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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

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 ％

22年3月期第2四半期 23,800 △8.6 939 13.8 951 8.9 482 0.8
21年3月期第2四半期 26,025 ― 824 ― 874 ― 478 ―

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

22年3月期第2四半期 44.93 ―
21年3月期第2四半期 44.58 ―

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

22年3月期第2四半期 27,804 11,849 42.6 1,104.39
21年3月期 28,183 11,578 41.1 1,079.12

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  11,849百万円 21年3月期  11,578百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― ― ― 17.00 17.00
22年3月期 ― ―
22年3月期 

（予想）
― 15.00 15.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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 47,000 △5.1 800 △5.4 900 △4.4 450 34.3 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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

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

(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 
 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。予想にはさまざ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。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 11,000,000株 21年3月期  11,000,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  270,106株 21年3月期  270,106株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 10,729,894株 21年3月期第2四半期 10,729,924株



 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨秋以降の急速な景気後退の影響を受け、企業収益の落ち

込みや雇用環境の悪化等により設備投資や個人消費は低迷、国の経済対策効果で一部持ち直しは見られたものの、

全体に自力回復には程遠い状況でありました。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も、主要

原価のひとつである燃料価格は昨年度に比べ低下しましたが、個人消費低迷と夏場の天候不順によるチルド飲料の

販売不振等から物量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。 

 こうした状況のもとに、当グループは「顧客第一・安全確保」を全社の年度スローガンとして掲げました。顧客

第一の営業によって顧客とともに成長することを目指しながら、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、昨年度より引き続き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２四半期連結累計期間の営業収益は238億円（前年同期比8.6％減）と、前年同期と比較して22

億25百万円の減収となり、経常利益は９億51百万円（同8.9％増）、四半期純利益は４億82百万円（同0.8％増）と

なりました。 

 事業の種類別セグメント別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。依然として景気後退の影響や夏場の天候不順によるチルド飲料の販売不振から物量は伸び悩

み、当第２四半期連結累計期間の営業収益は195億１百万円（同8.5％減）となりましたが、グループ全体で運行

の効率化に努めた結果、営業利益（配賦不能営業費用控除前）は11億14百万円（同50.3％増）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。子会社において一部センター業務の中止もあり、当第２四半期連結累計期間の営業収益は42億35

百万円（同7.4％減）、営業利益（配賦不能営業費用控除前）は４億７百万円（同28.7％減）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２四半期連結累計期間の営業収益は62百万円（同56.5％減）、営業利益（配賦不

能営業費用控除前）は49百万円（同62.2％増）となりました。 

（１）資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四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３億79百万円減少し278億４百万円となり

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５億58百万円減少し81億50百万円となりま

した。これは主に、借入金の返済等により現金及び預金が５億37百万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、有形固定資産が増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ１億79百

万円増加し196億54百万円となりました。 

 負債につきましては、前連結会計年度末に比べ６億50百万円減少し159億54百万円となりました。流動負債に

つきましては、短期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む。）が４億85百万円減少したこと等により、前

連結会計年度末に比べ４億19百万円減少し78億39百万円となりました。また、固定負債につきましては、長期借

入金が４億48百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ２億30百万円減少し81億15百万円となりま

した。 

 純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ２億71百万円増加し118億49百万円となり、自己資本比率は

42.6％となりました。 

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第２四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５億37百万円減少し24億93百万円となりました。 

 当第２四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13億52百万円（前年同期は12億８百万円の資金の獲得）となりました。 

 これは主に、税金等調整前四半期純利益８億79百万円（前年同期は８億72百万円）及び減価償却費６億97百万

円（前年同期は６億27百万円）を計上したことや、未払消費税等の増加１億28百万円（前年同期は27百万円）な

どの増加要因があったことによるものであります。 

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



（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７億20百万円（前年同期は12億36百万円の資金の使用）となりました。 

 これは主に、車両の新規購入及び代替購入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11億69百万円（前年同期は２億９百万円の資金の獲得）となりました。 

 これは主に借入金の返済、配当金の支払等によるものであります。 

 近の業績の動向を踏まえ、平成21年５月11日の決算発表時に公表した、平成22年３月期通期（平成21年４月１日

～平成22年３月31日）の連結業績予想及び個別業績予想を、それぞれ次のとおり修正しております。 

（１）連結業績予想 

（２）個別業績予想 

（３）修正の理由 

 連結業績予想につきましては、一部の子会社において収益性の低い取引を中止しましたが、当初計画では、新

規取引並びに既存取引先の取引拡大などにより減少額を極力圧縮する予定でした。しかし、コンビニエンススト

ア向けの物量が予想以上の落ち込みとなり、通期の営業収益は前回公表数値を下回る見込みです。損益につきま

しては、第２四半期迄の実績数値を踏まえ、据え置きといたしました。 

 個別業績予想につきましても、連結同様にコンビニエンスストア向けの物量の他、景気の低迷から物量の減少

が見込まれるため、営業収益は前回公表数値を下方修正いたしました。しかしながら、第２四半期迄の業績は概

ね計画を上回り推移していること、第３四半期以降も経営の合理化を進めつつ、新規業務の収益化も見込めるこ

とから、営業利益及び経常利益は前回公表数値を小幅ではありますが上回ることを見込んでおります。 

３．連結業績予想に関する定性的情報

  
営業収益 
（百万円） 

営業利益 
（百万円） 

経常利益 
（百万円） 

当期純利益 
（百万円） 

１株当たり 
当期純利益 
（円） 

前回発表予想（Ａ） 
（平成21年５月11日） 

 48,500  800  900  450  41.94

今回発表予想（Ｂ）  47,000  800  900  450  41.94

増減額（Ｂ－Ａ）    △1,500  －  －  －  －

増減率（％）    △3.1    －  －  －  －

（ご参考）前期実績 
（平成21年３月期） 

 49,544    846  941  335  31.28

  
営業収益 
（百万円） 

営業利益 
（百万円） 

経常利益 
（百万円） 

当期純利益 
（△は純損失） 
（百万円） 

１株当たり 
当期純利益 

（△は純損失）
（円）  

前回発表予想（Ａ） 
（平成21年５月11日） 

 44,200  280  350  200  18.64

今回発表予想（Ｂ）  42,500  320  430  200  18.64

増減額（Ｂ－Ａ）    △1,700  40  80  －  －

増減率（％）    △3.8    14.3  22.9  －  －

（ご参考）前期実績 
（平成21年３月期） 

 42,822    173  306  △53  △4.98



 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。 

（追加情報） 

 役員退職慰労引当金 

 当社は、平成21年５月28日開催の取締役会において、役員の報酬制度の見直しを行い、役員退職慰労金制度

を平成21年６月26日開催の定時株主総会終結の時をもって廃止することを決議いたしました。 

 なお、役員退職慰労金制度廃止日までの在任期間に対応する退職慰労金の打切り支給につきましては、取締

役及び監査役の退任時に支給することとし、平成21年６月26日開催の定時株主総会において承認されました。

 また、連結子会社も同様の取扱いをしております。 

 これにより、役員退職慰労金制度廃止日である平成21年６月26日までの期間に対応する役員退職慰労金相当

額240,734千円を固定負債の「その他」に含めて表示しております。 

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



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２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,493,615 3,031,533

受取手形及び営業未収金 4,972,703 4,950,308

有価証券 － 15,169

原材料及び貯蔵品 19,137 24,786

繰延税金資産 296,026 331,556

その他 374,237 364,967

貸倒引当金 △5,696 △9,426

流動資産合計 8,150,023 8,708,897

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 1,418,138 1,257,056

建物及び構築物（純額） 6,628,137 6,459,748

土地 4,909,951 4,909,450

その他（純額） 960,885 943,086

有形固定資産合計 13,917,113 13,569,342

無形固定資産   

のれん 6,362 8,907

その他 432,591 477,244

無形固定資産合計 438,954 486,152

投資その他の資産   

投資有価証券 1,397,670 1,407,828

繰延税金資産 1,585,222 1,547,049

敷金及び保証金 1,282,404 1,441,019

その他 1,033,376 1,023,687

貸倒引当金 △30 △51

投資その他の資産合計 5,298,643 5,419,532

固定資産合計 19,654,711 19,475,027

資産合計 27,804,735 28,183,924

負債の部   

流動負債   

営業未払金 1,660,680 1,743,379

短期借入金 1,927,000 2,322,000

1年内返済予定の長期借入金 1,316,924 1,407,624

未払法人税等 377,136 248,220

未払費用 1,275,204 1,262,789

賞与引当金 581,710 559,549

役員賞与引当金 28,658 26,990

その他 671,864 688,120

流動負債合計 7,839,177 8,258,675



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

固定負債   

長期借入金 3,619,184 4,068,016

退職給付引当金 3,248,910 3,247,762

役員退職慰労引当金 － 232,570

訴訟損失引当金 40,306 －

その他 1,207,200 798,010

固定負債合計 8,115,600 8,346,359

負債合計 15,954,778 16,605,034

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 8,163,064 7,863,343

自己株式 △309,533 △309,533

株主資本合計 11,898,860 11,599,139

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △48,903 △20,248

評価・換算差額等合計 △48,903 △20,248

純資産合計 11,849,956 11,578,890

負債純資産合計 27,804,735 28,183,924



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業収益 26,025,950 23,800,054

営業原価 24,395,143 21,946,335

営業総利益 1,630,807 1,853,719

販売費及び一般管理費 805,956 914,651

営業利益 824,850 939,068

営業外収益   

受取利息 7,169 5,938

受取配当金 11,020 10,225

投資有価証券売却益 2,609 －

持分法による投資利益 15,677 19,428

その他 74,991 56,146

営業外収益合計 111,467 91,739

営業外費用   

支払利息 51,967 70,419

その他 10,329 8,440

営業外費用合計 62,296 78,860

経常利益 874,021 951,947

特別利益   

固定資産売却益 27,393 15,522

その他 2,914 3,750

特別利益合計 30,308 19,273

特別損失   

固定資産除売却損 1,742 2,660

減損損失 － 24,462

投資有価証券評価損 16,166 －

ゴルフ会員権評価損 － 3,825

訴訟損失引当金繰入額 － 40,306

賃貸借契約解約損 － 20,000

賃借資産紛失弁償金 14,154 －

その他 － 294

特別損失合計 32,063 91,548

税金等調整前四半期純利益 872,266 879,671

法人税、住民税及び事業税 424,470 380,268

法人税等調整額 △30,506 17,274

法人税等合計 393,964 397,542

四半期純利益 478,302 482,129



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 872,266 879,671

減価償却費 627,576 697,303

減損損失 － 24,462

のれん償却額 2,544 2,544

建設協力金償却 28,919 28,919

有形固定資産除売却損益（△は益） △25,650 △12,862

ゴルフ会員権評価損 － 3,825

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 －

賃貸借契約解約損 － 20,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,122 △3,750

退職給付引当金の増減額（△は減少） 96,209 1,148

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 13,307 △232,570

賞与引当金の増減額（△は減少） △37,975 22,160

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △18,940 1,668

訴訟損失引当金の増減額（△は減少） － 40,306

受取利息及び受取配当金 △18,189 △16,163

支払利息 51,967 70,419

持分法による投資損益（△は益） △15,677 △19,428

売上債権の増減額（△は増加） △62,088 △22,421

たな卸資産の増減額（△は増加） 8,114 5,649

仕入債務の増減額（△は減少） 24,633 △82,699

未払消費税等の増減額（△は減少） 27,194 128,071

その他 △113,272 126,143

小計 1,472,374 1,662,396

利息及び配当金の受取額 14,342 12,830

利息の支払額 △53,312 △69,717

割増退職金の支払額 △1,799 －

法人税等の支払額 △223,242 △253,427

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,208,362 1,352,081

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 △4,292 △4,319

投資有価証券の売却による収入 6,105 －

有形固定資産の取得による支出 △1,226,560 △823,499

有形固定資産の売却による収入 58,939 28,977

無形固定資産の取得による支出 △79,877 △12,174

長期前払費用の支出額 － △2,048

貸付けによる支出 △17,080 △12,910

貸付金の回収による収入 19,052 18,490

その他の投資の取得支出 △12,603 △66,661

その他の投資の返戻収入 15,233 153,627

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,236,084 △720,518



（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30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 600,000 450,000

短期借入金の返済による支出 △509,000 △845,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △52,504

長期借入れによる収入 1,000,000 200,000

長期借入金の返済による支出 △720,582 △739,532

配当金の支払額 △160,448 △182,444

財務活動によるキャッシュ・フロー 209,969 △1,169,480

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 182,247 △537,917

現金及び現金同等物の期首残高 2,603,193 3,031,533

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,785,441 2,493,615



 該当事項はありません。 

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30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 

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30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。 

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 海外営業収益がないため該当事項はありません。 

 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 

 21,305,314  4,576,746  143,890  26,025,950  －  26,025,950

(2）セグメント間の内部営
業収益又は振替高 

 1,867  37,265  70,649  109,782 (109,782)  －

計  21,307,181  4,614,011  214,540  26,135,733 (109,782)  26,025,950

営業利益  741,394  571,639  30,745  1,343,778 (518,927)  824,850

  
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 

 19,501,531  4,235,896  62,626  23,800,054  －  23,800,054

(2）セグメント間の内部営
業収益又は振替高 

 4,825  86,678  622,550  714,054 (714,054)  －

計  19,506,356  4,322,575  685,176  24,514,109 (714,054)  23,800,054

営業利益  1,114,408  407,581  49,854  1,571,845 (632,777)  939,068

〔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



（連結子会社の吸収合併について） 

 当社は平成21年８月７日開催の取締役会において、当社の100％子会社である星運輸㈱を吸収合併することを

決議し、平成21年10月１日をもって合併いたしました。 

①合併の目的 

 星運輸㈱は主に神奈川地区での食品、飲料輸送に特化して運営してまいりましたが、当グループを取り巻く

経営環境の変化に対応し、グループ経営資源の効率化を図るため、吸収合併することといたしました。 

②合併の要旨 

ア．合併の日程 

合併決議取締役会    平成21年８月７日 

合併契約締結      平成21年８月７日 

合併期日（効力発生日） 平成21年10月１日 

 なお、本合併は当社においては会社法第796条第３項に定める簡易合併、星運輸㈱においては会社法第

784条第１項に定める略式合併であるため、規定によりいずれも株主総会の承認を得ることなく行いま

す。 

イ．合併の方式 

 当社を存続会社とする吸収合併方式で、星運輸㈱は解散いたしました。 

ウ．合併に係る割当ての内容 

 当社の100％子会社との合併であるため、本合併による新株式の発行、資本金の増加及び合併交付金の支

払いはありません。 

エ．星運輸㈱の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

 該当事項はありません。 

③星運輸㈱の概要 

ア．主な事業内容 

貨物運送事業 

イ．直近の財務状態等（平成21年３月期） 

資本金    40,000千円 

純資産    58,444千円 

総資産   153,329千円 

営業収益  501,503千円 

当期純利益  1,825千円 

④実施する会計処理の概要 

 本合併は、「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日公表分）及び「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 企業会計基準適用指針第10号 平成

19年11月15日公表分）に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行います。 

（７）重要な後発事象



（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に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。 

 平成21年９月末現在、公判は９回開催され、事故に至る経緯や原因等を巡り、確認作業が行われている段階

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日当たり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。  

６．その他の情報
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