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1.  21年3月期の業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 18,121 △2.5 698 24.7 673 25.3 333 △13.4

20年3月期 18,584 △0.0 559 △23.1 537 △23.6 385 8.9

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 58.07 ― 7.7 5.8 3.9
20年3月期 67.02 ― 9.4 4.6 3.0

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

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 11,415 4,483 39.3 779.71
20年3月期 11,922 4,241 35.6 737.74

（参考） 自己資本   21年3月期  4,483百万円 20年3月期  4,241百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 780 △110 △648 917
20年3月期 710 △1,082 422 895

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
純資産配当

率（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00 86 22.4 2.1
21年3月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00 86 25.8 2.0

22年3月期 
（予想）

― ― ― 15.00 15.00 25.7

3.  22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間

8,711 △4.8 238 △33.3 215 △38.7 105 △38.3 18.41

通期 18,300 1.0 688 △1.4 640 △4.9 335 0.4 58.30
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4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

〔(注) 詳細は、18ページ「重要な会計方針の変更」をご覧ください。〕 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

(注) １株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、33ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 5,750,000株 20年3月期 5,750,000株

② 期末自己株式数 21年3月期  76株 20年3月期  76株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、３ページ「１． 経営成績(1)経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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当事業年度におけるわが国経済は、昨年秋からの米国の金融危機に端を発した世界的な金融市場の混

乱及び景気減速の影響を受け実体経済が急速に悪化したため、非常に厳しい経営環境となりました。 

 当貨物自動車運送業界においても、国内の貨物輸送量は景気後退による荷動きの減少により依然とし

て厳しい状況が続いております。このような情勢の中、当社は新規荷主の開拓及び付加価値の高いサー

ビスの提供による売上げ拡大に努めると共に、当事業年度より業務本部制を導入し内部管理体制の一層

の充実を図り、コスト削減の一方で環境・安全対策にも注力してまいりました。 

 当事業年度の業績については、運送事業は中国向け高速鉄道の長尺型材の輸配送及び事務所移転業務

は順調に推移したものの、経済環境悪化の影響による荷動きの減少に伴いスポットの輸配送業務等が影

響を受け減収となりましたが、倉庫事業は前年度に新設した倉庫が順調に稼動し増収となりました。 

 また、商品販売・その他事業は、トナー販売並びに福祉用具のレンタル・販売は順調に増加しました

が、景気低迷による影響を受けて梱包資材の販売及びＩＴ関連（中古ＰＣ等）のサービス事業が減少し

ました。 

 この結果、売上高は181億21百万円（前年同期比2.5％減）となりました。一方、利益面では、売上総

利益は倉庫稼働率の向上と売上原価の削減努力により31億45百万円（同、3.7％増）、営業利益は売上

総利益の増加及び販売費及び一般管理費の削減により６億98百万円（同、24.7％増）、経常利益は６億

73百万円（同、25.3％増）、当期純利益は前事業年度にあった土地売却益が当事業年度は発生しないこ

と並びに株式市場の急落による投資有価証券評価損34百万円等により３億33百万円（同、13.4％減）と

なりました。 

事業部門別の業績は以下のとおりであります。 

①運送事業部門 

 当事業部門につきましては、中国向け高速鉄道の長尺型材の輸配送及び事務所移転等は順調に推移し

ましたが、スポット等の輸配送業務が景気悪化の影響により減少し、売上高は124億18百万円（前年同

期比6.6％減）、売上総利益は19億42百万円（同、7.9％減）となりました。 

②倉庫事業部門 

 当事業部門につきましては、倉庫保管・作業等の受注が増加し、売上高は26億８百万円（前年同期比

22.5％増）、売上総利益は８億20百万円（同、29.1％増）となりました。 

③商品販売・その他事業部門 

 当事業部門につきましては、トナー販売及び福祉用具レンタル販売並びに駐車場収入は増加したもの

の、梱包資材の販売及びＩＴ関連（中古ＰＣ等）のサービス事業が減少し、売上高は30億94百万円（前

年同期比1.9％減）となりましたが、売上原価圧縮等に努めたことで売上総利益は３億81百万円（同、

32.4％増)となりました。 

（次期の見通し） 

 今後の見通しにつきましては、厳しい経済環境が続いておりますものの、首都圏・中部圏・近畿圏の

情報共有化を一層推進し、従来のビジネスモデルを改革した物流改善提案を付加していくことで、新規

荷主の開拓や輸送業務を中心とした新規事業サービスの受注拡大により売上増加を計画しております。

 以上により、次期の業績の見通しにつきましては、売上高183億円（前年同期比1.0％増）、営業利益

は６億88百万円（同、1.4％減）、経常利益は６億40百万円（同、4.9％減）、当期純利益は３億35百万

円（同、0.4％増）を見込んでおります。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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①資産、負債及び純資産の状況 

当事業年度末の総資産は114億15百万円となり、前事業年度末に比べ５億７百万円減少いたしまし

た。資産の主要科目の増減は、現金及び預金が４百万円増加し、営業未収入金については回収により３

億18百万円の減少となりました。一方で、有形固定資産は減価償却等により１億34百万円の減少となり

ました。 

 また、負債は69億31百万円となり、前事業年度末に比べ７億49百万円減少いたしました。負債の主要

科目の増減は、営業未払金が１億48百万円減少し、１年内返済予定を含め長期借入金が４億67百万円の

減少となりました。 

 純資産は利益剰余金の増加等により前事業年度末に比べ２億41百万円増加し44億83百万円となり、自

己資本比率は3.7ポイント増加し39.3％となりました。 

②キャッシュ・フローの状況 

 当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動により得られた資

金が７億80百万円、投資活動により使用した資金が１億10百万円、財務活動により使用した資金が６億

48百万円となり、前事業年度末に比べ22百万円増加し、当事業年度末には９億17百万円（前年同期比

2.5％増）となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動により得られた資金は、７億80百万円（前年同期比9.8％増）となりました。これは主に税

引前当期純利益６億49百万円、減価償却費３億23百万円、売上債権の減少額３億21百万円の収入と仕入

債務の減少額１億54百万円、法人税等の支払額３億９百万円の支出によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動により使用した資金は、１億10百万円（前年同期は10億82百万円の使用）となりました。こ

れは主に有形固定資産の取得による支出１億51百万円によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動により使用した資金は、６億48百万円（前年同期は４億22百万円の収入）となりました。こ

れは主に長期借入金の返済による支出６億17百万円によるものです。 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 
  

 
（注）自己資本比率：純資産/総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額/総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債/営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー/利払い 

   ※キャッシュ・フロー対有利子負債比率を算出するにあたって使用した有利子負債は、貸借対照表に計上されてい 

     る負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としております。 

   ※インタレスト・カバレッジ・レシオを算出するにあたって使用した利払いは、損益計算書の利息計上額でありま 

     す。 

   ※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。 

(2) 財政状態に関する分析

平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期

自己資本比率 (％) 30.7 33.4 34.0 35.6 39.3

時価ベースの自己資本比率 (％) 28.9 32.8 27.4 17.4 15.9

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

(年) 5.7 9.1 13.1 6.7 5.4

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

(倍) 9.4 5.8 4.2 8.2 9.2
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当社は、株主への利益還元を重要課題の一つとして考えております。配当につきましては、株主の皆

様に安定した配当を継続して実施するとともに、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部

留保を確保することを基本方針としております。 

 内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上に経営体質

の強化及び将来の設備投資等の事業展開に備えるためのもので、今後の業績の向上を通じて株主の皆様

への利益還元を考えております。 

 当社の剰余金の配当は、中間配当と期末配当の年２回であり、配当の決定機関は中間配当については

取締役会、期末配当については株主総会であります。 

 当社は、会社法第454条第５項で定める「取締役会の決議により、毎年９月30日を基準として中間配

当を行なうことができる。」旨を定款に定めておりますが、従来より通期の業績を踏まえて年１回の期

末配当を実施しており、当期の配当については１株15円を予定しております。 

 次期の配当につきましても、従来どおり年１回の期末配当１株15円を予定しております。 

  

①事業の季節変動性について 

 当社が営んでいる運送事業については、主要荷主の決算期及び人事異動が３月に集中しており、事業

年度末の３月が繁忙期となり、中でも事務所移転・引越事業は、その傾向が顕著であります。 

 その結果、運送事業の売上高及び利益が下半期に偏重して計上される傾向にあるため、上半期と下半

期の業績が平準化されておりません。但し、当事業年度においては、上半期の業績が非常に順調に推移

し、下半期は国内経済低迷の影響を受けたことにより、上半期と下半期の業績割合が前事業年度と比較

して逆転しております。 

平成20年３月期及び平成21年３月期における半期毎の業績は以下の通りであります。 

 
②特定の取引先への依存度について 

 日本生命保険相互会社に対する売上高及び売上高総額に対する同社への売上高の割合は以下の通りで

あります。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク

  平成20年３月期

自 平成19年４月１日 自 平成19年10月１日
通 期

至 平成19年９月30日 至 平成20年３月31日

金額（千円） 上期割合（％） 金額（千円） 下期割合（％） 金額（千円）

売上高 8,773,627 47.2 9,811,102 52.8 18,584,729

経常利益 189,171 35.2 348,307 64.8 537,478

当期純利益 204,535 53.1 180,842 46.9 385,377

  平成21年３月期

自 平成20年４月１日 自 平成20年10月１日
通 期

至 平成20年９月30日 至 平成21年３月31日

金額（千円） 上期割合（％） 金額（千円） 下期割合（％） 金額（千円）

売上高 9,152,238 50.5 8,969,399 49.5 18,121,638

経常利益 351,408 52.2 322,264 47.8 673,673

当期純利益 171,493 51.4 162,408 48.6 333,901

受託先
平成20年３月期 平成21年３月期

金額(千円） 割合（％） 金額(千円） 割合（％）

日本生命保険相互会社 4,186,247 22.5 4,097,595 22.6
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売上高については、市場価格を勘案して一般的な取引条件で決定しており、今後も同様の方針であり

ます。また、平成21年３月期末における同社からの借入金残高は９億39百万円で、借入金残高の総額38

億44百万円に占める割合は、24.4％であります。借入に対する利率は、市場金利を勘案して合理的に決

定しており、返済条件についても通常の金融機関と同様に決定しております。そのため、何らかの理由

により契約関係の見直しが行なわれた場合は、当社の業績に影響を与える可能性があります。なお、同

社は当社株式9.04％を保有する大株主であり、また、決算短信提出日現在において、当社常勤役員７名

の内、同社からの転籍者は３名であります。加えて、出向者としては首都圏本部副本部長兼ニューマー

ケティング部長兼首都圏営業開発室長、首都圏本部部長兼ニューマーケティング部部長兼首都圏営業開

発室部長、中部本部長補佐兼ヒガシパーキング担当部長、ＮＨ営業室長兼日生物流センター長の４名及

びその他従業員１名が在籍しております。 

③固定資産の評価について 

 平成21年３月31日現在で保有する土地について、路線価により計算された土地の評価損と簿価を比較

した場合、時価が50％超下落した土地が一部ありますが、当該減損の兆候ありと認識している土地につ

いて将来キャッシュ・フローを計算した結果、減損処理をする必要はありませんでした。しかしなが

ら、今後、当社の事業運営方針の変更により、土地等の売却をした場合には、当社の財政状態及び業績

に影響を及ぼす可能性があります。 

④事業に対する法的規制について 

 当社が展開している事業は、下記の法的規制を受け、事業を展開するにあたり許認可を受けるか又は

登録を行なう必要があります。将来、これらの法的規制等が改正された場合、内容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。 

 (a)主要な事業活動の前提となる事項 

 当社は貨物自動車による運送並びに倉庫保管を主要な事業として行なっておりますが、係る事業を行

なうにあたっては法的規制（貨物自動車運送事業法、貨物利用運送事業法、倉庫業法、廃棄物の処理及

び清掃に関する法律）を受けており、事業を開始するにあたっては上記法律に基づいた申請を行ない、

国土交通大臣の許可又は登録を行なう必要があります。なお、産業廃棄物収集運搬業については、収集

運搬を行なう区域を管轄する各都道府県知事又は政令市長の許可を得る必要があります。 

(b)主要事業許認可及び有効期間 

 
(c)主な取消事由 

区分 法的規制 監督官庁 規制の主な内容 有効期間

一般貨物自動車運送事業 貨物自動車運送事業法 国土交通省 事業：許可 無
運賃・料金：届出

倉庫事業 倉庫業法 国土交通省 事業：登録  無
運賃・料金：届出

産業廃棄物収集運搬事業 廃棄物の処理及び清掃に
関する法律 環境省 事業：許可 ５年

主要事業 取消事由
一般貨物自動車運送事業 同一運輸局内において、貨物自動車運送事業法第33条・34条（許可の取消し）に

違反し、行政処分の違反累積点数が81点以上となった場合等（貨物自動車運送事業法）

倉庫事業 倉庫業法第21条（営業の停止及び登録の取消し）に基づく処分又は登録、許可若
しくは許可に付した条件に違反したとき等（倉庫業法）

産業廃棄物収集運搬事業 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の３（許可の取消し）の違反行為をし
たとき、又は他人に対して違反することを要求し、依頼し、若しくは唆し、若し
くは他人が違反行為をすることを助けたとき等

（廃棄物の処理及び清掃

 に関する法律）
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(d)事業の継続に支障を来たす要因の発生の有無 

 当社の主要な事業の継続性について、当該認可・登録の有効な期間の定めは産業廃棄物収集運搬業

（５年）以外はありませんが、取消事由に相当する事実はありません。 

 国土交通省は、貨物自動車運送事業の適正化を図るために、事業者の法令違反に対して点数制度を導

入しております。事業者の違反累積点数に応じて、事業者の公表、営業所の全部・一部停止処分又は営

業許可の取消処分が課される事になります。 

 当社はコンプライアンスを重視し、法令違反等の防止マニュアルを確実に実行するため、内部管理体

制を整備することで安全推進体制を強化し、従業員及び協力会社の「安全意識」の抜本的な強化を図っ

ております。 

 なお、行政処分の違反累積点数が20点超となった場合に違反事業者名が公表されますが、現時点にお

いては当社にその事実はありません。 

 しかしながら、将来、何らかの事由による許可の取消があった場合には、当社の主要な事業活動に支

障を来たし、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

(e)競争促進のための規制緩和について 

 運送事業への新規参入要件が緩和され、国内貨物輸送量が低迷している状況下で競争が激化してお

り、当社の今後の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

(f)交通安全確保のための規制強化について 

 交通事故の予防を図るため、大型車（車輌総重量８トン以上又は 大積載量５トン以上のトラック）

について速度抑制装置（スピードリミッター）の装着が義務づけられておりますが、当事業年度末現在

において、当社が保有する事業用車輌については既に対応済であります。 

(g)環境保護のための規制について 

 自動車ＮＯｘ・ＰＭ法において、窒素酸化物（ＮＯｘ）及び微粒子状物質（ＰＭ）の排出が少ない車

輌への使用転換が義務付けられております。 

 当該規制は、一定地域内[首都圏（埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県の一部市町村/大阪府・兵庫

県・（大阪府・兵庫県の一部市町村）/愛知県・三重県（愛知県・三重県の一部市町村）]では、排出基

準に適合していない車輌は登録を行なうことが出来ません。 

 更に東京都では、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」が制定されており、原則として

条例で定める粒子状物質排出基準を満たさないディーゼル車は、都内を運行することが禁止されてお

り、首都圏３県（埼玉県・千葉県・神奈川県）でも同様の条例が制定されております。また、大阪府で

は、平成21年１月１日から自動車ＮＯｘ・ＰＭ法の排ガス基準を満たさないトラック等の流入規制が実

施されております。当社では、「大阪府生活環境の保全等に関する条例（平成６年大阪府条例第６

号）」を遵守し、適合車輌を使用しております。今後、上記法律や条例が改正された場合、車輌の代替

費用負担の発生により当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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⑤経営基盤の強化について 

  (a)設備投資に係る借入金依存度が高いことについて 

 当社は、事業に使用される倉庫及び物流センターの設備資金について、主に金融機関からの借入金に

依存しております。 

 平成21年３月末における借入金残高は、38億44百万円であり、負債及び純資産合計に対する借入金残

高の割合は33.7％となっております。借入金については、今後の金利動向により当社の業績に影響を与

える可能性があります。 

(b)事業の見直しに伴うリスクについて 

 当社の主力事業は、運送事業及び倉庫事業であります。物流業界は、規制緩和による新規参入が比較

的容易であり、全体的に事業者が増加し、結果として価格競争にさらされております。 

 市場が成熟している環境下においては、今後、総輸送量が逓増していくことを予測することが困難な

状況であります。 

 従いまして、主力事業である運送事業及び倉庫事業に注力する一方で、福祉用具のレンタル及び販売

事業並びにビジネスサポートセンター、ＩＴ関連事業といった事業にも経営資源を配分することによ

り、事業構造の変革を目指しております。 

 また、既存事業の構造変革の過程において、結果として不採算事業が発生した場合、もしくは新規事

業の展開においても当初の見込とは異なる状況が発生した場合には、一時的に当社の業績に影響を与え

る可能性があります。 
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 当社は、物流事業（運送事業、倉庫事業）を主体に、物流事業から派生したコンピュータのカストマイ

ズ、産業廃棄物収集運搬業並びに大型ビル内のデリバリー業務等と共に、商品販売・その他事業として、梱

包資材・ＯＡトナー等の販売、駐車場経営、大型ビル内のビジネスサポートセンター、福祉用具レンタル、

ＰＣデータのイレース等を業務としております。 

 事業の系統図 

 事業の系統図及び概要は次の通りであり、顧客から当社または協力会社への矢印は業務の発注を示し、当

社または協力会社から顧客への矢印は、役務の提供を行なっていることを示しております。 

 

2. 企業集団の状況
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私達ヒガシ21は、「安全」と「安心」を大切にして物流事業を通じて社会に貢献することを経営の基

本方針とし、以下の経営理念（３つの使命）に基づき活動しております。 

①商品・サービスの使命 

 顧客・荷主の満足する物流サービスを提供し、信頼の向上に努めます。 

②社会的使命 

 良き企業市民として社会のルールを守り、地域に貢献、環境保全に取り組みます。 

③経済的使命 

 社会、株主、社員の繁栄を図るため、常に経営基盤の強化・安定を図ってまいります。 

当社は、経営環境の変化に対応した十分な利益を計上できる経営体制の構築を目指し、売上高及び経

常利益の継続的な成長を目標としており、中期的な目標としては経常利益10億円体制を築くとともに、

経常利益率４％を目標としております。なお、当事業年度の経常利益率は3.7％（前年同期比0.8ポイン

ト増）となりましたが、今後も新規荷主開拓や新規事業サービスの開発並びに人材の育成を行ない、営

業力の向上と効率化を進め、利益率の向上に取り組む所存であります。 

当社は関西圏はもとより、首都圏・中部圏での売上高の拡大を目指しております。また、平成20年４

月より業務本部制を導入し、事業所間の情報共有化と連携を強化しながら人材を育成し、物流事業の拡

大を図ることを経営戦略としております。また、ビジネスモデル改革を推進することで、新規顧客また

は新規事業のビジネスチャンスを掴み、新分野への足がかりを創ることで、業容の拡大を図ることを経

営戦略としております。 

近年では、企業統合や業界再編並びに資本・業務提携等が活発に行なわれています。物流業界におい

ても競争は厳しい状況が続いており、制度や法改正が進むことで、企業倫理や環境・安全問題への対応

等に果たすべき役割や責任が大きくなっております。 

 中長期的な会社の経営戦略に基づき、今後の事業活動においても経営基盤である物流事業の拡大を継

続していくことはもとより、新規サービス事業分野等の成長分野でのビジネスモデルの改革を実施し、

事業拡大や新規事業開発によるビジネスチャンスを掴むことで、業容の拡大を図ることが課題でありま

す。 

 そのため、経営の基本方針である「安全」と「安心」を原点とし、コンプライアンスを重視した内部

管理体制を構築し、継続的な運用を行なっていくことで、引き続き主要事業許認可に対する法令遵守及

び交通安全対策並びに環境問題にも積極的に対応していく所存であります。 

該当事項はありません。 

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題

(5) その他、会社の経営上重要な事項
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4.【財務諸表】

(1)【貸借対照表】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 1,156,115 1,160,330 

受取手形 596,713 593,956 

営業未収入金 2,705,827 2,387,544 

商品 45,665 116,054 

貯蔵品 5,358 3,774 

前払費用 91,062 98,280 

繰延税金資産 98,600 103,082 

その他 43,743 19,588 

貸倒引当金 △3,270 △5,963 

流動資産合計 4,739,816 4,476,650 

固定資産 

有形固定資産 

建物 ※1, ※2 6,060,488 ※1, ※2 6,101,293 

減価償却累計額 △3,002,504 △3,180,146 

建物（純額） 3,057,983 2,921,147 

構築物 557,657 556,973 

減価償却累計額 △376,995 △403,702 

構築物（純額） 180,662 153,270 

機械及び装置 238,316 240,349 

減価償却累計額 △185,736 △194,882 

機械及び装置（純額） 52,580 45,466 

車両運搬具 449,423 401,009 

減価償却累計額 △383,643 △311,048 

車両運搬具（純額） 65,779 89,961 

工具、器具及び備品 132,842 160,983 

減価償却累計額 △70,005 △84,989 

工具、器具及び備品（純額） 62,836 75,993 

土地 ※1 2,493,935 ※1 2,493,935 

有形固定資産合計 5,913,778 5,779,775 

無形固定資産 

借地権 20,804 20,804 

ソフトウエア 91,592 86,822 

その他 17,535 16,765 

無形固定資産合計 129,932 124,392 

投資その他の資産 

投資有価証券 223,161 194,268 

出資金 10,755 10,755 

長期貸付金 － 1,664 

破産更生債権等 6,372 30,738 

長期前払費用 57,399 55,457 

繰延税金資産 99,789 73,511 

保険積立金 106,332 － 

差入保証金 605,365 609,170 

その他 44,953 89,590 

貸倒引当金 △14,752 △30,951 

投資その他の資産合計 1,139,376 1,034,205 

固定資産合計 7,183,088 6,938,373 

資産合計 11,922,904 11,415,023 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形 34,099 34,567 

営業未払金 1,710,730 1,562,196 

短期借入金 930,000 910,000 

1年内返済予定の長期借入金 ※1 617,384 ※1 776,100 

未払金 ※2 184,909 ※2 148,832 

未払費用 69,240 69,648 

未払法人税等 176,157 163,304 

未払消費税等 4,425 66,280 

前受金 78,985 64,192 

預り金 40,888 40,627 

賞与引当金 172,692 186,750 

その他 2,264 2,567 

流動負債合計 4,021,777 4,025,066 

固定負債 

長期借入金 ※1 2,784,930 ※1 2,158,830 

退職給付引当金 221,469 216,936 

役員退職慰労引当金 131,000 78,930 

長期未払金 ※2 348,262 ※2 279,699 

長期預り金 173,504 172,308 

固定負債合計 3,659,166 2,906,705 

負債合計 7,680,943 6,931,771 

純資産の部 

株主資本 

資本金 333,150 333,150 

資本剰余金 

資本準備金 95,950 95,950 

資本剰余金合計 95,950 95,950 

利益剰余金 

利益準備金 66,400 66,400 

その他利益剰余金 

圧縮積立金 88,623 85,917 

別途積立金 3,170,000 3,470,000 

繰越利益剰余金 483,250 433,608 

利益剰余金合計 3,808,273 4,055,926 

自己株式 △42 △42 

株主資本合計 4,237,331 4,484,984 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 4,629 △1,732 

評価・換算差額等合計 4,629 △1,732 

純資産合計 4,241,961 4,483,251 

負債純資産合計 11,922,904 11,415,023 
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(2)【損益計算書】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

売上高 

運送収入 13,299,641 12,418,290 

倉庫収入 2,129,198 2,608,386 

商品売上高 1,802,436 2,010,053 

その他の収入 1,353,452 1,084,906 

売上高合計 18,584,729 18,121,638 

売上原価 

運送原価 11,190,825 10,475,420 

倉庫原価 1,493,525 1,787,990 

商品売上原価 1,718,665 1,860,030 

その他の原価 1,148,987 853,185 

売上原価合計 15,552,004 14,976,626 

売上総利益 3,032,724 3,145,011 

販売費及び一般管理費 ※1 2,472,948 ※1 2,446,889 

営業利益 559,776 698,122 

営業外収益 

受取利息 1,275 1,835 

受取配当金 4,527 4,586 

受取賃貸料 42,899 47,315 

その他 26,406 26,874 

営業外収益合計 75,108 80,612 

営業外費用 

支払利息 86,362 84,559 

賃貸費用 10,599 12,933 

その他 444 7,567 

営業外費用合計 97,406 105,060 

経常利益 537,478 673,673 

特別利益 

固定資産売却益 ※2 191,717 － 

補助金収入 － 24,021 

貸倒引当金戻入額 13,840 － 

その他 2,206 2,000 

特別利益合計 207,763 26,021 

特別損失 

投資有価証券評価損 － 34,893 

固定資産除却損 ※3 28,993 ※3 11,122 

その他 － 4,133 

特別損失合計 28,993 50,148 

税引前当期純利益 716,248 649,545 

法人税、住民税及び事業税 255,600 289,500 

法人税等調整額 75,271 26,144 

法人税等合計 330,871 315,644 

当期純利益 385,377 333,901 
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運送原価 

売上原価明細書

第86期 第87期

  （自 平成19年4月1日   （自 平成20年4月1日

    至  平成20年3月31日）     至  平成21年3月31日）

区分
注記

金額（千円）
構成比

金額（千円）
構成比

番号 （％） （％）

Ⅰ 人件費 1,367,312 12.2 1,264,505 12.1

Ⅱ 外注費 8,849,793 79.1 8,445,298 80.6

Ⅲ 経費 973,720 8.7 765,616 7.3

合計 11,190,825 100.0 10,475,420 100.0

倉庫原価

第86期 第87期

  （自 平成19年4月1日   （自 平成20年4月1日

    至  平成20年3月31日）     至  平成21年3月31日）

区分
注記

金額（千円）
構成比

金額（千円）
構成比

番号 （％） （％）

Ⅰ 人件費 309,509 20.7 408,663 22.9

Ⅱ 外注費 388,053 26.0 488,064 27.3

Ⅲ 経費 795,963 53.3 891,261 49.8

合計 1,493,525 100.0 1,787,990 100.0

商品売上原価

第86期 第87期

  （自 平成19年4月1日   （自 平成20年4月1日

    至  平成20年3月31日）     至  平成21年3月31日）

区分
注記

金額（千円）
構成比

金額（千円）
構成比

番号 （％） （％）

Ⅰ 期首商品たな卸高 336,958 19.1 45,665 2.3

Ⅱ 当期商品仕入高 1,427,373 80.9 1,930,419 97.7

合計 1,764,331 100.0 1,976,085 100.0

Ⅲ 期末商品たな卸高 45,665 116,054

差引 1,718,665 1,860,030

その他の原価

第86期 第87期

  （自 平成19年4月1日   （自 平成20年4月1日

    至  平成20年3月31日）     至  平成21年3月31日）

区分
注記

金額（千円）
構成比

金額（千円）
構成比

番号 （％） （％）

Ⅰ 人件費 7,722 0.7 6,544 0.8

Ⅱ 外注費 499,545 43.5 286,514 33.6

Ⅲ 経費 641,719 55.8 560,126 65.6

合計 1,148,987 100.0 853,185 100.0
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 333,150 333,150 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 333,150 333,150 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 95,950 95,950 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 95,950 95,950 

資本剰余金合計 

前期末残高 95,950 95,950 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 95,950 95,950 

利益剰余金 

利益準備金 

前期末残高 66,400 66,400 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 66,400 66,400 

その他利益剰余金 

圧縮積立金 

前期末残高 － 88,623 

当期変動額 

圧縮積立金の積立 91,104 － 

圧縮積立金の取崩 △2,480 △2,705 

当期変動額合計 88,623 △2,705 

当期末残高 88,623 85,917 

別途積立金 

前期末残高 2,870,000 3,170,000 

当期変動額 

別途積立金の積立 300,000 300,000 

当期変動額合計 300,000 300,000 

当期末残高 3,170,000 3,470,000 

繰越利益剰余金 

前期末残高 555,496 483,250 

当期変動額 

圧縮積立金の積立 △91,104 － 

圧縮積立金の取崩 2,480 2,705 

別途積立金の積立 △300,000 △300,000 

剰余金の配当 △69,000 △86,248 

当期純利益 385,377 333,901 

当期変動額合計 △72,246 △49,641 

当期末残高 483,250 433,608 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

利益剰余金合計 

前期末残高 3,491,896 3,808,273 

当期変動額 

圧縮積立金の積立 － － 

圧縮積立金の取崩 － － 

別途積立金の積立 － － 

剰余金の配当 △69,000 △86,248 

当期純利益 385,377 333,901 

当期変動額合計 316,377 247,652 

当期末残高 3,808,273 4,055,926 

自己株式 

前期末残高 － △42 

当期変動額 

自己株式の取得 △42 － 

当期変動額合計 △42 － 

当期末残高 △42 △42 

株主資本合計 

前期末残高 3,920,996 4,237,331 

当期変動額 

剰余金の配当 △69,000 △86,248 

当期純利益 385,377 333,901 

自己株式の取得 △42 － 

当期変動額合計 316,335 247,652 

当期末残高 4,237,331 4,484,984 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 32,906 4,629 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △28,276 △6,362 

当期変動額合計 △28,276 △6,362 

当期末残高 4,629 △1,732 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 32,906 4,629 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △28,276 △6,362 

当期変動額合計 △28,276 △6,362 

当期末残高 4,629 △1,732 

純資産合計 

前期末残高 3,953,902 4,241,961 

当期変動額 

剰余金の配当 △69,000 △86,248 

当期純利益 385,377 333,901 

自己株式の取得 △42 － 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △28,276 △6,362 

当期変動額合計 288,058 241,290 

当期末残高 4,241,961 4,483,251 
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(4)【キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税引前当期純利益 716,248 649,545 

減価償却費 283,740 323,625 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △12,970 18,890 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,990 △52,070 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 17,346 △4,532 

賞与引当金の増減額（△は減少） △28,363 14,057 

未払消費税等の増減額（△は減少） △24,126 61,854 

受取利息及び受取配当金 △5,803 △6,421 

支払利息 86,362 84,559 

投資有価証券評価損益（△は益） － 34,893 

固定資産売却損益（△は益） △197,401 － 

固定資産除却損 28,993 11,122 

売上債権の増減額（△は増加） 97,293 321,039 

たな卸資産の増減額（△は増加） 290,818 △68,805 

仕入債務の増減額（△は減少） △281,787 △154,812 

前受金の増減額（△は減少） 24,944 △14,793 

その他 60,941 △50,366 

小計 1,061,225 1,167,786 

利息及び配当金の受取額 5,803 6,421 

利息の支払額 △86,497 △84,122 

法人税等の支払額 △269,655 △309,547 

営業活動によるキャッシュ・フロー 710,875 780,538 

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 △253,000 △235,600 

定期預金の払戻による収入 234,400 253,600 

投資有価証券の取得による支出 △3,650 △15,710 

投資有価証券の売却による収入 － 7,000 

有形固定資産の取得による支出 △1,095,864 △151,461 

有形固定資産の売却による収入 214,770 11,794 

無形固定資産の取得による支出 △45,374 △5,245 

長期前払費用の取得による支出 △60,115 － 

その他 △73,668 25,563 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,082,502 △110,059 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入金の純増減額（△は減少） △430,000 △20,000 

長期借入れによる収入 1,430,000 150,000 

長期借入金の返済による支出 △430,396 △617,384 

割賦債務の返済による支出 △78,227 △74,630 

配当金の支払額 △69,000 △86,248 

その他 △42 － 

財務活動によるキャッシュ・フロー 422,333 △648,263 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 50,706 22,215 

現金及び現金同等物の期首残高 844,309 895,015 

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 895,015 ※1 917,230 
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該当事項はありません。 

  

(5)【継続企業の前提に関する注記】

(6)【重要な会計方針】

項目
第86期

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

第87期
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法

その他有価証券

  時価のあるもの

   決算日の市場価格等に基づく時

価法

   (評価差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価は移動

平均法により算定)

その他有価証券

  時価のあるもの

同左

  時価のないもの

   移動平均法による原価法

  時価のないもの

同左

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法

 

  

 

 

(１) 商品  
      総平均法による原価法

通常の販売目的で保有するたな卸し資産 

 評価基準は原価法（収益性の低下によ

る簿価切下げの方法）によっておりま

す。

(１) 商品
      総平均法

(２) 貯蔵品 
      終仕入原価法

(２) 貯蔵品

終仕入原価法

 

（会計方針の変更） 

 当事業年度より「棚卸資産の評価に関

する会計基準」（企業会計基準第９号

平成18年７月５日公表分）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。

３ 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

に取得した建物(附属設備除く)は

定額法

   なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。

建物 ３～50年

構築物 ７～30年

機械及び装置 ４～15年

車輌運搬具 ２～５年

工具器具備品 ３～20年

(１) 有形固定資産

同左

(２) 無形固定資産

  定額法

   なお、自社利用ソフトウェアに

ついては社内における見込利用可

能期間(５年)に基づいておりま

す。

(２) 無形固定資産

同左
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項目
第86期

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

第87期
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

４ 引当金の計上基準 (１) 貸倒引当金

  売上債権等の貸倒損失に備えるた

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

(２) 賞与引当金

  従業員に対して支給する賞与の支

出に充てるため、支給見込額に基づ

き計上しております。

(２) 賞与引当金

同左

(３) 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき計上

しております。

  数理計算上の差異は、各事業年度

の発生時の従業員平均残存勤務期間

以内の一定の年数(10年)による定額

法により、それぞれ発生の翌事業年

度から費用処理しております。

(３) 退職給付引当金

同左

(４) 役員退職慰労引当金

  役員の退職慰労金の支出に備え

て、役員退職慰労金規程に基づく期

末要支給額を計上しております。

(４) 役員退職慰労引当金

同左

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。

───

６ キャッシュ・フロー計算 

  書における資金の範囲

  キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金(現金及び現金同等物)は，手

許現金、随時引き出し可能な預金及

び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

負わない取得日から３ヶ月以内に償

還期限の到来する短期投資からなっ

ております。

同左

７ その他財務諸表作成のた

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。

消費税等の会計処理

同左
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(7)【重要な会計方針の変更】

(会計処理の変更)

第86期
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

第87期
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

           ──── （リース取引に関する会計基準等） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、当事業年度より、「リース取引に関する

会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日

（企業審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及

び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会

計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改

正））を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっ

ております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権

移転外ファイナンス・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を引き続き採用し

ております。 

 ただし、当事業年度において、新たな所有権移転外フ

ァイナンス・リース取引が発生しなかったため、損益に

与える影響はありません。 

 

㈱ヒガシトゥエンティワン(9029) 平成21年３月期決算短信（非連結）

－20－



  

 
  

  該当事項はありません。 

(表示方法の変更)

第86期
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

第87期
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 

 

(貸借対照表） 

 前事業年度において、「設備支払手形」は流動負債に

区分掲記しておりましたが、負債及び純資産の合計額の

1/100以下となったため、当事業年度より「設備支払手

形」の金額10,515千円は「支払手形」に含めて表示して

おります。 

 

（損益計算書） 

 会計システムの変更により厳密な損益管理が可能とな

ったことに伴い、事業及び業務区分を見直し、従来その

他事業に含まれていた商品販売業務を商品販売事業とす

ることといたしました。 

 つきましては、当事業年度より「その他事業収益」を

「商品売上高」と「その他事業収益」に区分して掲記

し、「その他事業原価」を「商品売上原価」と「その他

事業原価」に区分して掲記しております。 

 なお、当事業年度において、前事業年度の区分によっ

た場合の事業の売上高及び売上原価は次のとおりであり

ます。

区分 金額（千円）

Ⅰ 売上高

 １ 運送事業収益 13,299,641

 ２ 倉庫事業収益 2,129,198

 ３ その他事業収益 3,155,889

   計 18,584,729

Ⅱ 売上原価

 １ 運送事業原価 11,190,825

 ２ 倉庫事業原価 1,493,525

 ３ その他事業原価 2,867,652

   計 15,552,004

（キャッシュ・フロー計算書） 

 「固定資産売却益」は、重要性が増したため、区分掲

記することといたしました。なお、前事業年度は、営業

活動によるキャッシュ・フローの「その他」に△3,521

千円含まれております。 

 

(貸借対照表)  

 前事業年度において、「保険積立金」は投資その他の

資産に区分掲記しておりましたが、重要性が無くなった

ため、当事業年度より「保険積立金」の金額55,020千円

は「その他」に含めて表示しております。  

 

(キャッシュ・フロー計算書)  

 前事業年度において、「固定資産売却益」は営業活動

によるキャッシュ・フローの小計区分前に区分掲記して

おりましたが、重要性が無くなったため、当事業年度よ

り「固定資産売却益」の金額△5,183千円は、営業活動

によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示し

ております。 

 前事業年度において、「長期前払費用の取得による支

出」は投資活動によるキャッシュ・フローに区分掲記し

ておりましたが、重要性が無くなったため、当事業年度

より「長期前払費用の取得による支出」の金額△2,665

千円は、投資活動によるキャッシュ・フローの「その

他」に含めて表示しております。

(追加情報)
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(8)【財務諸表に関する注記事項】

(貸借対照表関係)

第86期 
(平成20年３月31日)

第87期
(平成21年３月31日)

 

※１ 担保に供している資産

   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。

   担保に供している資産

建物 2,517,497千円

土地 1,482,704

計 4,000,202

   上記に対応する債務

一年以内返済予定長期借入金 617,384千円

長期借入金 2,784,930

計 3,402,314

 

※１ 担保に供している資産

   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。

   担保に供している資産

建物 2,406,299千円

土地 1,482,704

計 3,889,003

   上記に対応する債務

一年以内返済予定長期借入金 772,000千円

長期借入金 1,808,830

計 2,580,830

※２ 有形固定資産のうち「建物」の一部については、

割賦払いの方法で購入しているため、所有権が売主

に留保されており、その未払額は次のとおりであり

ます。

未払金 74,630千円

長期未払金 348,262

計 422,893

※２ 有形固定資産のうち「建物」の一部については、

割賦払いの方法で購入しているため、所有権が売主

に留保されており、その未払額は次のとおりであり

ます。

未払金 68,563千円

長期未払金 279,699

計 348,262

 

 ３ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行４行と当座貸越契約を締結しております。

   当事業年度末における当座貸越契約に係る借入金

未実行残高等は次のとおりであります。 

 

当座貸越極度額の総額 3,300,000千円

借入実行残高 930,000

差引額 2,370,000
 

 ３ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行６行と当座貸越契約を締結しております。

   当事業年度末における当座貸越契約に係る借入金

未実行残高等は次のとおりであります。 

 

当座貸越極度額の総額 2,380,000千円

借入実行残高 910,000

差引額 1,470,000

㈱ヒガシトゥエンティワン(9029) 平成21年３月期決算短信（非連結）

－22－



  

 
  

(損益計算書関係)

第86期
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

第87期
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は67％、

一般管理費に属する費用のおおよその割合は33％

であります。

   主要な費目及び金額は次のとおりであります。

役員報酬 136,800千円

給料賞与手当 842,677

貸倒引当金繰入額 2,181

賞与引当金繰入額 96,297

役員退職慰労引当金繰入額 27,530

退職給付費用 57,957

法定福利費 141,712

減価償却費 79,370

賃借料 151,671

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は66％、

一般管理費に属する費用のおおよその割合は34％

であります。

   主要な費目及び金額は次のとおりであります。

役員報酬 135,180千円

給料賞与手当 833,817

貸倒引当金繰入額 22,870

賞与引当金繰入額 116,451

役員退職慰労引当金繰入額 15,280

退職給付費用 65,369

法定福利費 146,971

減価償却費 74,145

賃借料 156,898

 

※２ 固定資産売却益の内容は、次のとおりでありま

す。

土地 191,717千円

───

 

※３ 固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

す。

有形固定資産

 建物 10,215千円

 機械及び装置 118千円

 工具器具備品 3,651千円

無形固定資産

 その他 10千円

長期前払費用 243千円

原状回復費 14,754千円

  計 28,993千円
 

※３ 固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

す。

有形固定資産

 建物 3,723千円

 構築物 70千円

 機械及び装置 58千円

 工具器具備品 90千円

無形固定資産

 その他 14千円

原状回復費 7,165千円

  計 11,122千円
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 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加76株は、単元未満株式の買取による増加76株であります。 

  

 該当事項はありません。 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 該当事項はありません。 
  

 
  

 
  

(株主資本等変動計算書関係)

第86期（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）

１ 発行済株式に関する事項                          （単位:株） 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式 5,750,000 ― ― 5,750,000

２ 自己株式に関する事項                           （単位:株）

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（注） ─ 76 ─ 76

３ 新株予約権等に関する事項

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
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月27日 
定時株主総会

普通株式 69,000 12 平成19年３月31日 平成19年６月28日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年６月26日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 86,248 15 平成20年３月31日 平成20年６月27日

第87期（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）

１ 発行済株式に関する事項                          （単位:株） 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式 5,750,000 ― ― 5,750,000

２ 自己株式に関する事項                           （単位:株）

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式 76 ― ― 76

３ 新株予約権等に関する事項

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
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成20年６月26日 
定時株主総会

普通株式 86,248 15 平成20年３月31日 平成20年６月27日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年６月24日  
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 86,248 15 平成21年３月31日 平成21年６月25日
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(キャッシュ・フロー計算書関係)

第86期
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

第87期
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 1,156,115千円

預入期間３か月超の定期預金 △261,100

現金及び現金同等物 895,015

 
 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 1,160,330千円

預入期間３か月超の定期預金 △243,100

現金及び現金同等物 917,230
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(リース取引関係)

第86期
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

第87期
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

  リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

(借主側)

１ リース取引に関する会計基準適用初年度開始前の所

有権移転外ファイナンス・リース取引 

(借主側)

 

(１) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額

取得価額 
相当額 
(千円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円)

期末残高
相当額 
(千円)

建物及び構築物 12,530 9,609 2,920

機械及び装置 395,905 183,256 212,649

車輌運搬具 306,992 152,966 154,025

工具器具備品 486,066 295,156 190,909

計 1,201,494 640,989 560,504

 

(１) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額

取得価額
相当額 
(千円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円)

期末残高
相当額 
(千円)

建物及び構築物 15,017 11,313 3,703

機械及び装置 394,998 217,303 177,694

車輌運搬具 274,381 183,480 90,900

工具器具備品 314,155 209,210 104,944

計 998,551 621,308 377,243

 

(２) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 183,684千円

１年超 411,882

計 595,567
 

(２) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 138,023千円

１年超 270,208

計 408,232

(３) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相 

   当額 

   支払リース料          221,660千円 

   減価償却費相当額        197,240 

   支払利息相当額          24,740

(３) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相 

   当額 

   支払リース料          194,584千円 

   減価償却費相当額        172,580 

   支払利息相当額          18,279

(４) 減価償却費相当額の算定方法

   リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする 

  定額法によっております。

(４) 減価償却費相当額の算定方法

          同左

(５) 利息相当額の算定方法

   リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差 

  額を利息相当額とし、各事業年度への配分方法に 

  ついては、利息法によっております。

     

 

(５) 利息相当額の算定方法

          同左 

  

 

２ オペレーティング・リース取引(借主側)

    オペレーティング・リース取引のうち 
   解約不能のものに係る未経過リース料

１年内 469,347千円

１年超 3,834,355

計 4,303,703
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  該当事項はありません。 

  

 
(注) 第86期事業年度において、その他有価証券で時価のあるものについて減損処理は行っておりません。なお、減

損を行うにあたっては、事業年度末における時価が取得原価に比べ50％超下落した場合には全て減損処理を行

うこととしております。 

  

   該当事項はありません。 

  

  

 
  

(金融商品関係)

(有価証券関係)

第86期(平成20年３月31日)

１ その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価(千円)

貸借対照表日 
における 
貸借対照表 
計上額(千円)

差額(千円)

貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

   ① 株式 38,113 64,942 26,829

   ② 債券 ― ― ―

   ③ その他 ― ― ―

小計 38,113 64,942 26,829

貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

   ① 株式 28,918 17,392 △11,525

   ② 債券 ― ― ―

   ③ その他 20,000 12,490 △7,510

小計 48,918 29,882 △19,035

合計 87,031 94,824 7,793

２ 第86期事業年度中に売却したその他有価証券(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

３ 時価評価されていない有価証券

区分
貸借対照表計上額 

(千円)

その他有価証券

  ① 非上場株式 128,337
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(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であり、当事業年度において減損処理を行い、投資有価証券評価

損31,485千円を計上しております。 

 なお、当事業年度末における時価が取得原価に比べ50％超下落した場合には全て減損処理を行うこととして

おります。また、時価の下落率が30～50％の株式の減損にあたっては、個別銘柄毎に回復可能性を考慮して必

要と認められた額について、減損処理を行うこととしております。 

  

 
  

  

  

 
(注) 表中の「貸借対照表計上額」は減損処理後の帳簿価額であり、当事業年度において減損処理を行い、投資有価

証券評価損3,408千円を計上しております。 

 なお、事業年度末において発行会社の財政状態の悪化等により実質価額が著しく低下した場合には回復可能

性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、減損処理を行うこととしております。 

  

第87期(平成21年３月31日)

１ その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価(千円)

貸借対照表日 
における 
貸借対照表 
計上額(千円)

差額(千円)

貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

   ① 株式 7,735 13,956 6,221

   ② 債券 ― ― ―

   ③ その他 ― ― ―

小計 7,735 13,956 6,221

貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

   ① 株式 45,207 36,068 △9,138

   ② 債券 ― ― ―

   ③ その他 6,314 6,314 ―

小計 51,521 42,382 △9,138

合計 59,256 56,339 △2,917

２ 第87期事業年度中に売却したその他有価証券(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

区分

前事業年度 当事業年度

（自 平成19年４月１日 （自 平成20年４月１日

至 平成20年３月31日） 至 平成21年３月31日）

売却額（千円） ― 7,000

売却益の合計額(千円) ― 2,000

３ 時価評価されていない有価証券

区分
貸借対照表計上額 

(千円)

その他有価証券

  ① 非上場株式 137,929
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当社は、デリバティブ取引を行っていないため該当事項はありません。 

  

当社は、デリバティブ取引を行っていないため該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

 （追加情報） 

   当事業年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年   

  10月17日）及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 

  13号平成18年10月17日）を早期適用しております。 

  

該当事項はありません。 

  

(デリバティブ取引関係)

第86期(平成20年３月31日)

第87期(平成21年３月31日)

(持分法投資損益等)

第86期(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

第87期(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

(関連当事者情報)

第86期(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

第87期(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)
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(税効果会計関係)

第86期 
(平成20年３月31日)

第87期
(平成21年３月31日)

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産

賞与引当金 70,113千円

未払事業税 14,727

役員退職慰労引当金 53,186

退職給付引当金 89,916

会員権等評価損 7,260

貸倒引当金 5,093

減価償却費等 3,480

未払法定福利費 9,334

減損損失 4,591

その他 4,425

繰延税金資産合計 262,128

繰延税金負債

  圧縮積立金 △60,574

その他有価証券評価差額金 △3,164

 繰延税金負債合計 △63,738

繰延税金資産純額 198,390

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産

賞与引当金 75,820千円

未払事業税 13,719

役員退職慰労引当金 32,045

退職給付引当金

投資有価証券評価損

88,076

3,795

会員権等評価損 4,756

貸倒引当金 10,434

減価償却費等 2,282

未払法定福利費 10,241

その他有価証券評価差額金 1,184

その他 3,300

繰延税金資産小計 245,657

評価性引当額 △10,337

繰延税金資産合計 235,319

繰延税金負債

 圧縮積立金 △58,725

 繰延税金負債合計 △58,725

繰延税金資産純額 176,594

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

法定実効税率 40.6％

(調整)

交際費等永久に損金に算入 
されない項目

4.8％

住民税均等割 0.8％

受取配当金等永久に益金に算入 
されない項目

△0.1％

その他 0.1％

税効果会計適用後の法人税等の 
負担率

46.2％

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

法定実効税率 40.6％

(調整)

交際費等永久に損金に算入 
されない項目

5.6％

住民税均等割 0.9％

受取配当金等永久に益金に算入 
されない項目

△0.1％

評価性引当額の増減 1.5％

その他 0.1％

税効果会計適用後の法人税等の 
負担率

48.6％
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当社は、確定給付型の制度として、厚生年金基金制度及び勤続３年以上の従業員を対象に適格退職

年金制度を設けております。 

 当社の加入する厚生年金基金（代行部分を含む）は総合設立方式であり、自社の拠出に対応する年

金資産の額を合理的に計算することが出来ないため、退職給付に係る会計基準（企業会計審議会：平

成10年６月16日）注解12（複数事業主制度の企業年金について）により、年金基金への要拠出額を退

職給付費用として処理しております。 

なお、要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業主制度に関する事項は次のとおりであ

ります。 

   (１)制度全体の積立状況に関する事項（平成20年３月31日現在） 

 
   (２)制度全体に占める当社の掛金拠出割合（自 平成20年３月１日 至 平成20年３月31日） 

                            1.6％ 

   (３)補足説明 

     上記(１) の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高19,476,542千円であ 

       ります。本制度における過去勤務債務の償却方法は期間20年の元利均等償却であります。 

     なお、上記(２) の割合は当社の実際の負担割合とは一致しません。 

  

  

 
  

(退職給付関係)

１ 採用している退職給付制度の概要

      年金資産の額 140,424,065千円

      年金財政計算上の給付債務の額 185,101,845千円

      差引額 △44,677,779千円

２ 退職給付債務及びその内訳

第86期
(平成20年３月31日)

第87期 
(平成21年３月31日)

(１) 退職給付債務 △714,810千円 △694,692千円

(２) 年金資産 435,306 338,756

(３) 未積立退職給付債務(１)＋(２) △279,503 △355,935

(４) 会計基準変更時差異の未処理額 ― ―

(５) 未認識数理計算上の差異 58,034 138,998

(６) 貸借対照表計上額純額 
   (３)＋(４)＋(５)

△221,469 △216,936

(７) 前払年金費用 ― ―

(８) 退職給付引当金(６)－(７) △221,469 △216,936
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 （追加情報） 

  第86期（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

   当事業年度より、「『退職給付に係る会計基準』の一部改正（その２）」（企業会計基準第14 

  号 平成19年５月15日）を適用しております。 

  

  第87期（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

      当事業年度より、「『退職給付に係る会計基準』の一部改正（その３）」（企業会計基準第19  

  号 平成20年７月31日）を早期適用しております。 

  

３ 退職給付費用の内訳

第86期
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

第87期
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

退職給付費用

(１) 勤務費用 47,491千円 45,138千円

(２) 利息費用 11,313 10,722

(３) 期待運用収益(減算) 8,584 6,529

(４) 過去勤務債務の費用処理額 ― ―

(５) 数理計算上の差異の費用処理額 6,002 14,626

(６) 小計 
  (１)＋(２)－(３)＋(４)＋(５)

56,223 63,957

(７) 厚生年金基金拠出金 78,747 79,623

(８) 臨時に支払った割増退職金等 ― 3,954

(９) 合計 
  (６)＋(７)＋(８)

134,971 147,535

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

第86期
(平成20年３月31日)

第87期 
(平成21年３月31日)

(１) 割引率 1.5％ 1.5％

(２) 期待運用収益率 1.5％ 1.5％

(３) 退職給付見込額の期間配分方法 勤務期間定額基準 勤務期間定額基準

(４) 過去勤務債務の処理年数  発生した事業年度で一括処

理しております。

 発生した事業年度で一括処

理しております。

(５) 数理計算上の差異の処理年数 10年

(各事業年度の発生時の平均

残存勤務期間以内の一定の年

数による定額法によりそれぞ

れ発生年度の翌年度から費用

処理しております。)

10年 

同左
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 第86期（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

 第87期（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

 
  

  該当事項はありません。 

(ストックオプション等関係)

(企業結合等関係)

第86期(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

第87期(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

(１株当たり情報)

第86期
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

第87期
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 737円74銭

１株当たり当期純利益 67円02銭

１株当たり純資産額 779円71銭

１株当たり当期純利益 58円07銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

算定上の基礎

１ １株当たり純資産額

貸借対照表の純資産の部の合計額 4,241,961千円

普通株式に係る純資産額 4,241,961千円

普通株式の発行済株式数 5,750,000株

普通株式の自己株式 76株

１株当たり純資産額の算定に 

用いられた普通株式の数 5,749,924株

算定上の基礎

１ １株当たり純資産額

貸借対照表の純資産の部の合計額 4,483,251千円

普通株式に係る純資産額 4,483,251千円

普通株式の発行済株式数 5,750,000株

普通株式の自己株式 76株

１株当たり純資産額の算定に 

用いられた普通株式の数 5,749,924株

２ １株当たり当期純利益

損益計算書上の当期純利益 385,377千円

普通株式に係る当期純利益  385,377千円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

 該当事項はありません。

普通株式の期中平均株式数 5,749,964株

２ １株当たり当期純利益

損益計算書上の当期純利益 333,901千円

普通株式に係る当期純利益  333,901千円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

 該当事項はありません。

普通株式の期中平均株式数 5,749,924株

(重要な後発事象)
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①代表者の異動 

  該当事項はありません。 

 ②その他の役員の異動（平成21年６月24日付予定） 

  1. 新任取締役候補 

    取締役執行役員 業務第二本部長 

        福島 伸行 （現 執行役員業務第二本部長） 

       取締役執行役員 経営企画部長（ＩＲ室、システム部統括） 

           畠 秀一  （現 執行役員統括部長兼経営企画部長） 

  2. 新任監査役候補（平成21年６月24日付予定） 

    監査役 伊藤 芳明 （現 株式会社毎日新聞社 取締役編集担当、東京本社編集局長） 

  3. 退任予定監査役（平成21年６月24日付予定） 

    監査役 観堂 義憲 （現 監査役） 

(注) 平成21年5月14日開催の取締役会において、平成21年６月24日開催予定の定時株主総会に付議する取締役につい

て内定しております。 

新任監査役候補 伊藤 芳明氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。なお、伊藤 芳明氏

は、平成21年６月25日付で株式会社毎日新聞社 常務取締役大阪本社代表に就任の予定であります。 

  

  

 
  

  

5. その他

(1) 役員の異動

(2) 生産、受注及び販売の状況 

 当社の主たる事業内容である物流事業（運送事業、倉庫事業）については、受注生産形態はとっており

ません。 

 事業部門別の販売の状況については、次のとおりであります。

前事業年度 当事業年度

事業部門
（自 平成19年４月１日 （自 平成20年４月１日
   至 平成20年３月31日）    至 平成21年３月31日）

販売高
（千円）

前年同期比
(％)

販売高 
（千円）

前年同期比
(％)

①運送事業部門 13,299,641 95.6 12,418,290 93.4

②倉庫事業部門 2,129,198 121.0 2,608,386 122.5

③商品販売・その他事業部門計 3,155,889 108.2 3,094,960 98.1

 商品販売事業 1,802,436 － 2,010,053 111.5

 その他事業（物流販売及びその他付帯サービス） 649,421 31.6 406,990 62.7

 その他事業（その他の事業） 704,030 81.5 677,916 96.3

合計 18,584,729 99.97 18,121,638 97.5
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