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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 18,671 0.8 901 △1.3 748 △12.2 284 ―
21年3月期 18,516 △2.5 913 △23.1 852 △24.4 △615 ―

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 38.12 ― 3.0 3.3 4.8
21年3月期 △82.46 ― △6.2 3.8 4.9

（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 23,715 9,796 40.9 1,299.84
21年3月期 22,022 9,578 42.9 1,267.36

（参考） 自己資本   22年3月期  9,698百万円 21年3月期  9,456百万円

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 184 △782 608 931
21年3月期 1,035 △837 △26 941

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 ― 8.00 ― 8.00 16.00 119 ― 1.2
22年3月期 ― 8.00 ― 8.00 16.00 119 42.0 1.2
23年3月期 

（予想）
― 8.00 ― 8.00 16.00 21.7

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

10,780 22.4 530 62.1 460 87.9 250 103.7 33.51

通期 21,600 15.7 1,130 25.4 1,000 33.6 550 93.4 73.71



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」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、32ページ「１株当たり情報」をご覧下さい。 

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） 22年3月期 7,546,000株 21年3月期 7,546,000株
② 期末自己株式数 22年3月期  84,774株 21年3月期  84,764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 15,628 5.3 780 3.5 646 △6.6 265 ―
21年3月期 14,835 △6.9 753 △26.0 692 △27.3 △689 ―

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 35.64 ―
21年3月期 △92.41 ―

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 22,342 9,286 41.6 1,244.61
21年3月期 20,438 9,073 44.4 1,216.09

（参考） 自己資本 22年3月期  9,286百万円 21年3月期  9,073百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（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2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※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予想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当たっての注意事項等については、
３ページ「１．経営成績（1）経営成績の分析」をご覧ください。 

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 
累計期間

9,400 30.7 480 78.2 420 121.3 230 136.4 30.83

通期 18,900 20.9 1,030 32.0 910 40.8 500 88.0 67.01



(1）経営成績に関する分析 

 ①当連結会計年度の概況 

当連結会計年度におけるわが国経済は、在庫調整の進展、政府の緊急経済対策の効果などにより、一昨年の金融危

機後の 悪期は脱した感がありますが、依然、デフレ進行の懸念、雇用・所得環境の低迷等が景気の下振れリスクと

してその足取りを重くしています。 

当物流業界においては、企業の生産活動や設備投資に回復の兆しが見られ、荷動きにも増勢が感じられるものの、

力強さに欠け、燃料価格の再上昇、運賃水準の低迷、競争の激化等の不安定要因を抱え、事業環境は依然厳しい状況

下にあります。 

このような中、当社グループは、新規に開設した福島（福島県）、厚木（神奈川県）の２事業所において３ＰＬ

（サード・パーティ・ロジスティクス）業務を開始するなど、食品、流通系貨物の取扱いに注力してまいりました。

一方、主力貨物の化学品、家具をはじめ既存部門の輸送並びに保管・荷役量は総じて低調に推移しました。 

この結果、当連結会計年度の営業収益（売上高）は 百万円（前期比0.8％増）を計上いたしました。利益面

におきましては、外注費や傭車料、新規事業所の立ち上げ費用等が増加したため、営業利益は 百万円（前期比

1.3％減）、経常利益は 百万円（前期比12.2％減）となりました。一方、当期純利益は、前期に計上した減損損

失の解消など特別損益が改善したため、 百万円（前期は6億15百万円の当期純損失）となりました。 

部門別の営業収益の状況は次のとおりであります。 

物流事業の営業収益は184億95百万円（前期比1.0％増）となりました、その内訳は、輸送部門が122億42百万円

（前期比0.2％減）の微減であったのに対し、倉庫部門は新規事業が寄与し、62億52百万円（前期比3.7％増）となり

ました。 

不動産事業は、分譲地販売（静岡県袋井市）が低迷し、1億75百万円（前期比16.8％減）となりました。 

  

 ②次期の見通し 

今年度の国内総貨物輸送量が11年連続の減少が予想されるなど、物流業界は厳しい状況に直面しております。この

ような中、当社グループにおいては、前記の２事業所がフル稼働となることに加え、当連結会計年度後半より一部貨

物の取扱量に回復傾向が見られることから、次期の連結営業収益は初の200億円台を目標に業務を推進してまいりま

す。また、利益面においては、増収効果や、配車支援システムの導入による配車効率等の改善、業務運営のスリム化

を図り、営業利益、経常利益及び当期純利益は増益を予想しております。 

  

 以上により、現時点における次期の連結業績の見通しは以下のとおりであります。 

      営業収益   21,600百万円（前期比 15.7％増） 

      営業利益    1,130百万円（前期比 25.4％増） 

      経常利益    1,000百万円（前期比 33.6％増）    

      当期純利益    550百万円（前期比 93.4％増）  

  

(2）財政状態に関する分析 

 ①資産、負債及び純資産の状況 

 当連結会計年度末の資産の部合計は、前連結会計年度末に比べ16億92百万円増加の 百万円となりました。

主な要因は、営業未収入金、建設仮勘定、敷金及び保証金が増加したためであります。 

 負債の部合計は、前連結会計年度末に比べ14億74百万円増加の 百万円となりました。主な要因は、短期借

入金が減少したものの、長期借入金、営業未払金、設備支払手形及び未払法人税等が増加したためであります。 

 純資産の部は、前連結会計年度末に比べ2億17百万円増加の 百万円となりました。主な要因は、利益剰余金

が増加したためであります。 

１．経営成績

186億71

9億1

7億48

2億84

237億15

139億18

97億96



 ②連結キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は 百万円（前期比1.0％減）とな

り、前連結会計年度末より9百万円減少しました。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 百万円（前年同期比82.2％減）となりました。これは主に税金等調整前当

期純利益6億93百万円、減価償却費5億84百万円及び仕入債務の増加額3億98百万円による収入に対し、売上債権の

増加額11億28百万円及び法人税等の支払額4億19百万円による支出があったことなどによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果支出した資金は7億82百万円（前年同期比6.6％減）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2億48百万円と敷金及び保証金の差入による支出5億14百万円などがあったことによるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果得られた資金は 百万円（前年同期は26百万円の支出）となりました。これは主に長期借入れ

による収入31億88百万円に対し、短期借入金の純減少額7億8百万円、長期借入金の返済支出17億41百万円及び配当

金の支払額1億19百万円などがあったことによるものです。 

 当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

自己資本比率：自己資本／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／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注）１．いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

    ２．株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 

    ３．キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用しております。 

    ４．有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としており

     ます。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は、株主の皆様に対する利益還元を常に念頭に置き、業績の推移、経営環境、配当性向等を総合的に勘案しつ

つ、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。本方針に基づき、剰余金の配当等を機動的に決定する

ことができるよう、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議により行うことを定めております。 

 内部留保金につきましては、現在及び将来に亘る設備投資や経営基盤強化のために有効に活用すべく、その充実を

図っていく方針です。 

 当中間期における株主配当金につきましては、１株当たり配当金を前年同期と同額の８円といたしました。当期末

の配当金につきましても、１株当たり配当金を前年同期と同額の８円にて取締役会決議をいたしております。これに

より、中間配当金を含めました当期の年間配当金は１６円となります。 

 次期の配当金につきましては、中間配当８円、期末配当８円の年間１６円を予定しております。 

  

9億31

1億84

6億8

  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 平成22年3月期 

自己資本比率（％）  44.6  45.3  44.0  42.9  40.9

時価ベースの自己資本比率

（％） 
 40.5  33.6  26.6  27.1  25.2

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（年） 
 5.4  21.2  5.3  9.5  57.8

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍） 
 21.8  5.1  16.9  7.8  1.4



 当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社(遠州トラック株式会社)及び子会社８社並びに親会社である株式

会社住友倉庫により構成されており、一般貨物自動車運送事業、貨物運送取扱事業、倉庫事業、及び不動産事業によ

る総合物流事業を営んでおります。事業内容と事業の種類別セグメントとの事業区分は同一であり、当社及び関係会

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。 

 以上の当社グループ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

区分 内容 会社名 

物 

流 

事 

業 

一般貨物自動車運送事業 貨物運送 遠州トラック株式会社    株式会社藤友物流サービス 

遠州トラック関西株式会社  株式会社中国遠州コーポ 

              レーション  

上海遠州物流有限公司    青島遠州国際物流有限公司 

大連遠州貨運有限公司    青島佳天美遠州貿易有限公司 

北京遠州包装服務有限公司 

貨物運送取扱事業 貨物運送の取次 

倉庫事業 
荷物の保管・管理 

流通加工 

そ事 

の業 

他  

不動産事業 
土地建物の賃貸・

売買等 
遠州トラック株式会社 



(1）会社の経営の基本方針 

 当社グループは、顧客への高品質で安定した物流サービスの提供を常に心がけ、会社の安定成長を通じて社会に貢

献し、経営理念である“「心」心ある会社、心ある社員”の実現を図ってまいります。 

 この理念に基づき、物流専業者として技術、サービスの革新に努め、斬新な物流提案により顧客の物流業務の合理

化に寄与するとともに、これらのことにより企業価値を 大限高めること、また、常に効率を追及し、堅実経営を行

っていくことを経営方針としております。 

 こうした理念と方針のもと、株主や取引先をはじめとして社会から信頼される企業を目指して、事業活動に取り組

んでまいります。 

  

(2）目標とする経営指標 

 当社の目的とする指標は、経営実態を常に見極め、営業収益の伸長と利益の確保を念頭に、次のとおり目標達成を

目指しております。 

① 営業収益    年率８～10％の伸長 

② 利益確保    営業収益経常利益率８％、営業収益当期純利益率５％の確保 

③ 自己資本比率  早期50％達成 

以上を踏まえて株主資本利益率（ＲＯＥ）、総資本利益率（ＲＯＡ）の向上を目指してまいります。 

  

(3）中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題 

 当業界を取り巻く環境は、引き続き総貨物輸送量の減少が予想される中、業界内での競争は激化の一途を辿ってお

り、依然厳しい状況にあります。  

当社グループとしては、収益構造改革の一環として、新たに配車支援システムを導入し、配車効率の改善や輸送

上のリードタイムの削減を図り、コストの低減、競争力の強化に繋げてまいります。また、営業所・倉庫の集約、再

配置に引き続き取り組み、これらを通じて業務運営のスリム化、システム化、利益体質化の実現に邁進してまいる所

存です。 

 管理面においては、内部統制委員会の設置をはじめとする内部統制システムに関する組織の整備と機能の強化、内

部通報制度の拡充、相互牽制が機能する業務プロセスの構築、コンプライアンス重視の人事・教育制度の充実等に取

り組んできており、今後も全社を挙げてこれを推進、強化してまいる所存です。 

   

(4）内部管理体制の整備・運用状況 

 当該事項につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考え

方及びその整備状況」において記載しております。 

  

３．経営方針



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

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 1,098 958

受取手形及び営業未収入金 2,249 3,378

販売用不動産 202 181

貯蔵品 10 9

繰延税金資産 67 74

その他 221 251

貸倒引当金 △2 △5

流動資産合計 3,848 4,848

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 10,371 10,436

減価償却累計額 △5,332 △5,650

建物及び構築物（純額） ※3  5,039 ※3  4,786

機械装置及び運搬具 2,147 2,132

減価償却累計額 △1,884 △1,909

機械装置及び運搬具（純額） 263 223

土地 ※3  10,824 ※3  10,820

建設仮勘定 31 208

その他 242 362

減価償却累計額 △182 △221

その他（純額） 59 140

有形固定資産合計 16,217 16,180

無形固定資産 244 308

投資その他の資産   

投資有価証券 234 272

従業員に対する長期貸付金 1 0

長期貸付金 140 153

繰延税金資産 256 367

その他 ※1  1,077 ※1  1,593

貸倒引当金 △0 △9

投資その他の資産合計 1,711 2,378

固定資産合計 18,174 18,866

資産合計 22,022 23,715



（単位：百万円）

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び営業未払金 1,376 1,776

短期借入金 ※3  5,552 ※3  4,629

未払法人税等 92 244

賞与引当金 99 105

その他 ※2  490 ※2  666

流動負債合計 7,612 7,422

固定負債   

長期借入金 ※3  4,293 ※3  5,956

退職給付引当金 233 249

負ののれん 24 19

その他 280 271

固定負債合計 4,831 6,495

負債合計 12,443 13,918

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,284 1,284

資本剰余金 1,086 1,086

利益剰余金 7,194 7,357

自己株式 △59 △59

株主資本合計 9,505 9,668

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △9 35

繰延ヘッジ損益 △40 △9

為替換算調整勘定 0 2

評価・換算差額等合計 △49 29

少数株主持分 122 98

純資産合計 9,578 9,796

負債純資産合計 22,022 23,715



（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

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 18,516 18,671

営業原価 16,985 17,181

営業総利益 1,530 1,490

販売費及び一般管理費   

人件費 364 －

（内賞与引当金繰入額） 4 －

（内退職給付費用） 7 －

保険料 24 －

賃借料 14 －

支払手数料 43 －

その他 169 －

販売費及び一般管理費合計 617 ※1  589

営業利益 913 901

営業外収益   

受取利息 6 5

受取配当金 10 6

負ののれん償却額 － 4

保険解約返戻金 28 1

その他 45 31

営業外収益合計 91 50

営業外費用   

支払利息 133 126

為替差損 － 22

その他 19 53

営業外費用合計 152 203

経常利益 852 748

特別利益   

固定資産売却益 ※2  21 ※2  10

関係会社出資金売却益 12 －

特別利益合計 34 10

特別損失   

固定資産売却損 ※3  0 ※3  0

固定資産除却損 ※4  18 ※4  4

投資有価証券評価損 63 33

たな卸資産評価損 16 －

関係会社出資金評価損 － 24

減損損失 ※5  1,059 ※5  3

和解金 ※6  67 －

特別損失合計 1,224 66

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△338 693

法人税、住民税及び事業税 316 383

過年度法人税等 － 180

法人税等調整額 △69 △153

法人税等合計 246 410

少数株主利益又は少数株主損失（△） 30 △1

当期純利益又は当期純損失（△） △615 284



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

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 1,284 1,284

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,284 1,284

資本剰余金   

前期末残高 1,086 1,086

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,086 1,086

利益剰余金   

前期末残高 7,929 7,194

当期変動額   

剰余金の配当 △119 △119

従業員福利奨励基金 － △1

当期純利益又は当期純損失（△） △615 284

当期変動額合計 △734 163

当期末残高 7,194 7,357

自己株式   

前期末残高 △59 △59

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △59 △59

株主資本合計   

前期末残高 10,240 9,505

当期変動額   

剰余金の配当 △119 △119

従業員福利奨励基金 － △1

当期純利益又は当期純損失（△） △615 284

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △734 163

当期末残高 9,505 9,668



（単位：百万円）

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) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △4 △9

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4 45

当期変動額合計 △4 45

当期末残高 △9 35

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 26 △40

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △67 31

当期変動額合計 △67 31

当期末残高 △40 △9

為替換算調整勘定   

前期末残高 24 0

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △23 2

当期変動額合計 △23 2

当期末残高 0 2

評価・換算差額等合計   

前期末残高 45 △49

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △95 79

当期変動額合計 △95 79

当期末残高 △49 29

少数株主持分   

前期末残高 191 122

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △68 △24

当期変動額合計 △68 △24

当期末残高 122 98

純資産合計   

前期末残高 10,477 9,578

当期変動額   

剰余金の配当 △119 △119

従業員福利奨励基金 － △1

当期純利益又は当期純損失（△） △615 284

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △164 54

当期変動額合計 △899 217

当期末残高 9,578 9,796



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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又は税金等調整前当期純
損失（△）

△338 693

減価償却費 603 584

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10 15

減損損失 1,059 3

受取利息及び受取配当金 △17 △12

支払利息 133 126

為替差損益（△は益） 12 21

投資有価証券評価損益（△は益） 63 33

関係会社出資金評価損益（△は益） － 24

関係会社出資金売却損益（△は益） △12 －

有形固定資産除却損 17 4

有形固定資産売却損益（△は益） △21 △10

和解金 67 －

売上債権の増減額（△は増加） 488 △1,128

たな卸資産の増減額（△は増加） 75 23

仕入債務の増減額（△は減少） △500 398

未払消費税等の増減額（△は減少） 26 △19

その他 37 27

小計 1,706 786

利息及び配当金の受取額 17 12

利息の支払額 △132 △127

和解金の支払額 － △67

法人税等の支払額 △558 △419

法人税等の還付額 2 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,035 184

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 △631 △248

有形固定資産の売却による収入 33 6

無形固定資産の取得による支出 △21 △128

投資有価証券の取得による支出 △26 △11

子会社株式の取得による支出 △55 －

関係会社出資金の払込による支出 △51 △12

関係会社出資金の売却による収入 39 －

貸付けによる支出 △40 △7

貸付金の回収による収入 32 27

その他 △116 △409

投資活動によるキャッシュ・フロー △837 △782



（単位：百万円）

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） 595 △708

長期借入れによる収入 950 3,188

長期借入金の返済による支出 △1,440 △1,741

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △119 △119

少数株主への配当金の支払額 △11 △10

その他 － △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △26 608

現金及び現金同等物に係る換算差額 △32 △19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 138 △9

現金及び現金同等物の期首残高 802 941

現金及び現金同等物の期末残高 ※  941 ※  931



 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

項目 
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 ４社 

主要な連結子会社の名称 

株式会社藤友物流サービス 

遠州トラック関西株式会社 

株式会社中国遠州コーポレーション 

上海遠州物流有限公司 

(1）連結子会社の数 ４社 

主要な連結子会社の名称 

株式会社藤友物流サービス 

遠州トラック関西株式会社 

株式会社中国遠州コーポレーション 

上海遠州物流有限公司 

  (2）主要な非連結子会社の名称等 

青島遠州国際物流有限公司 

大連遠州貨運有限公司 

青島佳天美遠州貿易有限公司  

北京遠州包装服務有限公司 

（連結の範囲から除いた理由） 

 非連結子会社はいずれも小規模であ

り、総資産、売上高、当期純損益（持

分に見合う額）及び利益剰余金（持分

に見合う額）等は、いずれも連結財務

諸表に重要な影響を及ぼしていないた

めであります。 

 なお、北京遠州包装服務有限公司に

ついては、当連結会計年度において新

たに設立しました。青島遠州国際物流

有限公司及び大連遠州貨運有限公司に

ついては追加出資をした結果、当連結

会計年度末において子会社となりまし

た。 

(2）主要な非連結子会社の名称等 

青島遠州国際物流有限公司 

大連遠州貨運有限公司 

青島佳天美遠州貿易有限公司  

北京遠州包装服務有限公司 

（連結の範囲から除いた理由） 

 非連結子会社はいずれも小規模であ

り、総資産、売上高、当期純損益（持

分に見合う額）及び利益剰余金（持分

に見合う額）等は、いずれも連結財務

諸表に重要な影響を及ぼしていないた

めであります。 

２．持分法の適用に関する事

項 

 持分法を適用していない非連結子会社

（青島遠州国際物流有限公司、大連遠州貨

運有限公司、青島佳天美遠州貿易有限公司

及び北京遠州包装服務有限公司）は、それ

ぞれ当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす

影響が軽微であり、かつ全体としても重要

性がないため、持分法の適用範囲から除外

しております。 

 なお、北京外紅国際物流有限公司につい

ては、当連結会計年度において出資金を売

却したため関連会社でなくなりました。 

 持分法を適用していない非連結子会社

（青島遠州国際物流有限公司、大連遠州貨

運有限公司、青島佳天美遠州貿易有限公司

及び北京遠州包装服務有限公司）は、それ

ぞれ当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす

影響が軽微であり、かつ全体としても重要

性がないため、持分法の適用範囲から除外

しております。 

  

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社のうち上海遠州物流有限公司

の決算日は12月31日であります。 

 連結財務諸表の作成に当たっては、決算

日現在の財務諸表を使用しております。た

だし、連結決算日までの期間に発生した重

要な取引については、連結上必要な調整を

行っております。 

同左 



  

項目 
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 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算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） 

①有価証券 

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デリバティブ 

時価法 

②デリバティブ 

同左  

  ③たな卸資産 

販売用不動産 

個別法による原価法（貸借対照表価額

は収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法により算定） 

貯蔵品 

移動平均法による原価法（貸借対照表

価額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。 

 これにより、税金等調整前当期純損失

は、 百万円増加しております。  16

③たな卸資産 

販売用不動産 

 個別法による原価法（貸借対照表価額

は収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法により算定） 

貯蔵品 

移動平均法による原価法（貸借対照表

価額は収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定） 

(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） 

 当社及び国内連結子会社は、建物（建物

附属設備を除く。）は定額法、その他の有

形固定資産については定率法によっており

ます。また、在外連結子会社は定額法によ

っております。 

①有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  ②無形固定資産（リース資産を除く） 

 定額法を採用しております。なお、ソフ

トウエア（自社利用）については、社内に

おける見込利用可能期間（５年以内）に基

づく定額法によっております。 

②無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

(3）重要な引当金の計上基

準 

①貸倒引当金 

 債権の貸倒による損失に備えるため、一

般債権については貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権については個別に回

収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上

しております。 

①貸倒引当金 

同左 

  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、支給見込額のうち当連結会計年

度の負担額を計上しております。 

②賞与引当金 

同左 



  

項目 
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退職給付引当金 

 従業員及び当社の執行役員の退職給付に

備えるため、当社及び一部の連結子会社は

当連結会計年度末における退職給付債務の

見込額（執行役員部分については、内規に

基づく当連結会計年度末要支給額）に基づ

き計上しております。 

 なお、数理計算上の差異については、各

連結会計年度の発生時における従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年数（３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 

同左 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（会計方針の変更） 

 当連結会計年度より、「「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に与える影

響はありません。  

(4）重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への換

算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しております。 

同左 

(5）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。 

 また、金利スワップについて特例処理の

条件を充たしている場合には特例処理を採

用しております。 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

  ②ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針 

 主として当社内規に基づき、金利変動リ

スク、為替相場変動リスク及び燃料価格変

動リスクをヘッジしております。 

 当連結会計年度にヘッジ会計を適用した

ヘッジ対象とヘッジ手段は以下のとおりで

あります。 

②ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針 

 主として当社内規に基づき、金利変動リ

スク及び為替相場変動リスクをヘッジして

おります。 

 当連結会計年度にヘッジ会計を適用した

ヘッジ対象とヘッジ手段は以下のとおりで

あります。  

  イ．ヘッジ手段 － 金利スワップ 

ヘッジ対象 － 借入金 

イ．ヘッジ手段 － 金利スワップ 

ヘッジ対象 － 借入金  

  ロ．ヘッジ手段 － 為替予約 

ヘッジ対象 － 外貨建債権債務 

ロ．ヘッジ手段 － 為替予約 

ヘッジ対象 － 外貨建債権債務 

  ハ．ヘッジ手段 － 原油アベレージス

ワップ 

ヘッジ対象 － 燃料価格 

  



  

  

項目 
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ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・

フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動

又はキャッシュ・フロー変動の累計を比較

し、その変動額の比率によって有効性を評

価しております。 

 ただし、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。 

③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。  

(6）消費税等の会計処理の

方法 

 税抜方式によっております。 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につい

ては、全面時価評価法を採用しておりま

す。 

同左 

６．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

 のれんの償却については、５年間の定額

法により償却を行っております。 

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

 連結キャッシュ・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 

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。 

 これによる損益への影響はありません。  

────── 



  

  

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） 

（連結貸借対照表） 

 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等

の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府

令第50号）が適用となることに伴い、前連結会計年度にお

いて、「たな卸不動産等」として掲記されていたものは、

当連結会計年度から「販売用不動産」「貯蔵品」に区分掲

記しております。なお、前連結会計年度の「たな卸不動産

等」に含まれる「販売用不動産」「貯蔵品」は、それぞれ

277百万円、11百万円であります。  

────── 

────── 

  

（連結損益計算書）  

１. 従来、販売費及び一般管理費については、連結損益計

算書において費用別に区分掲記しておりましたが、当連

結会計年度より、「販売費及び一般管理費」として一括

掲記し、主要な費目及び金額を注記する方法に変更して

おります。 

  なお、当連結会計年度における販売費及び一般管理費

の主要な費目及び金額は「注記事項（連結損益計算書関

係）」に記載のとおりであります。 

２. 前連結会計年度まで営業外費用の「その他」に含めて

表示しておりました「為替差損」は、営業外費用の総額

の100分の10を超えたため区分掲記しました。 

    なお、前連結会計年度における「為替差損」の金額は

10百万円であります。  

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

１．前連結会計年度において、「有形固定資産売却益」

「有形固定資産売却損」に区分掲記されていたものは、

ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導入に伴い連結財務諸表の比

較可能性を向上するため、当連結会計年度より「有形固

定資産売却損益」として掲記しております。なお、当連

結会計年度に含まれる「有形固定資産売却益」「有形固

定資産売却損」は、それぞれ△21百万円、0百万円であ

ります。  

────── 

  

２．営業活動によるキャッシュ・フローの「貸倒引当金の

増減額」は、金額的重要性が乏しいため「その他」に含

めております。 

  なお、当連結会計年度の「その他」に含まれている

「貸倒引当金の増減額」は、△０百万円であります。 

  



  

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） 

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．営業活動によるキャッシュ・フローの「無形固定資産

除却損」は、金額的重要性が乏しいため「その他」に含

めております。 

  なお、当連結会計年度の「その他」に含まれている

「無形固定資産除却損」は、１百万円であります。 

  

４．前連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・

フローの「その他の資産の増減額」及び「その他の負債

の増減額」と掲記していたものは、当連結会計年度より

「その他」に含めて表示しております。 

  なお、当連結会計年度の「その他」に含まれている

「その他の資産の増減額」及び「その他の負債の増減

額」はそれぞれ、35百万円、１百万円であります。 

  

５．前連結会計年度において投資活動によるキャッシュ・

フローの「その他の支出」及び「その他の収入」と掲記

していたものは、当連結会計年度より「その他」に含め

て表示しております。 

  なお、当連結会計年度の「その他」に含まれている

「その他の支出」及び「その他の収入」はそれぞれ、

△276百万円、159百万円であります。 

  



  

  

  

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．非連結子会社に対するものは次のとおりでありま

す。 

※１．非連結子会社に対するものは次のとおりでありま

す。 

その他投資（出資金）      179百万円 その他投資（出資金）       百万円154

※２．未払消費税等は、流動負債の「その他」に含めて表

示しております。 

※２．         同左             

※３．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。 

※３．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。 

イ）担保に供している資産 イ）担保に供している資産 

建物      2,629百万円

土地      7,153 

計       9,782 

建物       百万円2,489

土地        7,153

計         9,643

ロ）上記に対する債務 ロ）上記に対する債務 

短期借入金      3,390百万円

一年内返済予定長期借入金      1,494 

長期借入金      3,023 

計      7,907 

（根抵当権の極度額） （9,143） 

短期借入金       百万円2,260

一年内返済予定長期借入金        1,249

長期借入金        4,871

計        8,380

（根抵当権の極度額）  (9,143)

上記の建物のうち88百万円及び土地のうち704百万

円は取引先の銀行借入金に対する第三者担保提供であ

ります。 

上記の建物のうち 百万円及び土地のうち 百万

円は取引先の銀行借入金に対する第三者担保提供であ

ります。 

76 704

４．受取手形割引高 百万円199 ４．受取手形割引高 百万円192

（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うち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

給料手当及び福利費  百万円336

賞与引当金繰入額    5

退職給付費用    9

※２．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 ※２．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 

建物及び構築物       17百万円

機械装置及び運搬具  4 

計  21 

機械装置及び運搬具        百万円10

その他    0

計    10

※３．固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 ※３．固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 

機械装置及び運搬具     0百万円

その他   0 

計  0 

機械装置及び運搬具      百万円0

※４．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※４．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

建物及び構築物 12百万円

機械装置及び運搬具 2      

無形固定資産 1       

その他 2      

計 18 

建物及び構築物 百万円4

機械装置及び運搬具       0

その他       0

計  4



  

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） 

※５．減損損失 ※５．減損損失 

 当連結会計年度において、当社グループは以下の資

産グループについて減損損失を計上しました。 

 当社グループは、物流事業については地域別に、ま

た、不動産事業及び遊休資産については個別物件ごと

にグルーピングを行っております。 

 当連結会計年度において、物流事業のうち地価が下

落し、収益性が低下した資産グループについて、帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額（992百

万円）を特別損失に計上しました。その内訳は、建物

208百万円、土地784百万円であります。 

 また、地価の下落した遊休資産について、帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当該減少額（67百万円）

を特別損失に計上しました。その内訳は、全額土地で

あります。 

 なお、物流事業における資産グループの回収可能価

額は使用価値により測定しており、将来キャッシュ・

フローを3.15％で割り引いて算定しております。遊休

資産の回収可能価額は正味売却価額により測定してお

り、その評価額は不動産鑑定評価額等に基づき算定し

ております。 

場所 用途 種類 
減損損失 

（百万円）

 埼玉県春日

部市 
物流 

 建物及び 

土地 
634 

 埼玉県南埼

玉郡白岡町 
物流 

建物及び 

土地 
 357 

 静岡県袋井

市 
遊休資産 土地  24 

 静岡県菊川

市 
遊休資産 土地  2 

 福島県西白

河郡西郷村 
遊休資産 土地  39 

 当連結会計年度において、当社グループは以下の資

産グループについて減損損失を計上しました。 

 当社グループは、物流事業については地域別に、ま

た、不動産事業及び遊休資産については個別物件ごと

にグルーピングを行っております。 

 当連結会計年度において、地価の下落した遊休資産

について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該

減少額（ 百万円）を特別損失に計上しました。その

内訳は、全額土地であります。 

 なお、遊休資産の回収可能価額は正味売却価額によ

り測定しており、その評価額は公示価格に基づき算定

しております。 

場所 用途 種類 
減損損失 

（百万円）

 静岡県袋井

市 
遊休資産 土地    3

3

※６．和解金 ────── 

 就労中の事故に関し元従業員の遺族に対して支払っ

た和解金であります。 

  



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） 

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） 普通株式の自己株式の株式数の増加169株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

２．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  7,546,000  －  －  7,546,000

合計  7,546,000  －  －  7,546,000

自己株式         

普通株式 （注）  84,595  169  －  84,764

合計  84,595  169  －  84,764

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成20年5月12日 

取締役会 
普通株式  59  8.00 平成20年3月31日 平成20年6月25日 

平成20年11月7日 

取締役会 
普通株式  59  8.00 平成20年9月30日 平成20年12月10日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

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5月11日 

取締役会 
普通株式  59 利益剰余金  8.00 平成21年3月31日 平成21年6月24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．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） 普通株式の自己株式の株式数の増加10株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

２．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  7,546,000  －  －  7,546,000

合計  7,546,000  －  －  7,546,000

自己株式         

普通株式 （注）  84,764  10  －  84,774

合計  84,764  10  －  84,774

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成21年5月11日 

取締役会 
普通株式  59  8.00 平成21年3月31日 平成21年6月24日 

平成21年11月6日 

取締役会 
普通株式  59  8.00 平成21年9月30日 平成21年12月10日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

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5月13日 

取締役会 
普通株式  59 利益剰余金  8.00 平成22年3月31日 平成22年6月9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） 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

※ 現金及び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 

（平成21年３月31日現在） （平成22年３月31日現在）

現金及び預金勘定    1,098百万円

預入期間が３か月を超える

定期預金 
 △156

現金及び現金同等物  941

現金及び預金勘定     百万円958

預入期間が３か月を超える

定期預金 
 △26

現金及び現金同等物  931



  

（リース取引関係）

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．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係る方法に準じた会計処

理によっており、その内容は次のとおりであります。 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

１．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係る方法に準じた会計処

理によっており、その内容は次のとおりであります。 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

  
取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額相
当額 
(百万円) 

期末残高
相当額 
(百万円) 

建物及び構築
物 

 1,652  105  1,546

機械装置及び
運搬具 

 751  265  486

その他有形固
定資産 

 72  31  41

合計  2,476  401  2,075

  
取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額相
当額 
(百万円) 

期末残高
相当額 
(百万円) 

建物及び構築
物 

 1,652  188  1,464

機械装置及び
運搬具 

 653  316  336

その他有形固
定資産 

 53  23  30

合計  2,359  528  1,830

（注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が、

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い一部

について支払利子込み法により算定しております。

（注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が、

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い一部

について支払利子込み法により算定しております。

(2）未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

(2）未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

１年内        百万円192

１年超  1,929

合計  2,121

１年内 百万円171

１年超  1,740

合計  1,911

（注）未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース

料期末残高が、有形固定資産の期末残高等に占める

割合が低い一部について支払利子込み法により算定

しております。 

（注）未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース

料期末残高が、有形固定資産の期末残高等に占める

割合が低い一部について支払利子込み法により算定

しております。 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料     百万円309

減価償却費相当額  246

支払利息相当額  100

支払リース料     百万円287

減価償却費相当額  224

支払利息相当額  97

(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 

 一部のリース物件について、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、各期

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 

（減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失はありません。 

（減損損失について） 

同左 



  

  該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。  

  

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） 

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） 

２．オペレーティング・リース取引 

 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    百万円96

１年超  536

合計  633

２．オペレーティング・リース取引 

 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 

（借手側） 

未経過リース料  

（貸手側） 

未経過リース料  

  

１年内    百万円889

１年超  8,327

合計  9,216

１年内    百万円46

１年超  546

合計  592

（ストック・オプション等関係）

（企業結合等）



  

（税効果会計関係）

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．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 

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   

退職給付引当金    百万円91

賞与引当金  39

減損損失  440

減価償却超過額  10

会員権評価損  5

未払事業税  8

投資有価証券評価損  62

その他  84

繰延税金資産小計  742

評価性引当額  △418

繰延税金資産合計  324

繰延税金負債   

その他 △0 

繰延税金負債合計 △0 

繰延税金資産の純額  324

繰延税金資産   

退職給付引当金    百万円97

賞与引当金  41

減損損失  438

減価償却超過額  13

会員権評価損  5

未払事業税  19

投資有価証券評価損  75

損害賠償請求権  120

その他  70

繰延税金資産小計  881

評価性引当額  △430

繰延税金資産合計  450

繰延税金負債   

その他  △8

繰延税金負債合計  △8

繰延税金資産の純額  442

（注）繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の

項目に含まれております。 

（注）繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の

項目に含まれております。 

流動資産－繰延税金資産    百万円67

固定資産－繰延税金資産  256

流動資産－繰延税金資産    百万円74

固定資産－繰延税金資産  367

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

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

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

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

当連結会計年度は税金等調整前当期純損失を計上して

いるため、記載しておりません。 

  

法定実効税率   ％ 39.0

（調整）   

 交際費等永久に損金に算入されない

項目 
 1.7

 法人住民税均等割  3.3

 加算税、延滞税  8.8

 繰延税金資産に係る評価性引当  1.5

 子会社当期欠損金  0.4

 その他  4.5

税効果会計適用後の法人税等の負担率  59.2



（賃貸等不動産）

  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） 

  

当社では、静岡県その他の地域において、賃貸倉庫等（土地を含む。）を有しております。平成22年３月期にお

ける当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は138百万円（賃貸収益は営業収益に、主な賃貸費用は営業費用に計上）、

減損損失は３百万円（特別損失に計上）であります。 

また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、当連結会計年度増減額及び時価は、次のとおりであります。 

 (注) １．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。 

２．当連結会計年度末の時価は、主要な物件については社外の不動産鑑定士による不動産鑑定書に基づく金額、

その他の物件については一定の評価額や市場価格を反映していると考えられる指標を用いて調整した金額及び

適正な帳簿価額によっております。 

  
（追加情報） 

当連結会計年度より、「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第20号 平成20年11月28

日）及び「賃貸等不動産の時価等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23号 平成20年11月

28日）を適用しております。 

 連結貸借対照表計上額（百万円） 当連結会計年度末の時価 

（百万円） 前連結会計年度末残高 当連結会計年度増減額 当連結会計年度末残高 

 7,039 △53 6,985 6,516 



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） 

 （注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．主な事業区分は次のとおりであります。 

(1）物流事業  一般貨物自動車運送事業・貨物運送取扱事業・倉庫事業 

(2）その他事業 不動産業 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
物流事業 
（百万円） 

その他事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

Ⅰ 営業収益及び営業利益           

営業収益           

(1) 外部顧客に対する営業収益  18,305  211  18,516  －  18,516

(2）セグメント間の内部営業収

益又は振替高 
 －  －  － (－)  －

計  18,305  211  18,516 (－)  18,516

営業費用  17,001  115  17,117  485  17,603

営業利益  1,303  95  1,398 (485)  913

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失

及び資本的支出 
          

資産  15,851  2,144  17,996  4,026  22,022

減価償却費  572  14  587  16  603

減損損失  992  26  1,018  40  1,059

資本的支出  614  －  614  56  670

  
物流事業 
（百万円） 

その他事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

Ⅰ 営業収益及び営業利益           

営業収益           

(1) 外部顧客に対する営業収益  18,495  175  18,671  －  18,671

(2）セグメント間の内部営業収

益又は振替高 
 －  －  － (－)  －

計  18,495  175  18,671 (－)  18,671

営業費用  17,227  76  17,303  466  17,770

営業利益  1,268  98  1,367 (△466)  901

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失

及び資本的支出 
          

資産  18,891  2,104  20,996  2,718  23,715

減価償却費  552  14  567  17  584

減損損失  －  3  3  －  3

資本的支出  610  －  610  10  621



３．「消去又は全社」に含めた金額及び主な内容は以下のとおりであります。 

  

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） 

 本邦の営業収益及び資産の金額は、全セグメントの営業収益の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に

占める割合がいずれも90％超であるため、所在地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） 

 海外営業収益は、いずれも連結営業収益の10％未満のため記載を省略しております。 

  

  
前連結会計年度 
（百万円） 

当連結会計年度 
（百万円） 

主な内容 

消去又は全社の項目に

含めた配賦不能営業費

用の金額 

 485  466
提出会社の総務・経理部門等の管理

部門に係る費用 

消去又は全社の項目に

含めた全社資産の金額 
 4,026  2,718

提出会社における現金及び有価証

券、投資有価証券及び管理部門に係

る資産等 

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外営業収益



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） 

  

（追加情報） 

 当連結会計年度より、「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）を適用しておりま

す。 

 この結果、従来の開示対象範囲に加えて、連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引が開示対象に追

加されております。 

  

１．関連当事者との取引 

（1）連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引  

    ①連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等 

    ②連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等 

 （注）１．取引金額には消費税は含まれておりません。 

２．他社より入手した見積りと比較の上、一般的取引条件と同様に決定しております。 

３．当社取締役豊田慶造の近親者が100.0％を直接所有しております。 

４．保険会社の料率に準じて決定しております。 

５．当社取締役豊田慶造及びその近親者が100.0％を直接所有する会社の子会社であります。 

６．価格交渉の上、一般的取引条件と同様に決定しております。 

  

（2）連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引 

    連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等 

 （注）１．取引金額には消費税は含まれておりません。 

２．当社取締役豊田慶造の近親者が100.0％を直接所有しております。 

３．保険会社の料率に準じて決定しております。 

  

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記 

親会社情報  

株式会社住友倉庫（東京証券取引所、大阪証券取引所に上場） 

  

（関連当事者情報）

種類 会社等の名
称又は氏名 所在地 

資本金又
は出資金 
(百万円) 

事業の内容
又は職業 

議決権等の所
有（被所有）
割合（％） 

関連当事者
との関係 取引の内容

取引金額 
(百万円) 科目 期末残高

(百万円) 

親会社 ㈱住友倉庫 大阪市
西区  21,822 倉庫業 

(被所有) 

直接 60.7 倉庫の賃貸

支払リース料
（注）2  172

その他流動
資産 15

未経過リース
料期末残高相
当額 

 1,664 － －

支払利息相当
額  104 － －

種類 会社等の名
称又は氏名 所在地 

資本金又
は出資金 
(百万円) 

事業の内容
又は職業 

議決権等の所
有（被所有）
割合（％） 

関連当事者
との関係  取引の内容

取引金額 
(百万円) 科目 期末残高

(百万円) 

役員及びそ
の近親者が
議決権の過
半数を所有
している会
社等（当該
会社等の子
会社を含
む） 

㈱袋井保険
サービス
(注)3 

静岡県
袋井市  10 保険代理業

(被所有) 
直接  0.2 

保険契約の
委託 

保険料の支払
(注)4  93 － －

中津運送㈲
(注)5 

大分県
中津市  25 運送業 － 

陸上運送及
び倉庫業務
の委託 

運送料の支払
(注)6  115

営業未払金  15
倉庫料の支払
(注)6   78

種類 会社等の名
称又は氏名 所在地 

資本金又
は出資金 
(百万円) 

事業の内容
又は職業 

議決権等の所
有（被所有）
割合（％） 

関連当事者
との関係  取引の内容

取引金額 
(百万円) 科目 期末残高

(百万円) 

役員及びそ
の近親者が
議決権の過
半数を所有
している会
社等（当該
会社等の子
会社を含
む） 

㈱袋井保険
サービス
(注)2 

静岡県
袋井市  10 保険代理業

(被所有) 
直接  0.2 

保険契約の
委託 

保険料の支払
(注)3  10 － －



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．関連当事者との取引 

（1）連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引  

    ①連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等 

    ②連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等 

 （注）１．取引金額には消費税は含まれておりません。 

２．他社より入手した見積りと比較の上、一般的取引条件と同様に決定しております。 

３．当社取締役豊田慶造の近親者が100.0％を直接所有しております。 

４．保険会社の料率に準じて決定しております。 

５．当社取締役豊田慶造及びその近親者が100.0％を直接所有する会社の子会社であります。 

６．価格交渉の上、一般的取引条件と同様に決定しております。 

  

（2）連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引 

    連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等 

 （注）１．取引金額には消費税は含まれておりません。 

２．当社取締役豊田慶造の近親者が100.0％を直接所有しております。 

３．保険会社の料率に準じて決定しております。 

  

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記 

親会社情報  

株式会社住友倉庫（東京証券取引所、大阪証券取引所に上場） 

  

種類 会社等の名
称又は氏名 所在地 

資本金又
は出資金 
(百万円) 

事業の内容
又は職業 

議決権等の所
有（被所有）
割合（％） 

関連当事者
との関係 取引の内容

取引金額 
(百万円) 科目 期末残高

(百万円) 

親会社 ㈱住友倉庫 大阪市
西区  21,822 倉庫業 

(被所有) 

直接 60.7 倉庫の賃貸

支払リース料
（注）2  172

その他流動
資産 15

未経過リース
料期末残高相
当額 

 1,614 － －

支払利息相当
額  101 － －

種類 会社等の名
称又は氏名 所在地 

資本金又
は出資金 
(百万円) 

事業の内容
又は職業 

議決権等の所
有（被所有）
割合（％） 

関連当事者
との関係  取引の内容

取引金額 
(百万円) 科目 期末残高

(百万円) 

役員及びそ
の近親者が
議決権の過
半数を所有
している会
社等（当該
会社等の子
会社を含
む） 

㈱袋井保険
サービス
(注)3 

静岡県
袋井市  10 保険代理業

(被所有) 
直接  0.2 

保険契約の
委託 

保険料の支払
(注)4  92 － －

中津運送㈲
(注)5 

大分県
中津市  25 運送業 － 

陸上運送及
び倉庫業務
の委託 

運送料の支払
(注)6  120

営業未払金  28
倉庫料の支払
(注)6   60

種類 会社等の名
称又は氏名 所在地 

資本金又
は出資金 
(百万円) 

事業の内容
又は職業 

議決権等の所
有（被所有）
割合（％） 

関連当事者
との関係  取引の内容

取引金額 
(百万円) 科目 期末残高

(百万円) 

役員及びそ
の近親者が
議決権の過
半数を所有
している会
社等（当該
会社等の子
会社を含
む） 

㈱袋井保険
サービス
(注)2 

静岡県
袋井市  10 保険代理業

(被所有) 
直接  0.2 

保険契約の
委託 

保険料の支払
(注)3  9 － －



 （注） １株当たり当期純利益金額又は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。 

  

   該当事項はありません。 

  

   金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付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ます。  

  

（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     1,267円36銭

１株当たり当期純損失   △82円46銭

１株当たり純資産額 円 銭1,299 84

１株当たり当期純利益    円 銭38 12

 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、また、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金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  
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（△）（百万円）  △615  284

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失

（△）（百万円） 
 △615  284

期中平均株式数（株）  7,461,287  7,461,230

（重要な後発事象）

（開示の省略）



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

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 534 509

受取手形 188 144

営業未収入金 1,737 2,960

販売用不動産 202 181

貯蔵品 10 8

前払費用 122 189

繰延税金資産 57 56

その他 45 44

貸倒引当金 △0 △3

流動資産合計 2,898 4,092

固定資産   

有形固定資産   

建物 8,806 8,850

減価償却累計額 △4,376 △4,640

建物（純額） 4,429 4,209

構築物 1,005 1,021

減価償却累計額 △794 △826

構築物（純額） 210 194

機械及び装置 21 20

減価償却累計額 △16 △17

機械及び装置（純額） 5 3

車両運搬具 1,825 1,731

減価償却累計額 △1,670 △1,624

車両運搬具（純額） 154 106

工具、器具及び備品 227 286

減価償却累計額 △173 △208

工具、器具及び備品（純額） 53 77

土地 10,712 10,709

リース資産 － 60

減価償却累計額 － △1

リース資産（純額） － 58

建設仮勘定 30 206

有形固定資産合計 15,597 15,567

無形固定資産   

借地権 103 103

電話加入権 23 23

ソフトウエア 106 111

ソフトウエア仮勘定 4 61

施設利用権 3 4

無形固定資産合計 240 305



（単位：百万円）

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) 

投資その他の資産   

投資有価証券 229 264

関係会社株式 214 214

出資金 4 4

長期貸付金 137 118

従業員に対する長期貸付金 1 0

長期前払費用 1 1

繰延税金資産 236 361

敷金及び保証金 419 912

保険積立金 399 449

その他 54 51

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 1,701 2,378

固定資産合計 17,539 18,250

資産合計 20,438 22,342

負債の部   

流動負債   

支払手形 16 38

営業未払金 986 1,491

短期借入金 3,670 2,975

1年内返済予定の長期借入金 1,599 1,311

リース債務 － 9

未払金 133 49

未払費用 122 218

未払法人税等 56 209

未払消費税等 56 40

預り金 13 15

前受収益 26 42

賞与引当金 81 86

設備関係支払手形 17 200

その他 54 16

流動負債合計 6,836 6,706

固定負債   

長期借入金 4,059 5,845

リース債務 － 51

長期未払金 86 73

退職給付引当金 217 233

長期預り保証金 164 145

固定負債合計 4,528 6,350

負債合計 11,364 13,056



（単位：百万円）

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,284 1,284

資本剰余金   

資本準備金 1,070 1,070

その他資本剰余金 15 15

資本剰余金合計 1,086 1,086

利益剰余金   

利益準備金 90 90

その他利益剰余金   

別途積立金 6,798 6,298

繰越利益剰余金 △97 549

利益剰余金合計 6,792 6,939

自己株式 △59 △59

株主資本合計 9,103 9,250

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △7 35

繰延ヘッジ損益 △23 －

評価・換算差額等合計 △30 35

純資産合計 9,073 9,286

負債純資産合計 20,438 22,342



（２）損益計算書 

（単位：百万円）

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   

運送収入 9,903 10,197

倉庫収入 4,721 5,243

不動産収入 211 187

営業収益合計 ※1  14,835 ※1  15,628

営業原価 ※2  13,595 ※2  14,382

営業総利益 1,239 1,246

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 1 －

役員報酬 128 －

給料及び手当 108 －

賞与引当金繰入額 3 －

退職給付費用 7 －

福利厚生費 23 －

事業税 19 －

租税公課 4 －

賃借料 10 －

光熱費及び消耗品費 7 －

保険料 24 －

減価償却費 16 －

支払手数料 39 －

顧問料 34 －

その他 57 －

販売費及び一般管理費合計 ※2  485 ※2, ※3  466

営業利益 753 780

営業外収益   

受取利息 4 3

受取配当金 ※1  8 3

保険解約返戻金 28 1

その他 32 21

営業外収益合計 73 29

営業外費用   

支払利息 126 120

その他 8 42

営業外費用合計 135 163

経常利益 692 646

特別利益   

固定資産売却益 ※4  20 ※4  9

特別利益合計 20 9



（単位：百万円）

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) 

特別損失   

固定資産除却損 ※5  18 ※5  4

固定資産売却損 ※6  0 ※6  0

投資有価証券評価損 63 33

たな卸資産評価損 16 －

減損損失 ※7  1,059 ※7  3

和解金 ※8  67 －

特別損失合計 1,224 41

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △511 614

法人税、住民税及び事業税 247 319

過年度法人税等 － 180

法人税等調整額 △70 △151

法人税等合計 177 348

当期純利益又は当期純損失（△） △689 265



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

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 1,284 1,284

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,284 1,284

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,070 1,070

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,070 1,070

その他資本剰余金   

前期末残高 15 15

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 15 15

資本剰余金合計   

前期末残高 1,086 1,086

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,086 1,086

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 90 90

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 90 90

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 6,798 6,798

当期変動額   

別途積立金の取崩 － △500

当期変動額合計 － △500

当期末残高 6,798 6,298

繰越利益剰余金   

前期末残高 711 △97

当期変動額   

剰余金の配当 △119 △119

別途積立金の取崩 － 500

当期純利益又は当期純損失（△） △689 265

当期変動額合計 △808 646

当期末残高 △97 549

利益剰余金合計   

前期末残高 7,601 6,792

当期変動額   

剰余金の配当 △119 △119

別途積立金の取崩 － －

当期純利益又は当期純損失（△） △689 265

当期変動額合計 △808 146

当期末残高 6,792 6,939



（単位：百万円）

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) 

自己株式   

前期末残高 △59 △59

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △59 △59

株主資本合計   

前期末残高 9,913 9,103

当期変動額   

剰余金の配当 △119 △119

当期純利益又は当期純損失（△） △689 265

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △809 146

当期末残高 9,103 9,250

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △4 △7

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2 43

当期変動額合計 △2 43

当期末残高 △7 35

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 53 △23

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △76 23

当期変動額合計 △76 23

当期末残高 △23 －

評価・換算差額等合計   

前期末残高 49 △30

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △79 66

当期変動額合計 △79 66

当期末残高 △30 35

純資産合計   

前期末残高 9,962 9,073

当期変動額   

剰余金の配当 △119 △119

当期純利益又は当期純損失（△） △689 265

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △79 66

当期変動額合計 △888 212

当期末残高 9,073 9,286



 該当事項はありません。 

  

   

  

継続企業の前提に関する注記

会計方針の変更

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） 

（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。 

 これによる損益への影響はありません。  

────── 

  

表示方法の変更

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） 

────── （損益計算書） 

 従来、販売費及び一般管理費については、損益計算書に

おいて費用別に区分掲記しておりましたが、当事業年度よ

り、「販売費及び一般管理費」として一括掲記し、主要な

費目及び金額を注記する方法に変更しております。 

 なお、当事業年度における販売費及び一般管理費の主要

な費目及び金額は「注記事項（損益計算書関係）」に記載

のとおりであります。  



  

注記事項

（損益計算書関係）

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） 

※１．関係会社との取引に関するものが次のとおり含まれ

ております。 

※１．関係会社との取引に関するものが次のとおり含まれ

ております。 

営業収益 69百万円

受取配当金  4 

営業収益 百万円39

※２．関係会社との取引に関するものが次のとおり含まれ

ております。 

※２．関係会社との取引に関するものが次のとおり含まれ

ております。 

営業原価   763百万円

販売費及び一般管理費  22 

営業原価    百万円696

販売費及び一般管理費    19

────── ※３. 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

給料手当及び福利費 百万円246

賞与引当金繰入額   5

退職給付費用  8

減価償却費  17

支払手数料  26

顧問料  41

※４．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 ※４．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 

建物  16百万円

車両運搬具  3 

計  20 

車輌運搬具   百万円9

機械及び装置    0

工具、器具及び備品   0

計    9

※５．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※５．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

建物  12百万円

工具、器具及び備品  2 

車輌運搬具  1 

ソフトウェア  1 

その他  0 

計 18 

建物   百万円4

工具、器具及び備品    0

車輌運搬具    0

計  4

※６．固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 ※６．固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 

車輌運搬具 0百万円

その他  0 

       計  0 

車輌運搬具 百万円0



  

  

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） 

※７．減損損失 ※７．減損損失 

 当事業年度において、以下の資産グループについて

減損損失を計上しました。 

 当社は、物流事業については地域別に、また、不動

産事業及び遊休資産については個別物件ごとにグルー

ピングを行っております。 

 当事業年度において、物流事業のうち地価が下落

し、収益性が低下した資産グループについて、帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、当該減少額（992百万

円）を特別損失に計上しました。その内訳は、建物

208百万円、土地784百万円であります。 

 また、地価の下落した遊休資産について、帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当該減少額（67百万円）

を特別損失に計上しました。その内訳は、全額土地で

あります。 

 なお、物流事業における資産グループの回収可能価

額は使用価値により測定しており、将来キャッシュ・

フローを3.15％で割り引いて算定しております。遊休

資産の回収可能価額は正味売却価額により測定してお

り、その評価額は不動産鑑定評価額等に基づき算定し

ております。 

場所 用途 種類 
減損損失 

（百万円）

 埼玉県春日

部市 
物流 

 建物及び 

土地 
634 

 埼玉県南埼

玉郡白岡町 
物流 

建物及び 

土地 
 357 

 静岡県袋井

市 
遊休資産 土地  24 

 静岡県菊川

市 
遊休資産 土地  2 

 福島県西白

河郡西郷村 
遊休資産 土地  39 

 当事業年度において、以下の資産グループについて

減損損失を計上しました。 

 当社は、物流事業については地域別に、また、不動

産事業及び遊休資産については個別物件ごとにグルー

ピングを行っております。 

 当事業年度において、地価の下落した遊休資産につ

いて、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少

額（ 百万円）を特別損失に計上しました。その内訳

は、全額土地であります。 

 なお、遊休資産の回収可能価額は正味売却価額によ

り測定しており、その評価額は公示価格に基づき算定

しております。 

場所 用途 種類 
減損損失 

（百万円）

 静岡県袋井

市 
遊休資産 土地    3

3

※８．和解金 ────── 

 就労中の事故に関し元従業員の遺族に対して支払っ

た和解金であります。 

  



  

（リース取引関係）

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） 

１．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係る方法に準じた会計処

理によっており、その内容は次のとおりであります。 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

１．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係る方法に準じた会計処

理によっており、その内容は次のとおりであります。 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

  
取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額相
当額 
(百万円) 

期末残高
相当額 
(百万円) 

建物  1,471  94  1,377

構築物  317  20  297

機械及び装置  118  7  110

車両運搬具  488  177  310

工具、器具及
び備品 

 61  22  38

合計  2,457  322  2,135

  
取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額相
当額 
(百万円) 

期末残高
相当額 
(百万円) 

建物  1,471  167  1,304

構築物  317  36  281

機械及び装置  118  13  104

車両運搬具  467  254  213

工具、器具及
び備品 

 49  21  28

合計  2,425  493  1,932

（注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が、

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い一部

について支払利子込み法により算定しております。

（注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が、

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い一部

について支払利子込み法により算定しております。

(2）未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

(2）未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

１年内       百万円169

１年超      百万円2,007

合計      百万円2,176

１年内       百万円167

１年超      百万円1,837

合計      百万円2,004

（注）未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー

ス料期末残高が、有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低い一部について支払利子込み法によ

り算定しております。 

（注）未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー

ス料期末残高が、有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低い一部について支払利子込み法によ

り算定しております。 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料     百万円260

減価償却費相当額     百万円204

支払利息相当額    百万円89

支払リース料     百万円255

減価償却費相当額     百万円199

支払利息相当額    百万円86

(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、残存価格を零とする定

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 

 一部のリース物件について、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、各期

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  

（減損損失について）  

 リース資産に配分された減損損失はありません。  

（減損損失について）  

同左  



  

  

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） 

２．オペレーティング・リース取引 

 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    百万円96

１年超  536

合計  633

２．オペレーティング・リース取引 

 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 

（借手側）  

１年内    百万円889

１年超  8,327

合計  9,216

  （貸手側） 

１年内   百万円46

１年超    546

合計    592

（税効果会計関係）

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） 

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 

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   

退職給付引当金    百万円84

賞与引当金  31

減損損失  440

減価償却超過額  10

会員権評価損  5

未払事業税  6

投資有価証券評価損  62

その他  70

繰延税金資産小計  712

評価性引当額  △418

繰延税金資産合計  294

繰延税金負債   

その他 △0 

繰延税金負債合計 △0 

繰延税金資産の純額  294

繰延税金資産   

退職給付引当金    百万円90

賞与引当金  33

減損損失  438

減価償却超過額  13

会員権評価損  5

未払事業税  16

投資有価証券評価損  75

損害賠償請求権  120

その他  46

繰延税金資産小計  841

評価性引当額  △414

繰延税金資産合計  426

繰延税金負債   

その他  △8

繰延税金負債合計  △8

繰延税金資産の純額  417

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

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

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

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

当事業年度は税引前当期純損失を計上しているため、

記載しておりません。 

  

法定実効税率   ％ 39.0

（調整）   

 交際費等永久に損金に算入されない

項目 
 2.1

 法人住民税均等割  3.6

 加算税、延滞税  9.9

 繰延税金資産に係る評価性引当  △0.5

 その他  2.6

税効果会計適用後の法人税等の負担率  56.7



(1）役員の異動 

 未定であります。 

  

  

(2）その他 

 該当事項はありません。 

  

  

６．その他
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