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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

営業収益 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 ％

22年3月期 39,886 1.7 904 25.5 871 54.0 △55 ―

21年3月期 39,237 △2.2 720 68.4 565 49.6 215 △38.3

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

営業収益営業利益
率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 △4.21 ― △0.8 3.2 2.3
21年3月期 15.81 ― 3.2 2.2 1.8

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21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

22年3月期 28,616 6,912 23.9 519.57
21年3月期 25,887 6,683 25.6 498.28

（参考） 自己資本   22年3月期  6,847百万円 21年3月期  6,630百万円

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

22年3月期 604 △529 641 2,516
21年3月期 984 △1,888 842 1,799

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― ― ― 6.00 6.00 79 38.0 1.2
22年3月期 ― ― ― 9.00 9.00 118 ― 1.7

23年3月期 
（予想）

― ― ― 7.00 7.00 23.1

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
連結累計期間

19,830 1.8 540 2.5 530 16.9 180 ― 13.66

通期 40,600 1.8 1,070 18.3 1,010 15.9 400 ― 30.36
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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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、１４ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」及び１９ページ「表示方法の変更」をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 14,021,363株 21年3月期 14,021,363株

② 期末自己株式数 22年3月期  841,930株 21年3月期  714,806株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

営業収益 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 ％

22年3月期 336 △29.4 169 △50.5 170 △49.9 161 △49.4

21年3月期 476 10.2 341 18.0 340 18.4 319 22.5

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
円 銭 円 銭

22年3月期 12.16 ―

21年3月期 23.41 ―

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 6,784 6,719 99.0 509.85
21年3月期 6,736 6,682 99.2 502.19

（参考） 自己資本 22年3月期  6,719百万円 21年3月期  6,682百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（将来に関する記述等についてのご注意）  
 本資料に記載されている業績資料等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報およ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場合があります。業績予想の前提となる仮定および業績予想のご利用に当たっての注意事項については、
３ページ「１．経営成績」及び６ページ「３．経営方針」をご覧下さい。 
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(1）経営成績に関する分析 

①当連結会計年度の経営成績 

当期におけるわが国経済は、一部において在庫調整が一段落したことや海外における経済情勢の改善を背景

とした輸出、生産の増加等により緩やかな回復基調に転じたものの、完全失業率が高止まりしているほか、個

人消費や民間需要は低迷を続け、政府によりデフレが認識される等、依然として先行き不透明な厳しい状況で

推移いたしました。 

運輸業界におきましても、個人消費の低迷や設備投資の落ち込みを受け、輸送需要の減少に歯止めがかから

ず、経営環境はさらに厳しさを増しました。 

このような状況のもと、ロジネットジャパングループは「スリム＆ストロング＆スピード」のスローガンを

掲げ、積極的な営業活動の推進と経営の効率化を実施してまいりました。営業収益については、景気低迷の影

響により、運送事業、物品販売事業ともに減収となりましたが、全体では観光部門の営業収益を総額表示に変

更したことにより、前期より6億4千8百万円増（+1.7%）の398億8千6百万円となりました。 

利益面では、前年からの施策であるグループ内製化による輸送体制の改善や効率的な人員の再配置を実施し

たことにより輸送原価が低減し、営業利益は前期より1億8千3百万円増（+25.5%）の9億4百万円、経常利益は

前期より3億5百万円増（+54.0%）の8億7千1百万円となりました。 

一方当期純損益については、子会社の札幌通運株式会社において平成21年10月1日付で確定給付企業年金基金

（札幌通運企業年金基金）を解散し確定拠出年金制度（日本版401k）に移行したことに伴い7億5千4百万円の

退職給付制度改定損を特別損失に計上したことから、5千5百万円の損失（前期は2億1千5百万円の利益）とな

りました。 

  

部門別の業績概況は次のとおりであります。 

  

運送事業 

 新規顧客の誘致に努めた結果、特別積合せ貨物等の一部の事業において、取引量が対前年で増加いたしま

したが、本州方面を中心とした輸送需要の低迷や農産物の不作等の影響により、運送事業全体の営業収益は対

前年比3.7%減の361億2千８百万円となりました。 

  

     物品販売事業 

      政府のエコカー補助金政策等の影響により、中古車販売事業が不振となり、営業収益は対前年比15.3％減の4

億2千1百万円となりました。 

  

     その他事業       

      観光部門の営業収益を総額表示に変更したこと等により、対前年比175.9%増の33億3千6百万円となりまし

た。 

  

 当連結会計年度の営業収益を事業部門別に示すと、次のとおりであります。  

      （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

１．経営成績

事業部門 

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日至 平成22年3月31日) 

営業収益

金額（千円）  対前年比増減（％）

運送事業  36,128,812  △3.7

物品販売事業  421,278  △15.3

その他事業  3,336,211  175.9

合計  39,886,302  1.7
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    ②次期の見通し 

 国内経済は、個人消費や設備投資が依然低迷を続ける一方、企業収益に改善の傾向が広がりつつあること等か

ら、今後も緩やかな回復傾向が続くものと予想されます。他方、国内貨物需要は、人口減等による地方経済の縮小

や業界内の供給過多傾向が続くとの見通しから、今後も低調に推移することが予想されます。 

 当社グループにおいては、本州地区及び北海道地区の営業体制を一新し、売上の拡大を図ると共に、グループ各

社の役割を明確にし、業務の効率化を図ることでコストを削減し、利益確保を図ってまいります。 

 このような企業活動を積極的に推し進め、当社グループは通期の業績目標として、営業収益は前連結会計年度比

1.8％増の406億円、経常利益は前連結会計年度比15.9％増の10億1千万円、当期純利益は4億円を予想しておりま

す。  

  

(2）財政状態に関する分析 

資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況に関する分析 

 当期末の総資産は、前期末から27億2千9百万円増加し286億1千6百万円となりました。この主な要因は、札幌通

運株式会社において営業車両を新規に購入したこと、株式市況の回復により投資有価証券の時価が上昇したことで

あります。 

 負債は前期末から24億9千9百万円増加し217億3百万円となりました。この主な要因は札幌通運株式会社におい

て、退職給付制度の改定にあたって必要となった資金を借入金の調達により賄った為であります。 

 これらの結果、純資産は69億1千2百万円となり、純資産から少数株主持分を控除した後の自己資本比率は23.9%

となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

 当期において、営業活動により増加した資金は、６億４百万円（前年同期は９億８千４百万円の増加）となりま

した。主な要因は、経常利益は前期より3億5百万円増加したものの、札幌通運株式会社において、退職給付制度の

改定にあたって企業年金基金及び確定拠出年金へ9億2千9百万円の拠出を行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 

 当期において、投資活動に支出した資金は、５億２千９百万円（前年同期は18億８千８百万円の支出）となりま

した。主な要因は、投資有価証券の取得による支出が減少したこと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 

 当期において、財務活動により増加した資金は、６億４千１百万円（前年同期は８億４千２百万円の増加）とな

りました。主な要因は、札幌通運株式会社において退職給付制度の改定にあたって必要となった資金を借入金の調

達により賄った為であります。 

  

 以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は前期末から７億１千６百万円増加し、25億１千６百万円となりま

した。  

   

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の 重要課題のひとつと位置づけた上で、財務体質の強化と積極的な

事業展開に必要な内部留保の充実を勘案し、安定した配当を継続することを基本方針としております。今後も、中長

期的な視野にたって、成長が見込まれる事業分野に経営資源を投入することにより持続的な成長と企業価値の向上並

びに株主価値の増大に努めてまいります。 

 当社は、期末配当の年１回の剰余金の配当を行うことを基本としております。配当の決定機関は株主総会でありま

す。 

 当期の配当金につきましては、普通配当の６円に創立５周年記念配当の３円を加えて、１株当たり９円の配当を実

施することに決定させて頂く予定であります。また、次期の配当金につきましては、１株当たり７円の普通配当を予

想しております。 
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 当社の企業グループは、持株会社である株式会社ロジネットジャパン（当社）、当社の子会社である札幌通運株式

会社、中央通運株式会社、及びそれらの子会社8社により構成されております。事業は、貨物の運送並びに管理に関

する業務を一貫的に行うことを主とし、これらに附帯する自動車修理業等を営んでおります。事業内容と当社及び子

会社の当該事業にかかる位置付けは次のとおりであります。 

  

以上の企業グループ等について図示すると次のとおりであります。 

２．企業集団の状況

事業部門 主な事業の内容 会社名 

経営指導 子会社の管理・統括 ㈱ロジネットジャパン 

運送事業 

特別積合せ貨物自動車運送、一般貨物自動車運

送、鉄道利用運送、引越、事務所・工場等の移転

作業、重量物等の組立・施工、航空利用運送、倉

庫業及び物流加工、荷役・荷造・梱包請負業、通

関業、エコビジネス事業 

札幌通運㈱、中央通運㈱、札通ロジ

スティックス㈱、札通市場荷役㈱、

札通自動車工業㈱、㈱小泉運送、㈱

札通ロジスティックス東京、札通ト

ランスライン㈱、㈱チュウツウ 

物品販売事業 車両、事務機器、衛生設備機器、軽油等の販売 

札幌通運㈱、中央通運㈱、札通商事

㈱、札通自動車工業㈱、札通ロジス

ティックス㈱ 

その他事業 
旅行業、損害保険代理業、不動産賃貸業、自動車

修理業 
札幌通運㈱、札通自動車工業㈱ 
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(1）会社の経営の基本方針及び中長期的な会社の経営戦略  

 当社グループは、ますます多様化・高度化するお客様のニーズにお応えするため、ロジネットジャパングループ

として総合的な輸送サービスを提供する一方、高品質な輸送体制を確立することで、お客様に満足いただける個性

ある総合物流企業を目指しております。  

 当社グループを取り巻く経営環境は、同業者間のシェア競争、価格競争の熾烈化により、厳しさを増しておりま

すが、高度な情報処理システムを背景とした営業戦略でシェア拡大を図ってまいります。また、コスト面につきま

しても、既存の輸送体制を絶えず見直すことで効率化を追求し、更にコストダウンに努めグループの安定的な成長

を実現してまいります。 

 また、交通事故の根絶、低公害車の導入・鉄道輸送へのモーダルシフトの推進等による環境問題への対応及びコ

ンプライアンス体制の強化を企業の社会的責任と自覚し、社員の意識を高め、地域社会から信頼される企業体質の

確立を目指してまいります。 

  

(2）会社の対処すべき課題 

 当社グループの経営基盤である運輸業界におきましては、市場の成熟化や流通システムの変化、競合他社のサー

ビスレベルの向上に加えて、景気後退による輸送需要の低迷など、業界を取り巻く事業環境は一層の厳しさを増し

ております。 

こうした中、当社グループが対処すべき課題は、「高収益市場・地域に向けた事業の拡大」と「経営統合シナ

ジーを発揮した組織・業務の効率化」であります。当社グループが今後も存続していくためには、北海道中心の事

業体質から脱却し、関東、中部、関西圏を中心とする全国展開を視野に入れた事業拡大を強力に推し進めることが

急務となっております。 

また、競合他社との競争が激化するなか、お客様のニーズはますます高度化しており、「価格・安全・迅速・

確実」の全てについて、競合他社との差別化を図り優位性を保持していかなければ、お客様から選ばれ続ける企業

となることはできません。こうしたことから当社グループは、顧客志向にたった改革改善を実施し、業務の効率

化、輸送品質の向上を図ると同時に、お客様のニーズを一早く察知して迅速に対応することで、信頼に裏打ちされ

た売上の拡大と利益確保を図ってまいります。 

 また、交通事故の根絶、各種関係法令の遵守など、コンプライアンス体制の強化を社会的責任と自覚し、グルー

プ社員の法令遵守の意識を高め、地域社会から信頼される企業体質の確立を目指してまいります。 

 これらの課題を克服し、持続的な競争力を有し、真に魅力のある企業へと成長するために、当社グループは以下

の3項目を具体的な施策として事業活動に取り組んでまいります。 

  

・営業力強化による事業戦略の達成 

・意識改革によるクレーム・事故の根絶 

・目標達成力、問題解決力のある人材の育成 

  

  

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,966,873 2,569,644

受取手形 669,296 588,317

営業未収入金及び売掛金 ※1  4,727,273 ※1  4,919,909

たな卸資産 ※2  56,027 ※2  37,291

繰延税金資産 75,862 247,648

その他 919,716 941,463

貸倒引当金 △9,479 △7,771

流動資産合計 8,405,571 9,296,504

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 ※1  12,339,518 ※1  12,377,323

減価償却累計額 △7,897,705 △8,157,349

建物及び構築物（純額） 4,441,812 4,219,973

機械装置及び運搬具 ※1  6,665,974 ※1  7,208,288

減価償却累計額 △4,639,278 △4,105,216

機械装置及び運搬具（純額） 2,026,695 3,103,072

土地 ※1  6,140,529 ※1  6,140,529

リース資産 188,041 743,681

減価償却累計額 △17,106 △91,873

リース資産（純額） 170,934 651,808

その他 575,376 815,371

減価償却累計額 △374,085 △527,595

その他（純額） 201,290 287,776

有形固定資産合計 12,981,263 14,403,160

無形固定資産   

のれん 82,399 27,466

その他 182,895 195,861

無形固定資産合計 265,295 223,327

投資その他の資産   

投資有価証券 1,687,965 2,442,893

長期貸付金 39,926 －

繰延税金資産 488,597 172,173

差入保証金 1,461,172 1,534,707

その他 630,706 615,781

貸倒引当金 △74,897 △72,311

投資その他の資産合計 4,233,471 4,693,245

固定資産合計 17,480,030 19,319,733
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

繰延資産   

創立費 1,400 －

繰延資産合計 1,400 －

資産合計 25,887,001 28,616,237

負債の部   

流動負債   

支払手形 811,947 538,971

営業未払金及び買掛金 3,722,778 3,962,073

短期借入金 ※1  7,885,286 ※1  8,452,993

1年内償還予定の社債 － ※1  300,000

リース債務 29,635 145,937

未払法人税等 87,951 70,638

賞与引当金 94,455 －

役員賞与引当金 32,250 44,085

その他 1,279,885 2,641,381

流動負債合計 13,944,190 16,156,080

固定負債   

社債 ※1  300,000 －

長期借入金 ※1  3,812,711 ※1  4,088,610

退職給付引当金 660,846 178,715

役員退職慰労引当金 122,050 131,920

リース債務 145,940 541,592

繰延税金負債 88,619 208,492

その他 129,561 398,218

固定負債合計 5,259,729 5,547,549

負債合計 19,203,920 21,703,630

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,000,000 1,000,000

資本剰余金 556,843 556,843

利益剰余金 5,745,002 5,609,228

自己株式 △204,221 △248,669

株主資本合計 7,097,623 6,917,402

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △467,263 △69,714

評価・換算差額等合計 △467,263 △69,714

少数株主持分 52,721 64,918

純資産合計 6,683,081 6,912,607

負債純資産合計 25,887,001 28,616,237
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（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業収益 39,237,490 39,886,302

営業原価 ※2  36,995,738 ※2  37,521,564

営業総利益 2,241,752 2,364,737

販売費及び一般管理費 ※1, ※2  1,521,131 ※1, ※2  1,460,478

営業利益 720,620 904,259

営業外収益   

受取利息 17,939 17,595

受取配当金 20,074 23,840

寮収入 46,324 48,416

補助金収入 26,368 128,711

その他 90,011 93,752

営業外収益合計 200,719 312,315

営業外費用   

支払利息 169,346 153,816

寮支出 132,735 143,607

その他 53,442 48,012

営業外費用合計 355,524 345,435

経常利益 565,815 871,139

特別利益   

固定資産売却益 － 483

退職給付制度改定益 10,627 －

投資有価証券売却益 － 5,789

その他 362 －

特別利益合計 10,990 6,273

特別損失   

固定資産除売却損 ※3  8,453 ※3  12,455

前期損益修正損 11,092 －

投資有価証券評価損 45,115 38,288

退職給付制度改定損 － 754,614

その他 2,873 600

特別損失合計 67,535 805,959

税金等調整前当期純利益 509,270 71,453

法人税、住民税及び事業税 211,524 131,740

法人税等調整額 73,461 △19,467

法人税等合計 284,986 112,273

少数株主利益 8,594 15,114

当期純利益又は当期純損失（△） 215,690 △55,934
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,000,000 1,000,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,000,000 1,000,000

資本剰余金   

前期末残高 556,843 556,843

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 556,843 556,843

利益剰余金   

前期末残高 5,612,558 5,745,002

当期変動額   

剰余金の配当 △83,245 △79,839

当期純利益又は当期純損失（△） 215,690 △55,934

当期変動額合計 132,444 △135,773

当期末残高 5,745,002 5,609,228

自己株式   

前期末残高 △50,112 △204,221

当期変動額   

自己株式の取得 △154,109 △44,447

当期変動額合計 △154,109 △44,447

当期末残高 △204,221 △248,669

株主資本合計   

前期末残高 7,119,289 7,097,623

当期変動額   

剰余金の配当 △83,245 △79,839

当期純利益又は当期純損失（△） 215,690 △55,934

自己株式の取得 △154,109 △44,447

当期変動額合計 △21,665 △180,221

当期末残高 7,097,623 6,917,402

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △211,811 △467,263

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △255,452 397,549

当期変動額合計 △255,452 397,549

当期末残高 △467,263 △69,714
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

少数株主持分   

前期末残高 56,119 52,721

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,398 12,197

当期変動額合計 △3,398 12,197

当期末残高 52,721 64,918

純資産合計   

前期末残高 6,963,598 6,683,081

当期変動額   

剰余金の配当 △83,245 △79,839

当期純利益又は当期純損失（△） 215,690 △55,934

自己株式の取得 △154,109 △44,447

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △258,851 409,746

当期変動額合計 △280,516 229,525

当期末残高 6,683,081 6,912,607
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 509,270 71,453

減価償却費 833,582 968,747

のれん償却額 45,670 54,010

創立費償却 1,400 1,400

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,887 △4,294

賞与引当金の増減額（△は減少） △150,598 △94,455

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △570 11,835

退職給付引当金の増減額（△は減少） △26,508 △482,130

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △15,590 9,870

受取利息及び受取配当金 △38,013 △41,436

支払利息 169,346 153,816

投資有価証券売却損益（△は益） △11 △5,789

有形固定資産売却損益（△は益） 6,229 9,035

投資有価証券評価損益（△は益） 45,115 38,288

有形固定資産除却損 7,802 20,470

売上債権の増減額（△は増加） 760,130 △111,657

たな卸資産の増減額（△は増加） △10,384 18,735

仕入債務の増減額（△は減少） △674,865 △33,681

未払消費税等の増減額（△は減少） 76,710 △98,921

その他 △9,034 382,411

小計 1,534,568 867,708

利息及び配当金の受取額 38,012 41,461

利息の支払額 △171,832 △154,707

法人税等の還付額 1,338 －

法人税等の支払額 △417,767 △150,233

営業活動によるキャッシュ・フロー 984,319 604,228

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △780,786 △541,786

有形固定資産の売却による収入 11,292 71,016

無形固定資産の取得による支出 △33,396 △38,401

投資有価証券の取得による支出 △1,128,259 △175,394

投資有価証券の売却による収入 28 69,737

貸付けによる支出 △25,750 △1,100

貸付金の回収による収入 25,005 37,940

その他の投資による支出 △316,207 △143,013

その他の投資回収による収入 359,539 191,982

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,888,534 △529,018
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

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） 1,145,000 315,000

長期借入れによる収入 1,540,000 2,408,000

長期借入金の返済による支出 △1,585,410 △1,879,394

リース債務の返済による支出 △17,716 △76,074

自己株式の取得による支出 △154,109 △44,447

配当金の支払額 △83,245 △79,839

少数株主への配当金の支払額 △1,665 △1,895

財務活動によるキャッシュ・フロー 842,852 641,349

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △61,361 716,560

現金及び現金同等物の期首残高 1,861,354 ※1  1,799,992

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  1,799,992 ※1  2,516,552
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 該当事項はありません。 

  

  

継続企業の前提に関する注記

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前連結会計年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成21年４月１日 
至 平成22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 ９社 

 当社は、連結財務諸表の作成にあたって、全ての子会

社を連結の範囲に含めており、連結子会社は、「２ 企

業集団の状況」に記載しております。  

１ 連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数 10社 

 当社は、連結財務諸表の作成にあたって、全ての子会

社を連結の範囲に含めており、連結子会社は、「２ 企

業集団の状況」（５ページ）に記載しております。 

 尚、当連結会計年度において、札通トランスライン㈱

を新たに設立したことにより、連結の範囲に含めており

ます。  

２ 持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法を適用した関連会社 

該当ありません。 

２ 持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法を適用した関連会社 

同左 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社の決算日は連結決算日と一致しております。

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

 同左 
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前連結会計年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

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 有価証券 

ａ その他有価証券 

時価のあるもの 

期末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) 

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 有価証券 

ａ 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 

 主として個別法による原価法(貸借対照表価額に

ついては収益性の低下に基づく簿価切下げの方法に

より算定) 

(会計方針の変更) 

 当連結会計年度より「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。 

 なお、これによる営業利益、経常利益及び税金等

調整前当期純利益への影響はありません。  

② たな卸資産 

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(リース資産を除く) 

 定率法によっております。 

 ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物(建

物附属設備を除く)については、定額法を採用してお

ります。 

 主な耐用年数は建物及び構築物10年～50年、車両運

搬具11年～13年であります。なお、車両運搬具につき

ましては当社グループが独自に見積もった経済的耐用

年数によっております。   

(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(リース資産を除く) 

 定率法によっております。  

 ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物(建

物附属設備を除く)については、定額法を採用してお

ります。 

 主な耐用年数は建物及び構築物10年～50年、車両運

搬具12年～14年であります。なお、車両運搬具につき

ましては当社グループが独自に見積もった経済的耐用

年数によっております。   

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

 定額法によっております。 

 なお、自社利用のソフトウエアについては、社内に

おける利用可能期間(５年)に基づく定額法によってお

ります。また、商標権については、10年の均等償却を

行っております。 

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

 同左 
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前連結会計年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

③ 長期前払費用 

 均等償却をしております。 

④ リース資産 

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース

資産  

 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一

の方法を採用しております。 

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリー

ス資産  

 リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする

定額法を採用しております。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリー

ス取引については、通常の賃貸借取引にかかる方法に

準じた会計処理によっております。  

③ 長期前払費用 

 同左 

④ リース資産 

 同左  

(3) 繰延資産の処理方法  

 ① 創立費 

 ５年間の均等償却をしております。 

(3) 繰延資産の処理方法  

 ① 創立費 

 同左 

(4) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

  売上債権、貸付金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検討し、

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 

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、当社所

定の計算方法による支給見込額のうち、当連結会計年

度に負担する額を計上しております。 

－ 

  

(追加情報)  

 札幌通運㈱は、従来、従業員の賞与の支給に備える

ため、支給見込み額のうち当連結会計年度に負担する

額を賞与引当金として計上しておりましたが、当連結

会計年度末から支給年度の業績に基づいて支給年度に

係る賞与の金額を決定することに変更したため、賞与

引当金として計上すべき金額はありません。 

 なお、札幌通運㈱が前連結会計年度末において賞与

引当金として計上していた額は145,000千円でありま

す。  

  

③ 役員賞与引当金 

 役員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込

額のうち当連結会計年度に負担する額を計上しており

ます。 

② 役員賞与引当金 

 同左 
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前連結会計年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

④ 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見込額に基づき

計上しております。 

 なお、会計基準変更時差異は、15年による均等額を

費用処理しております。 

 過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数(5年)による按分額を費用処

理しております。 

 数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数(13年)による定額法によ

り按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費

用処理することとしております。 

③ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末

における自己都合による要支給額を計上しておりま

す。  

（追加情報） 

 子会社の札幌通運株式会社は平成21年10月１日付で

厚生労働省から確定給付企業年金基金の解散認可と確

定拠出年金規約の承認を受け、確定拠出年金制度へ移

行しました。 新制度への移行に伴い、「退職給付制

度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用

指針第１号 平成14年１月31日）を適用しておりま

す。 

 本移行に伴う影響額は、当連結会計年度の特別損失

として、754,614千円計上されております。  

⑤ 役員退職慰労引当金 

 当社及び連結子会社の役員の退職慰労金の支出に備

えるため、内規に基づく当連結会計年度末要支給額を

計上しております。 

④ 役員退職慰労引当金 

 同左 

  (追加情報) 

賞与引当金  

 当社及び連結子会社は、従来、従業員の賞与の支給

に備えるため、支給見込額のうち当連結会計期間に負

担する額を賞与引当金として計上しておりましたが、

当連結会計年度から、支給年度の業績に基づいて支給

年度に係る賞与の金額を決定することに変更したた

め、賞与引当金として計上すべき金額はありません。

 なお、当社及び連結子会社が前連結会計年度末にお

いて賞与引当金として計上していた額は94,455千円で

あります。  
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前連結会計年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

(6) 重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

 利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ取

引のみであり、特例処理の要件を満たしておりますの

で、特例処理を採用しております。 

(6) 重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、通貨ス

ワップについては振当処理の要件を満たしている場合

は振替処理を、金利スワップについては特例処理の要

件を満たしている場合は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：金利スワップ、ヘッジ対象：借入金の

利息 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

<ヘッジ手段> <ヘッジ対象> 

通貨スワップ  外貨建借入金 

金利スワップ 借入金 

③ ヘッジ方針 

 借入金利の変動に対するリスクヘッジを目的として

金利スワップを行うものとしております。 

③ ヘッジ方針 

 金利変動による借入金の時価変動リスクおよびキャ

ッシュ・フロー変動リスクをヘッジする目的で金利ス

ワップを行っています。また、主要決済通貨と異なる

通貨での借入については、上記目的に加え為替変動リ

スクをヘッジするために通貨スワップを行っていま

す。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

 特例処理によっている金利スワップについては、有

効性の評価を省略しております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

 振当処理によっている通貨スワップ及び特例処理に

よっている金利スワップについては、有効性の評価を

省略しております。 

(7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

① 消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

(7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

① 消費税等の会計処理 

 同左 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時価評

価法によっております。 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

  同左 

６ のれん償却に関する事項 

 のれんは、５年間で均等償却しております。(金額が

僅少な場合は、発生年度に全額償却しております。) 

６ のれん償却に関する事項 

  同左 

７ 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、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。 

７ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

  同左 
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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

前連結会計年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（リース取引に関する会計基準） 

 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、当連結会計年度より「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

（企業会計審議会第一部会）、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方法に準じ

た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、引き続き

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用し

ております。  

 これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前当期

純利益への影響は軽微であります 

  

－ 

  

表示方法の変更

前連結会計年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

 (連結損益計算書) 

 「前期損益修正損」は、前連結会計年度まで、特別損

失の「その他」に含めて表示しておりましたが、当連結

会計年度において、特別損失の総額の100分の10を超えた

ため区分掲記しました。 

 なお、前連結会計年度末の「前期損益修正損」は

30,670千円であります。  

 (連結キャッシュ・フロー計算書) 

 前連結会計年度まで、「有形固定資産売却益」

(△1,010,460千円)、「固定資産売却・除却損」(135,872

千円)と表示しておりましたが、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲ

Ｌ導入に伴い連結財務諸表の比較可能性を向上する為、

当連結会計年度より「有形固定資産売却損益(△は益)」

「有形固定資産除却損」に組み替えて表示しておりま

す。  

 (連結貸借対照表) 

 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「長期貸

付金」（当連結会計年度末は3,035千円）は、金銭的重要

性が乏しくなったため、投資その他資産の「その他」に

含めて表示しております。 

 (連結損益計算書)  

子会社の札幌通運株式会社の観光部門に係る営業収益に

ついては、従来は顧客の依頼に基づき航空券等を販売する

手配旅行業務が主であったことから、販売額から営業原価

を差引いた純額で表示しておりましたが、近年ツアーを企

画し顧客に販売する主催旅行の取り扱いが増加し、観光部

門に係る営業収益の大部分を占めるようになったことか

ら、当連結会計年度から販売額と営業原価をそれぞれ計上

する総額表示に変更しております。これにより、従来の表

示と比べ、当連結会計年度に係る営業収益及び営業原価が

それぞれ2,116,534千円増加しております。 
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度
(平成22年３月31日) 

 ※１ 担保に供している資産 

   (1) 道路交通事業財団分 

 ※１ 担保に供している資産 

   (1) 道路交通事業財団分 

    建物及び構築物        383,783千円

土地  675,862

計  1,059,646

    建物及び構築物       千円365,609

土地  675,862

計  1,041,471

 は、短期借入金1,306,645千円(うち１年内返済予

定の長期借入金481,137千円)、長期借入金656,355

千円の担保に、また上記のうち登記留保分として短

期借入金281,600千円(うち１年内返済予定の長期借

入金56,800千円)、長期借入金81,400千円の担保に

供しております。 

 は、短期借入金 千円(うち１年内返済予定

の長期借入金 千円)、長期借入金

千円の担保に、また上記のうち登記留保分として短

期借入金 千円(うち１年内返済予定の長期借

入金 千円)、長期借入金 千円の担保に

供しております。 

876,545

424,420 1,086,455

281,600

93,200 81,400

    (2) 道路交通事業財団以外分     (2) 道路交通事業財団以外分 

   建物及び構築物      2,828,060千円

 機械装置及び運搬具  13,966

土地  3,486,955

計  6,328,982

   建物及び構築物       千円2,673,618

 機械装置及び運搬具  12,192

土地  3,486,955

計  6,172,766

 は、短期借入金1,001,274千円(うち１年内返済予

定の長期借入金519,666千円)、長期借入金

1,983,745千円の担保に供しております。 

 は、短期借入金 千円(うち１年内返済予定

の長期借入金 千円)、長期借入金

千円の担保に供しております。 

768,053

462,528 1,952,497

  (3) 上記(2)の資産のうち、社債に対する債務保証の

    担保に供されている資産 

 建物及び構築物        174,249千円

土地  380,852

計  555,101

上記に対する被保証残高         300,000千円

  (3) 上記(2)の資産のうち、１年内償還予定の社債 

   に対する債務保証の担保に供されている資産 

 建物及び構築物         千円161,865

土地  380,852

計  542,718

上記に対する被保証残高         千円300,000

(4) 営業債権の一部を譲渡し、債権の流動化を行っ

ております（期末の債権譲渡高620,767千円）。 

 なお、この営業債権の流動化に伴い、信用補完の

目的により支払留保されている174,778千円は、営

業未収入金及び売掛金に含めて表示しております。

(4) 営業債権の一部を譲渡し、債権の流動化を行っ

ております（期末の債権譲渡高 千円）。 

 なお、この営業債権の流動化に伴い、信用補完の

目的により支払留保されている 千円は、営

業未収入金及び売掛金に含めて表示しております。

468,185

128,085

    

※２ たな卸資産の内訳は、次のとおりであります。 ※２ たな卸資産の内訳は、次のとおりであります。 

商品 41,332千円

仕掛品 399  

貯蔵品 14,295  

商品 20,506千円

仕掛品 609  

貯蔵品 16,175  
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費の内訳 ※１ 販売費及び一般管理費の内訳 

人件費        907,220千円

施設使用料  151,196

委託手数料  111,083

減価償却費  36,843

その他  314,786

計  1,521,131

人件費         千円851,885

施設使用料  121,463

委託手数料  104,203

減価償却費  75,308

その他  307,617

計  1,460,478

※２ 営業原価、販売費及び一般管理費に含まれる引当金

繰入額は次のとおりであります。 

※２ 営業原価、販売費及び一般管理費に含まれる引当金

繰入額は次のとおりであります。 

  
営業原価
(千円) 

販売費及び 
一般管理費 
(千円) 

貸倒引当金繰入額  －  6,738

賞与引当金繰入額  65,892  28,563

役員賞与引当金繰
入額 

 －  32,250

役員退職慰労引当
金繰入額 

 －  33,680

退職給付費用  472,259  42,066

  
営業原価
(千円) 

販売費及び 
一般管理費 
(千円) 

貸倒引当金繰入額 －  2,496

役員賞与引当金繰
入額 

－  44,085

役員退職慰労引当
金繰入額 

－  31,270

退職給付費用  340,582  25,686

    

※３ 固定資産の売却・除却損は、建物及び構築物6,638

千円、有形固定資産その他950千円、無形固定資産

その他864千円であります。 

※３ 固定資産の売却・除却損は、建物及び構築物

千円、有形固定資産その他 千円、無形固定資

産その他 千円であります。 

9,326

1,855

1,273
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前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

     （注）自己株式の株式数の増加567,748株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加558,000株、単元 

        未満株式の買取による増加9,748株であります。 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

      該当ありません。 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  14,021,363  －  －  14,021,363

合計  14,021,363  －  －  14,021,363

自己株式         

普通株式 （注）  147,058  567,748  －  714,806

合計  147,058  567,748  －  714,806

  
（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27日 

定時株主総会 
普通株式  83,245  6.00 平成20年３月31日 平成20年６月30日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成21年６月26日 

定時株主総会 
普通株式  79,839 利益剰余金   6.00 平成21年３月31日 平成21年６月29日
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当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

     （注）自己株式の株式数の増加127,124株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加122,000株、単元 

        未満株式の買取による増加5,124株であります。 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

      該当ありません。 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  14,021,363  －  －  14,021,363

合計  14,021,363  －  －  14,021,363

自己株式         

普通株式 （注）  714,806  127,124  －  841,930

合計  714,806  127,124  －  841,930

  
（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21年６月26日 

定時株主総会 
普通株式  79,839  6.00 平成21年３月31日 平成21年６月29日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成22年６月29日 

定時株主総会 
普通株式  118,614 利益剰余金   9.00 平成22年３月31日 平成22年６月30日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

※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 

※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 

  

  千円

現金及び預金勘定         1,966,873 

預金期間が３ヶ月を超える

定期預金 

     

   △166,881 

現金及び現金同等物         1,799,992 

   

  千円

現金及び預金勘定           2,569,644

預金期間が３ヶ月を超える

定期預金 
          △53,091

現金及び現金同等物           2,516,552
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前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

 営業収益の合計、営業利益及び資産の金額の合計額に占める「運送事業」の割合がいずれも90％を超えてい

るため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

 営業収益の合計、営業利益及び資産の金額の合計額に占める「運送事業」の割合がいずれも90％を超えてい

るため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)及び当連結会計年度(自 平成21年４月１日

至 平成22年３月31日)において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、該当事項ありません。 

 前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)及び当連結会計年度(自 平成21年４月１

日 至 平成22年３月31日)において海外売上高はないため、該当事項ありません。 

 （注） １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

 リース取引、関連当事者情報、デリバティブ取引等に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性

が大きくないと考えられるため開示を省略しております。  

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高

（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額       498円28銭

１株当たり当期純利益金額     15円81銭

１株当たり純資産額 円 銭519 57

１株当たり当期純損失金額      円 銭4 21

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、新株予約権等潜在株式が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金額につい

ては、１株当たり当期純損失であり、新株予約権等潜在株

式がないため記載しておりません。 

  
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当期純利益又は当期純損失（△）（千円）  215,690  △55,934

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失

（△）（千円） 
 215,690  △55,934

期中平均株式数（千株）  13,642  13,282

（開示の省略）
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 該当ありません。 

（重要な後発事象）
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 55,976 44,992

前払費用 178 178

繰延税金資産 763 69

未収入金 49,873 28,571

短期貸付金 400,000 480,000

その他 59 88

流動資産合計 506,850 553,900

固定資産   

有形固定資産   

工具、器具及び備品 － 1,451

減価償却累計額 － △483

工具、器具及び備品（純額） － 968

有形固定資産合計 － 968

無形固定資産   

商標権 1,679 1,421

無形固定資産合計 1,679 1,421

投資その他の資産   

関係会社株式 6,220,132 6,220,132

出資金 20 20

繰延税金資産 6,314 8,475

投資その他の資産合計 6,226,467 6,228,628

固定資産合計 6,228,146 6,231,018

繰延資産   

創立費 1,400 －

繰延資産合計 1,400 －

資産合計 6,736,397 6,784,918

負債の部   

流動負債   

未払金 7,171 9,097

未払法人税等 4,435 1,611

預り金 844 1,016

賞与引当金 171 －

役員賞与引当金 10,160 11,460

その他 1,200 1,613

流動負債合計 23,983 24,798

固定負債   

役員退職慰労引当金 30,060 40,550

固定負債合計 30,060 40,550
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

負債合計 54,043 65,348

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,000,000 1,000,000

資本剰余金   

資本準備金 5,220,132 5,220,132

資本剰余金合計 5,220,132 5,220,132

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 682,685 764,349

利益剰余金合計 682,685 764,349

自己株式 △220,463 △264,911

株主資本合計 6,682,354 6,719,570

純資産合計 6,682,354 6,719,570

負債純資産合計 6,736,397 6,784,918
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業収益   

関係会社業務指導料 168,000 168,000

関係会社受取配当金 308,151 168,256

営業収益合計 476,151 336,256

一般管理費 134,621 167,060

営業利益 341,530 169,195

営業外収益   

受取利息 2,407 2,720

雑収入 250 881

営業外収益合計 2,658 3,601

営業外費用   

創立費償却 1,400 1,400

寮支出 1,917 808

雑支出 631 196

営業外費用合計 3,949 2,404

経常利益 340,239 170,392

税引前当期純利益 340,239 170,392

法人税、住民税及び事業税 18,531 10,356

法人税等調整額 2,266 △1,467

法人税等合計 20,798 8,889

当期純利益 319,440 161,503
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,000,000 1,000,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,000,000 1,000,000

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 5,220,132 5,220,132

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,220,132 5,220,132

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 446,490 682,685

当期変動額   

剰余金の配当 △83,245 △79,839

当期純利益 319,440 161,503

当期変動額合計 236,194 81,663

当期末残高 682,685 764,349

自己株式   

前期末残高 △66,354 △220,463

当期変動額   

自己株式の取得 △154,109 △44,447

当期変動額合計 △154,109 △44,447

当期末残高 △220,463 △264,911

株主資本合計   

前期末残高 6,600,269 6,682,354

当期変動額   

剰余金の配当 △83,245 △79,839

当期純利益 319,440 161,503

自己株式の取得 △154,109 △44,447

当期変動額合計 82,085 37,215

当期末残高 6,682,354 6,719,570
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 6,600,269 6,682,354

当期変動額   

剰余金の配当 △83,245 △79,839

当期純利益 319,440 161,503

自己株式の取得 △154,109 △44,447

当期変動額合計 82,085 37,215

当期末残高 6,682,354 6,719,570
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 該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に関する注記
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