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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

営業収益 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第3四半期 38,408 ― 1,011 ― 1,065 ― 554 ―
20年3月期第3四半期 38,721 △1.1 1,078 10.4 1,138 2.3 669 35.3

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益
円 銭 円 銭

21年3月期第3四半期 51.63 ―
20年3月期第3四半期 62.42 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第3四半期 27,094 11,888 43.9 1,107.94
20年3月期 26,625 11,577 43.5 1,079.00

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  11,888百万円 20年3月期  11,577百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  有  

   平成21年３月期（予想）期末配当金の内訳 普通配当15円00銭 記念配当２円00銭  

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 15.00 15.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 17.00 17.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 50,000 △1.2 830 △5.6 900 △5.6 450 △15.1 41.94

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

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

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであります。予想にはそまぞまな不確定要素が内在しており、実際の業績はこれら
の予想数値と異なる場合がありますので、この業績予想に全面的に依拠して投資等の判断を行うことは差し控えてください。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  11,000,000株 20年3月期  11,000,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  270,076株 20年3月期  270,076株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  10,729,924株 20年3月期第3四半期  10,729,924株



 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、金融危機に端を発した世界的かつ急激な景気後退の波を受け、

企業収益は大幅に悪化、設備投資の縮小や個人消費の落ち込みが急速に進むというかつてない深刻な状況に立ち至り

ました。  

 当グループが主たる市場としております低温食品物流業界は、主要原価のひとつである燃料価格は夏季までの高止

まりが解消されつつあるものの、個人消費の低迷から物量の減少を余儀なくされるなど厳しい経営環境に直面いたし

ました。 

 こうした状況下ではありますが、当グループは利益の確保と共に「安全確保」を全社の年度行動スローガンとして

掲げました。食の安全はもとより社会生活のあらゆる面において要求が高まっている「安全であること」に対して、

輸送業務をはじめ、企業活動の全てにおいて安全を求めてまいります。その取り組みといたしまして、トラックへの

ドライブレコーダーの装着、事業所内への防犯カメラの設置または増設、運輸安全マネジメントの構築、ＩＳＯ認証

取得の継続等を実施し、企業活動の品質を高め「ＣＨＩＬＬＥＤ ＬＩＮＥ ＭＥＩＴＯ」のブランド力向上に努め

ました。収益面の改善策といたしまして、首都圏における配送の一元管理による効率化を推進してまいりました。ま

た、顧客の協力を得て配送コースの合理化を進めるとともに、適正な運賃の確保に努めてまいりました。さらに平成

21年２月竣工の新関西物流センターにおいて、拠点集約化による収益改善と西日本地域の業容拡大を図るべく営業活

動を展開しております。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の営業収益は384億８百万円（前年同期比0.8％減）と、前年同期と比較し

て３億12百万円の減収となり、経常利益は10億65百万円（同6.4％減）、四半期純利益は５億54百万円（同17.3％

減）となりました。 

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

 ①貨物運送事業 

 貨物運送事業は、当社のほか、㈱トランスメイト、ジャパンフーズ物流㈱、マコトトランスポートサービス㈱、

㈱ジャステム、㈱エムズライン、㈱エス・トラスト、星運輸㈱、㈱アイソネットライン、㈱ケーツーの各社が行っ

ております。運輸業界では依然として燃料費の高騰など厳しい経営環境の中、グループ全体で業容の拡大と運行の

効率化に努めた結果、当第３四半期連結累計期間の営業収益は314億45百万円（同1.3％減）、営業利益（配賦不能

営業費用控除前）は９億74百万円（同8.6％減）となりました。 

 ②物流センター管理事業 

 物流センター管理事業は、当社のほか、㈱トランスメイト、ジャパンフーズ物流㈱、マコトトランスポートサー

ビス㈱、㈱ジャステム、㈱エムズライン、㈱エス・トラスト、㈱アイソネットライン、㈱ケーツーの各社が行って

おります。当第３四半期連結累計期間の営業収益は67億81百万円（同1.5％増）、営業利益（配賦不能営業費用控

除前）は７億80百万円（同5.5％増）となりました。 

 ③その他事業 

 その他事業は、㈱名商が、当社及び子会社の車両保険に関する業務及び当社の物流センターに関するメンテナン

ス等を行っております。当第３四半期連結累計期間の営業収益は１億81百万円（同4.5％減）、営業利益（配賦不

能営業費用控除前）は23百万円（同53.9％減）となりました。 

※なお、文中の前年同期増減率は参考として記載しております。 

（１）資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ４億68百万円増加し270億94百万円となり

ました。このうち流動資産につきましては、前連結会計年度末に比べ４億30百万円減少し83億23百万円となりま

した。これは主に、期末日が金融機関の休業日であったことにより受取手形及び営業未収金が９億84百万円増加

する一方で、現金及び預金が14億６百万円減少したことなどによるものであります。また、固定資産につきまし

ては、新関西物流センター建設のための建設仮勘定が増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ８億99百

万円増加し187億70百万円となりました。 

 負債につきましては、前連結会計年度末に比べ１億58百万円増加し152億６百万円となりました。流動負債に

つきましては、その他流動負債が３億54百万円増加しましたが、短期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含

む。）が５億98百万円、賞与引当金が３億48百万円それぞれ減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ３

億88百万円減少し78億57百万円となりました。また、固定負債につきましては、長期借入金が３億78百万円、退

職給付引当金が１億55百万円それぞれ増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ５億46百万円増加し73億

48百万円となりました。 

 純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ３億10百万円増加し118億88百万円となり、自己資本比率は

43.9％となりました。 

定性的情報・財務諸表等 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

２．連結財政状態に関する定性的情報 



（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末

に比べ14億１百万円減少し12億１百万円となりました。 

 当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は８億78百万円となりました。 

 これは主に税金等調整前四半期純利益10億61百万円及び減価償却費９億72百万円を計上したことや、退職給付

引当金の増加等の増加要因や、法人税等の支払額４億41百万円、売上債権の増加や賞与引当金の減少などの減少

要因があったことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は18億98百万円となりました。 

 これは主に、車両の新規購入及び代替購入や新関西物流センター建設費用等の有形固定資産の取得によるもの

であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は３億81百万円となりました。 

 これは主に借入金の調達及び返済、配当金の支払等によるものであります。  

 通期の連結業績予想につきましては、第３四半期連結累計期間の実績及び今後の見通しを踏まえ、平成20年５月

12日の決算発表時に公表した数値を変更しております。営業収益は、景気後退の影響を受けて伸び悩み500億円

（前回発表から20億円減）を見込んでおりますが、燃料価格の落ち着きや業務効率の改善による損益の底上げが期

待できることから、営業利益は８億30百万円（同１億円増）、経常利益９億円（同１億円増）、当期純利益４億50

百万円（同50百万円増）を見込んでおります。 

 期末配当予想につきましては、平成21年２月９日開催の取締役会において、期末配当金を１株当たり普通配当15

円00銭に創立50周年記念配当として２円00銭を加えて合計17円00銭とする方針を決議いたしました。 

 なお、配当予想の変更につきしまては、本日公表の適時開示資料「創立50周年記念配当の実施、並びに配当予想

の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

 該当事項はありません。 

①簡便な会計処理 

（固定資産の減価償却費の算定方法） 

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

っております。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 該当事項はありません。  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

４．その他 

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

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（会計処理基準に関する事項の変更）  

 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

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

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

（追加情報） 

 有形固定資産の耐用年数の変更 

 当社及び連結子会社は、減価償却資産の耐用年数等に関する平成20年度法人税法の改正を契機として、機械装

置の耐用年数について見直しを行い、当第１四半期連結会計期間より改正後の法人税法に基づく耐用年数を適用

しております。 

 これによる損益及びセグメント情報に与える影響は、軽微であります。  



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,201,804 2,608,193

受取手形及び営業未収金 6,453,642 5,468,925

有価証券 15,843 －

繰延税金資産 132,547 291,600

その他 531,629 399,122

貸倒引当金 △11,854 △13,496

流動資産合計 8,323,613 8,754,345

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 1,446,087 1,474,851

建物及び構築物（純額） 4,898,146 5,140,317

土地 4,866,784 4,880,464

その他（純額） 1,542,782 234,617

有形固定資産合計 12,753,800 11,730,249

無形固定資産   

のれん 10,179 13,997

その他 476,222 430,159

無形固定資産合計 486,402 444,157

投資その他の資産   

投資有価証券 1,543,817 1,704,669

敷金及び保証金 1,448,935 1,446,274

繰延税金資産 1,474,921 1,364,253

その他 1,063,214 1,182,064

貸倒引当金 △159 △172

投資その他の資産合計 5,530,729 5,697,090

固定資産合計 18,770,932 17,871,497

資産合計 27,094,545 26,625,842

負債の部   

流動負債   

営業未払金 2,118,538 2,027,481

短期借入金 1,674,000 2,290,000

1年内返済予定の長期借入金 1,293,924 1,276,564

未払法人税等 193,402 245,575

未払費用 1,427,082 1,250,833

賞与引当金 234,703 583,107

役員賞与引当金 23,070 34,320

その他 892,778 538,418

流動負債合計 7,857,499 8,246,300



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

固定負債   

長期借入金 3,689,817 3,311,270

退職給付引当金 3,261,391 3,106,087

役員退職慰労引当金 224,775 204,303

その他 172,943 180,344

固定負債合計 7,348,927 6,802,005

負債合計 15,206,427 15,048,305

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,176,900 2,176,900

資本剰余金 1,868,430 1,868,430

利益剰余金 8,081,790 7,688,710

自己株式 △309,509 △309,509

株主資本合計 11,817,610 11,424,530

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 70,507 153,006

評価・換算差額等合計 70,507 153,006

純資産合計 11,888,118 11,577,537

負債純資産合計 27,094,545 26,625,842



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

営業収益 38,408,981

営業原価 36,189,124

営業総利益 2,219,857

販売費及び一般管理費 1,208,490

営業利益 1,011,366

営業外収益  

受取利息 10,384

受取配当金 12,402

投資有価証券売却益 2,609

持分法による投資利益 20,960

その他 99,919

営業外収益合計 146,276

営業外費用  

支払利息 79,154

その他 13,115

営業外費用合計 92,269

経常利益 1,065,373

特別利益  

固定資産売却益 31,884

その他 2,447

特別利益合計 34,331

特別損失  

固定資産除売却損 2,435

投資有価証券評価損 16,166

ゴルフ会員権評価損 5,075

賃借資産紛失弁償金 14,836

特別損失合計 38,514

税金等調整前四半期純利益 1,061,189

法人税、住民税及び事業税 399,475

法人税等調整額 107,687

法人税等合計 507,162

四半期純利益 554,027



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 1,061,189

減価償却費 972,628

のれん償却額 3,817

建設協力金償却 43,379

有形固定資産除売却損益（△は益） △29,448

ゴルフ会員権評価損 5,075

投資有価証券評価損益（△は益） 16,166

投資有価証券売却損益（△は益） △2,609

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,655

退職給付引当金の増減額（△は減少） 155,304

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 20,472

賞与引当金の増減額（△は減少） △348,404

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △11,250

受取利息及び受取配当金 △22,787

支払利息 79,154

持分法による投資損益（△は益） △20,960

売上債権の増減額（△は増加） △984,714

たな卸資産の増減額（△は増加） 6,215

仕入債務の増減額（△は減少） 91,056

未払消費税等の増減額（△は減少） 116,910

その他 239,984

小計 1,389,526

利息及び配当金の受取額 16,565

利息の支払額 △84,429

割増退職金の支払額 △1,799

法人税等の支払額 △441,524

営業活動によるキャッシュ・フロー 878,338

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 △5,000

定期預金の払戻による収入 10,000

投資有価証券の取得による支出 △6,394

投資有価証券の売却による収入 16,105

有形固定資産の取得による支出 △1,879,508

有形固定資産の売却による収入 75,143

無形固定資産の取得による支出 △103,848

長期前払費用の取得による支出 △4,894

貸付けによる支出 △18,520

貸付金の回収による収入 28,716

その他の支出 △30,092

その他の収入 19,581

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,898,712



（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 1,050,000

短期借入金の返済による支出 △1,666,000

長期借入れによる収入 1,450,000

長期借入金の返済による支出 △1,054,093

配当金の支払額 △160,922

財務活動によるキャッシュ・フロー △381,015

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,401,389

現金及び現金同等物の期首残高 2,603,193

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,201,804



 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

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

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

 該当事項はありません。 

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

（注）１．事業区分は、当グループにおける事業別営業収益区分によっております。 

２．各事業の主な内容 

(1）貨物運送事業…………………貨物自動車運送事業、貨物運送取扱事業、軽貨物自動車運送事業 

(2）物流センター管理事業………商品仕分け・流通加工等 

(3）その他事業……………………損害保険代理業等 

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。   

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

海外営業収益がないため該当事項はありません。   

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
貨物運送事業
（千円） 

物流センター
管理事業 
（千円） 

その他事業 
（千円） 

計 
（千円）  

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

営業収益             

(1）外部顧客に対する営業
収益 

 31,445,735  6,781,475  181,771  38,408,981  －  38,408,981

(2）セグメント間の内部営
業収益又は振替高 

 12,540  65,025  101,088  178,654 (178,654)  －

計  31,458,276  6,846,500  282,859  38,587,636 (178,654)  38,408,981

営業利益  974,669  780,927  23,835  1,779,433 (768,066)  1,011,366

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 



「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

  

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第３四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 営業収益  38,721,061

Ⅱ 営業原価  36,432,495

営業総利益  2,288,566

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,210,230

営業利益  1,078,335

Ⅳ 営業外収益  159,962

受取利息  11,524

受取配当金  12,713

被害事故損害賠償金収入   11,986

商品廃棄代行手数料  24,984

持分法による投資利益  31,841

その他  66,912

Ⅴ 営業外費用  99,639

支払利息  77,083

投資有価証券売却損  841

その他  21,713

経常利益  1,138,658

Ⅵ 特別利益  23,096

固定資産売却益   21,565

その他  1,531

Ⅶ 特別損失  25,739

固定資産除売却損  25,526

その他  213

税金等調整前四半期純利益  1,136,015

法人税、住民税及び事業税  338,008

法人税等調整額  128,293

四半期純利益  669,713



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

  

  
前年同四半期 

（平成20年３月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

     

税金等調整前四半期純利益  1,136,015

減価償却費  976,208

のれん償却額  3,817

建設協力金償却  40,679

固定資産除売却損  25,526

投資有価証券売却損  841

貸倒引当金の増加額  6,290

退職給付引当金の増加額  111,212

役員退職慰労引当金の増加
額 

 14,529

賞与引当金の減少額  △362,956

役員賞与引当金の減少額  △29,100

受取利息及び受取配当金  △24,238

支払利息  77,083

持分法による投資利益  △31,841

有形固定資産売却益  △21,565

売上債権の増加額  △712,241

たな卸資産の増加額  △1,224

仕入債務の増加額  315,554

未払消費税等の減少額  △14,540

その他  34,316

小計  1,544,371

利息及び配当金の受取額  17,339

利息の支払額  △84,033

法人税等の支払額  △582,887

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 894,790



  

  
前年同四半期 

（平成20年３月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円） 

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  △64,334

定期預金の払戻による収入  64,318

投資有価証券の取得による
支出 

 △25,748

投資有価証券の売却による
収入 

 7,198

有形固定資産の取得による
支出 

 △2,252,516

有形固定資産の売却による
収入 

 64,005

無形固定資産の取得による
支出 

 △187,101

長期前払費用の支出額  △22,932

貸付けによる支出  △12,325

貸付金の回収による収入  28,351

その他の投資の取得支出  △33,902

その他の投資の返戻収入  31,339

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △2,403,647

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

     

短期借入れによる収入  1,050,000

短期借入金の返済による支
出 

 △940,000

長期借入れによる収入  1,600,000

長期借入金の返済による支
出 

 △1,188,782

配当金の支払額  △160,385

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 360,832

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少
額 

 △1,148,025

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首
残高 

 2,409,960

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末
残高 

 1,261,934



前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
貨物運送事業
（千円） 

物流センタ
ー管理事業 
（千円） 

その他事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

営業収益             

(1）
外部顧客に対する営業収
益 

 31,847,390  6,683,434  190,236  38,721,061  －  38,721,061

(2）
セグメント間の内部営業
収益又は振替高 

 223,325  115,150  344,647  683,122  (683,122)  －

  計  32,070,715  6,798,584  534,883  39,404,184  (683,122)  38,721,061

営業費用  31,004,498  6,058,452  483,200  37,546,150  96,575  37,642,726

 営業利益  1,066,217  740,132  51,682  1,858,033  (779,698)  1,078,335

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

海外営業収益がないため該当事項はありません。 



(1）訴訟 

①訴訟の内容 

 平成18年２月５日、当社従業員が東名高速道路上をトラックで走行中、故障で停車していた乗用車に追突し、障

害を負わせた交通事故に関し、平成20年７月９日、被害者とその両親が原告となり、当社及び当該従業員に対し、

以下②記載の額の支払いを求める訴訟が起こされたものであります。 

②原告による請求金額 

ア．金142,384千円及びこれに対する平成18年２月６日以降完済に至るまで年５分の割合による金員の支払い。 

イ－ａ．平成20年７月１日以降平成21年３月31日までの期間、１日当り24,000円として当月の日数を乗じて算出

される月額の支払い。 

ｂ．平成21年以降毎年４月１日から翌年３月31日までの期間、次の算式で算出される基礎日額に当月の日数

を乗じて算出される月額の支払い。 

（計算式） 

基礎日額＝24,000円×当該年の前年の消費者物価指数／平成19年の消費者物価指数 

ウ．平成36年１月１日以降事故の直接被害者である原告が死亡する日まで、前掲イ項の所定の金員に付加して、

前掲イ項の所定の基礎日額の２分の１の金額に当月の日数を乗じて算出される月額の支払い。 

エ．被害者の両親それぞれに対し、金3,300千円とこれに対する平成18年２月６日以降完済に至るまで年５分の

割合による金員の支払い。 

③当社の意見 

 当社としては、原告からの請求に対して、請求金額や支払方法等について法廷の場で適切に対応していく所存で

あります。 

 なお、訴訟の推移によっては当社の業績に影響を及ぼす可能性がありますが、現時点ではその影響額は不明であ

ります。 

６．その他の情報 
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