準の適用指針」(企業会計基

準適用指針第６号 平成15年10月31

日)を適用しております。これによる

損益に与える影響はありません。 

――― 

 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

 当事業年度より、固定資産の減損

に係る会計基準(「固定資産の減損に

係る会計基準の設定に関する意見

書」(企業会計審議会 平成14年８月

９日))及び「固定資産の減損に係る

会計基準の適用指針」(企業会計基準

適用指針第６号 平成15年10月31

日)を適用しております。これによる

損益に与える影響はありません。 

――― (貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等) 

 当中間会計期間より、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準委員会  平成

17年12月9日  企業会計基準第5号）

及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準委員会  平成17年12

月9日  企業会計基準適用指針第8

号）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 これまでの資本の部」の合計に相

当する金額は390百万円であります。 

 なお、当中間会計期間における中

間貸借対照表の「純資産の部」につ

いては、中間財務諸表等規則の改正

に伴い、改正後の中間財務諸表等規

則により作成しております。 

――― 

――― (企業結合に係る会計基準等) 

 当中間会計期間より「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 平成17年12月27日 企業会計

基準適用指針第10号）を適用してお

ります。  

――― 
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前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

――― 

(ストック・オプション等に関する会計
基準等) 
 当中間会計期間から「ストック・オ
プション等に関する会計基準」（企業
会計基準委員会  平成17年12月27日  
企業会計基準第8号）及び「ストック・
オプション等に関する会計基準の適用
指針」（企業会計基準委員会  最終改
正平成18年5月31日  企業会計基準適
用指針第11号）を適用しております。 
 これによる損益に与える影響はあり
ません。 

――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

表示方法の変更 

 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

――― （中間貸借対照表） 

前中間会計期間まで流動資産の「その他」に含めて表

示しておりました「関係会社短期貸付金」は、資産総額

の100分の5を超えることとなったため区分掲記すること

に変更いたしました。なお、前中間会計期間末における

「関係会社短期貸付金」は659百万円であります。 
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 注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

 

前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前事業年度末 
(平成18年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

693百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

768百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

732百万円 

※２ 担保提供資産 

  (金融機関に対するもの) 

  (1) 担保提供資産 

建物 162百万円

土地 326百万円

計 488百万円 

※２ 担保提供資産 

  (金融機関に対するもの) 

  (1) 担保提供資産 

建物 154百万円

土地 326百万円

計 480百万円 

※２ 担保提供資産 

  (金融機関に対するもの) 

  (1) 担保提供資産 

建物 158百万円

土地 326百万円

計 484百万円 
  (2) 上記に対応する債務 

短期借入金 500百万円 

  (2) 上記に対応する債務 

短期借入金 260百万円

一年以内 
返済予定の 
長期借入金 

160百万円

長期借入金 80百万円

計 500百万円 

  (2) 上記に対応する債務 

短期借入金 184百万円

一年以内 
返済予定の 
長期借入金 

140百万円

長期借入金 175百万円

計 500百万円 
  (上記以外のもの) 

  (1) 担保提供資産 

差入保証金 689百万円

投資その他 
の資産 
「その他」 

50百万円

計 739百万円

    当社が信販会社に対して行

っている注記３(1)の保証債

務の担保に供しております。 

  (上記以外のもの) 

  (1) 担保提供資産 

差入保証金 787百万円

    当社が信販会社に対して行

っている注記３(1)の保証債

務の担保に供しております。 

  (上記以外のもの) 

  (1) 担保提供資産 

差入保証金 749百万円

    当社が信販会社に対して行

っている注記３(1)の債務保

証の担保に供しております。 
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前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 
当中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前事業年度末 
(平成18年３月31日) 

 ３ 保証債務 

 (1) 当社委託事業主の下記の信

販会社からの割賦債務及びリ

ース債務に対して次のとおり

債務保証を行っております。 

㈱クオーク 200百万円

日本カーソリ
ューションズ
㈱ 

135百万円

オリックス 
自動車㈱ 

1百万円

㈱セントラル 
ファイナンス 

14百万円

ＧＥコンシュ
ーマー・ファ
イナンス㈱ 

0百万円

㈱アプラス 279百万円

㈱エムシーコ 
ンビニエンス 

130百万円

Ｔ＆Ｄ太陽 
大同リース㈱ 

23百万円

三洋電機 
クレジット㈱ 

73百万円

アコム㈱ 91百万円

九州 
日本信販㈱ 

30百万円

計 980百万円
 

 ３ 保証債務 

(1) 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及びリース

債務に対して次のとおり債務保

証を行っております。 

㈱クオーク 200百万円

日本カーソリュ
ーションズ㈱ 

62百万円

㈱セントラル 
ファイナンス 

15百万円

ＧＥコンシュー
マー・ファイナン
ス㈱ 

0百万円

㈱アプラス 345百万円

Ｔ＆Ｄ太陽 
大同リース㈱ 

7百万円

三洋電機 
クレジット㈱ 

60百万円

アコム㈱ 91百万円

九州 
日本信販㈱ 

56百万円

新生セールスフ
ァイナンス㈱ 

3百万円

新洋信販㈱ 14百万円

計 858百万円

債務保証損失引当金 △808 百万円

差引額 50百万円
 

 ３ 保証債務 

 (1) 当社委託事業主の下記の信販会

社からの割賦債務及びリース債務に

対して次のとおり債務保証を行って

おります。 

㈱クオーク 200百万円 

日本カーソリュ
ーションズ㈱ 

100百万円 

オリックス 
自動車㈱ 

0百万円 

㈱セントラル 
ファイナンス 

15百万円 

ＧＥコンシュー
マー・ファイナン
ス㈱ 

0百万円 

㈱アプラス 325百万円 

Ｔ＆Ｄ太陽 
大同リース㈱ 

14百万円 

三洋電機 
クレジット㈱ 

73百万円 

アコム㈱ 91百万円 
九州 
日本信販㈱ 

39百万円 

新生セールスフ
ァイナンス㈱ 

3百万円 

計 865百万円 

なお、日本カーソリューションズ㈱

は、平成17年10月１日付でＮＴＴオー

トリース㈱とセンチュリー・オート・

リース㈱が合併したことにより商号

変更したものであります。 

 (2)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 

債務保証損失引当金 △40百万円

差引額 1,252百万円

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) 関係会社の金融機関等から

の借入、割賦債務及びリース債

務に対して次のとおり債務保

証を行っております。 

㈱エムシーコ
ンビニエンス 

6,785百万円 

軽貨急配シー
エス㈱ 

476百万円 

計 7,262百万円  

 (3) 関係会社の金融機関等からの借

入、割賦債務及びリース債務に対

して次のとおり債務保証を行っ

ております。 

軽貨急配シー
エス㈱ 

2,684百万円 

軽貨エクスプ
レス㈱ 

580百万円 

軽貨急配マー
ケットサービ
ス㈱ 

109百万円 

計 3,374百万円  

 (3) 関係会社の金融機関等から

の借入、割賦債務及びリース債

務に対して次のとおり債務保

証を行っております。 

軽貨急配シー
エス㈱ 

2,318百万円
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前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前会計年度末 
(平成18年３月31日) 

 ４ 当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行６行と

当座貸越契約及び貸出コミット

メント契約を締結しておりま

す。これら契約に基づく当中間

会計期間末の借入未実行残高は

次のとおりであります。 
当座貸越極度 
額及び貸出コ 
ミットメント 
の総額 3,650百万円 
借入実行残高 2,450百万円 

差引額 1,200百万円 

 ４ 当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行9行と

当座貸越契約及び貸出コミット

メント契約を締結しておりま

す。これら契約に基づく当中間

会計期間末の借入未実行残高は

次のとおりであります。 
当座貸越極度 
額及び貸出コ 
ミットメント 
の総額       3,420百万円 
借入実行残高 3,420百万円 

差引額          －百万円 

 
当社は、「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
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 当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行９行と

当座貸越契約及び貸出コミット

メント契約を締結しておりま

す。これら契約に基づく当事業

年度の借入未実行残高は次のと

おりであります。 
当座貸越極度 
額及び貸出コ 
ミットメント 
の総額 3,420百万円 
借入実行残高 1,000百万円 

差引額 2,420百万円 
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(中間損益計算書関係) 
 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 営業外収益の主要項目 
損害金収入 30百万円
受取手数料 36百万円
受取利息 19百万円 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取手数料 20百万円

受取利息 20百万円 

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

※２ 営業外費用の主要項目 
支払利息 50百万円

支払手数料 118百万円 

※２ 営業外費用の主要項目 
支払利息 42百万円

支払手数料 59百万円 

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

 ３ 減価償却実施額 
有形固定資産 40百万円
無形固定資産 5百万円 

 ３ 減価償却実施額 
有形固定資産 38百万円
無形固定資産 5百万円 

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

※４ 特別利益の主要項目 

貸倒引当金戻
入益 

111百万円
 

※４ 特別利益の主要項目 

役員退職慰労
引当金戻入益 

9百万円
 

※４ 特別利益の主要項目 

貸倒引当金戻
入益 

86百万円

 
※５ 特別損失の主要項目 
        貸倒引当金繰入額 
          543,035千円 

※５ 特別損失の主要項目 

債権譲渡損失
引当金繰入額 

1,057百万円

貸倒引当金繰
入額 

1,623百万円

債務保証損失
引当金繰入額 

848百万円

関係会社株式
評価損 

220百万円

 

 

 

 

(中間株主資本等変動計算書関係) 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式（株） 617,652 1,320 － 618,972 
 

  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加 1,320株 

 

(リース取引関係) 

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

 

(有価証券関係) 
 

前中間会計期間末 
(平成17年９月30日現在) 

当中間会計期間末 
(平成18年９月30日現在) 

前事業年度末 
(平成18年３月31日現在) 

子会社株式で時価のあるもの 

 該当事項はありません。 

同左 同左 

 

(１株当たり情報) 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 
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 (重要な後発事象) 

 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 株式会社エムシーコンビニエン
スとの合併 

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

  合併に関する事項の概要は以下
のとおりであります。 

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

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

 (3) 財産の引継 
   合併期日において株式会社エ

ムシーコンビニエンスの資産・
負債及び権利義務の一切を引継
ぎました。 

 (4) 株式会社エムシーコンビニエ
ンスの経営成績及び財政状態 

   業績(平成17年９月中間期) 
    売上高 839百万円
    経常損失 △1,186百万円
    当期純損失 △1,202百万円

資産負債の状況(平成17年９
月30日現在の帳簿価額) 

    資産合計 3,818百万円
    負債合計 2,970百万円
    資本合計 848百万円
  この合併による、合併引継未処

理損失は610百万円となっており
ます。 

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

前後の所有株式の状況 
 (1) 異動前の所有株式数 

0株  (所有割合   0％) 
 (2) 取得株式数 

340株(取得金額150,008千円) 
 (3) 異動後の所有株式数 

340株  (所有割合  100％) 
２ 異動する子会社(㈱プラスパ)の

概要 
 (1) 商号 

㈱プラスパ 
 (2) 代表者 

代表取締役社長 北野榮市 
 (3) 所在地 

埼玉県草加市青柳６丁目44番
10号 

 (4) 設立年月日 
平成７年１月26日 

 (5) 主な事業の内容 
貨物利用運送事業 
貨物自動車運送事業 

 (6) 決算期 
１月31日 

 (7) 従業員数 
159名(平成17年５月現在) 

 (8) 資本の額 
17百万円 

 (9) 発行済株式総数 
340株 

 (10) 大株主構成及び所有割合 
北野榮市 340株 100％ 

３ 取得目的 
  運送事業の強化及びフォワーデ

ィング事業の展開のため。 

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

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

  発行の概要は以下のとおりであ
ります。 

 (1) 発行総額 
   5,000百万円 
 (2) 発行価額 
   額面100円につき金100円 
 (3) 払込期日及び発行日 
   平成17年12月12日 
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前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

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

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

  

   

３ 新株予約権の発行 
  当社は、平成17年６月29日開催

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

  

 

 

 

 

 

 

 


