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1.  22年3月期の業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 9,779 △6.3 657 8.8 712 9.1 337 △1.7

21年3月期 10,438 △0.7 604 30.3 653 26.5 343 20.2

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 ％ ％ ％

22年3月期 61.54 ― 2.6 4.2 6.7
21年3月期 62.58 ― 2.7 3.9 5.8

（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 17,167 13,285 77.4 2,421.75
21年3月期 16,794 12,968 77.2 2,363.90

（参考） 自己資本   22年3月期  13,285百万円 21年3月期  12,968百万円

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 1,155 △1,105 △109 3,034
21年3月期 935 △1,041 △82 3,094

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
純資産配当

率第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 ― 7.50 ― 12.50 20.00 109 32.0 0.8
22年3月期 ― 7.50 ― 7.50 15.00 82 24.4 0.6

23年3月期 
（予想）

― 7.50 ― 7.50 15.00 19.5

3.  23年3月期の業績予想（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）

 

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

5,237 0.9 393 △10.4 412 △12.3 240 △13.1 43.80

通期 9,820 0.4 694 5.7 726 1.9 423 25.3 77.11
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4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

(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、36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 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 5,749,000株 21年3月期 5,749,000株

② 期末自己株式数 22年3月期  263,131株 21年3月期  263,131株

※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の見通し等の将来に関する記述は、当社が発表日現在において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、今後様々な要因によって大きく異なる結果と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きましては、添付資料の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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(1）経営成績に関する分析 

①当期の経営成績  

当事業年度におけるわが国経済は、中国経済や新興国の高成長により、外需が伸び景気は緩やかに回復しておりま

すが、一方で設備・雇用に過剰感があり、本格的な回復が見通せない状況下にあります。 

当貨物自動車運送業界におきましては、景気低迷による在庫調整や合理化等の影響を受け、総輸送量が縮減してお

りますことに加え、原油高による燃料費が下期に入って続騰しており、厳しい状況となっております。 

このような状況下、当社は３ＰＬ（物流の一括受注）による新規事業を開始するため、富山県に（仮称）北陸物流

センター用地37,553.4㎡（11,359.9坪）を取得し、鉄骨造・平屋建・全天候型の建物21,067㎡（6,372.8坪）を計画

し、平成23年３月の竣工を目途として、着工いたしました。 

さらに、清涼飲料輸送は、ほぼ全国のボトラーズ社との輸送契約が更新ができましたことに加えて、担当地域が拡

大いたしましたので、物流機能の充実を図るため、第２海老名輸送基地（神奈川県）を増設し、競争力強化のため、

車両大型化（トレーラー化）とともに、合理化の推進や生産性向上を目指しました。 

また、不動産賃貸事業におきましても、旧海老名営業所跡地（神奈川県）に地域社会貢献型の福祉施設を完成さ

せ、賃貸物件として稼働いたしました。 

以上の結果、当事業年度の売上高は、 千円（前年同期比6.3％減）となりました。営業利益につきまして

は、自社収益拡大を重点施策として戦力強化を実施いたしましたので、人件費、減価償却費等が増加いたしました

が、それらを吸収し、 千円（前年同期比8.8％増）となり、経常利益につきましても 千円（前年同期

比9.1％増）となりましたが、特別損失として、投資有価証券評価損が 千円発生いたしましたので、当期純利

益は 千円（前年同期比1.7％減）となりました。 

  

次に事業別の業績につきましては、以下のとおりであります。 

（貨物自動車運送事業） 

バルク輸送部門の石油輸送は、企業の生産活動が縮小し、産業用燃料や輸送用燃料の需要が低下いたしましたこと

に加え、環境面から使用燃料の変更もあり、減産体制に入りましたので、減車対応を実施し、減収となりました。 

化成品につきましては、第４四半期に入って輸送量が回復いたしましたが、上期からの不振を取り返すことができ

ず、大幅な減収となりました。 

セメント輸送につきましても、担当しておりました公共工事の輸送が終了し、輸送量が低下いたしました。期末に

なって大型工事の輸送を受注し再開しましたが、上期からの不振を補えず減収となりました。 

この結果、バルク輸送部門の売上高は、前年同期比23.8％減となりました。 

清涼飲料、びん・容器輸送部門におけるびん・容器輸送は、市場が引続き縮小しており、出荷量は減少し減収とな

りましたが、同輸送部門間の複合輸送に対する連携が進み、良好な稼働状況となりました。 

清涼飲料輸送は、前述記載の契約更新と担当地域の拡大による輸送量の増加対策として、びん・容器輸送との連携

の他、バルク輸送部門の一部戦力を吸収するなど、自社戦力の強化とローコスト・オペレーションにより自社収益の

拡大を図り、増収となりました。 

当輸送部門の売上高は、前年同期比3.5％増となりました。 

その他輸送部門は小型車が中心で、荷主による物流センターの集約化移転で減車要請があり、減収となりました。

その他輸送部門の売上高は、前年同期比16.0％減となりました。 

この結果、関連業務の荷役作業収入を含め、当貨物自動車運送事業の売上高は、 千円（前年同期比3.6％

減）となりました。 

（商品販売事業） 

当事業の主力販売品である石油製品は、上期に引続き、下期も高価格帯製品販売が順調に推移したことに加え、販

売単価の上昇もあり増収となりました。 

セメント販売につきましては、公共事業の減少や、民間設備投資が低迷しておりますので、販売量は大幅に減少

し、減収となりました。 

車両販売等につきましても、所得の低下等により買い替えサイクルの長期化や自己保有に対する意識変化もあり、

大幅な減収となりました。 

この結果、当事業の売上高は、 千円（前年同期比15.2％減）となりました。 

１．経営成績

9,779,319

657,133 712,893

78,088

337,602

6,264,891

2,411,424
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（不動産賃貸事業） 

当社の提供する各種賃貸施設のうち、自社提供施設では、海老名施設が平成21年11月より稼働を開始いたしました

ので増収となりました。また、借上施設につきましては、一部施設の解約があり減収となりました。 

この結果、当事業の売上高は、 千円（前年同期比2.3％増）となりました。  

（その他事業） 

自動車整備業は、景気低迷により保有車両を廃車及びリース契約車両等に変更され、自己保有車両の減少で車検整

備が減少し、減収となりました。 

損害保険代理業等につきましても、車両・生保とも掛金の低下及びネット販売等で代理店を経由しない契約方法の

影響もあり、減収となりました。 

この結果、当事業の売上高は 千円（前年同期比17.0％減）となりました。 

  

当事業年度売上高の構成 

  

 ②次期の見通し 

次期の見通しといたしましては、国内経済は緩やな回復基調にあるものの、当貨物自動車運送業界においては、総

物流量の減少傾向が続き、同業者間の競争も激しく、依然として厳しい経営環境が続くものと考えております。 

当社におきましては、ロジスティクス・イノベーションによる３ＰＬ（物流の一括受注）事業の一環として、（仮

称）北陸物流センターの建設着工（平成23年３月竣工予定）を開始し、持続的成長を推し進めるとともに、輸送品質

の向上に努めてまいります。今後も輸送基地の拡充と車両の大型化（トレーラー化）によって物流機能の強化を図

り、ローコスト・オペレーションで競争力を高めてまいります。 

また、新規事業獲得を推進するため社内体制を強化し、更なる事業領域の拡大を目指し企業価値の向上に努めてま

いります。 

以上を踏まえ、次期の業績予想につきましては、売上高9,820,865千円（前年同期比0.4％増）、営業利益694,555

千円（同5.7％増）、経常利益726,634千円（同1.9％増）、当期純利益423,000千円（同25.3％増）を見込んでおりま

す。  

  

(2）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

（流動資産） 

当事業年度末の流動資産は、4,576,349千円（前事業年度末4,592,953千円）となり、16,604千円減少いたしまし

た。 

主な要因は、現金及び預金が50,140千円増加した一方で、営業未収入金が63,043千円減少したことによるもので

あります。 

（固定資産） 

当事業年度末の固定資産は、12,591,436千円（前事業年度末12,201,799千円）となり、389,636千円増加いたし

ました。主な要因は、海老名施設の建設工事及び北陸物流センター用地の取得等により有形固定資産が419,797千

円増加した一方で、長期預金の減少等により投資その他の資産が22,892千円減少したことによるものであります。

この結果、資産合計で17,167,785千円（前事業年度末16,794,753千円）となり、373,032千円増加いたしまし

た。 

（流動負債） 

当事業年度末の流動負債は、1,148,060千円（前事業年度末1,238,000千円）となり、89,940千円減少いたしまし

た。主な要因は、未払法人税等が15,082千円増加した一方で、支払手形が21,419千円、営業未払金が39,239千円、

未払金が34,744千円、未払消費税等が9,930千円それぞれ減少したことによるものであります。 

1,027,150

75,853

事 業 区 分 売 上 高 構 成 比 

  

貨物自動車運送事業 

商品販売事業 

不動産賃貸事業 

その他事業 

千円 

6,264,891 

2,411,424 

1,027,150 

75,853 

％ 

64.0 

24.7 

10.5 

0.8 

合    計 9,779,319 100.0 
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（固定負債） 

当事業年度末の固定負債は、2,734,325千円（前事業年度末2,588,708千円）となり、145,617千円増加いたしま

した。 

主な要因は、預り建設協力金が54,279千円、上場株式の時価評価差益等の増加により繰延税金負債が60,449千

円、長期預り保証金が25,867千円それぞれ増加したことによるものであります。 

この結果、負債合計で3,882,386千円（前事業年度末3,826,709千円）となり、55,677千円増加いたしました。 

（純資産） 

当事業年度末の純資産合計は、13,285,399千円（前事業年度末12,968,044千円）となり、317,354千円増加いた

しました。主な要因は、利益剰余金が232,271千円、その他有価証券評価差額金が89,469千円増加したことによる

ものであります。 

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。）は前事業年度末に比べ59,859千円減少し、

3,034,705千円となりました。 

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況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） 

当事業年度において、営業活動の結果得られた資金は、1,155,380千円（前年同期比23.5％増）となりました。

主な増加要因は、税引前当期純利益641,411千円、減価償却費636,223千円、売上債権の減少額85,004千円、その他

負債の増加額80,507千円などであり、主な減少要因は、法人税等の支払額295,781千円など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） 

当事業年度において、投資活動の結果支出した資金は、1,105,523千円（前年同期比6.2％増）となりました。

主な増加要因は、有形固定資産の売却よる収入19,393千円などであり、主な減少要因は、有形固定資産の取得によ

る支出1,079,221千円、無形固定資産の取得による支出44,360千円など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） 

当事業年度において、財務活動の結果支出した資金は、109,717千円（前年同期比33.2％増）となりました。減

少要因は、配当金の支払額であります。 

  

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

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）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おります。 

（注２）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。 

（注３）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。 

  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（％） 74.2 75.1 76.9 77.2 77.4 

時価ベースの自己資本比率

（％） 
45.8 29.2 23.9 17.1 19.2 

キャッシュ・フロー対有利子負

債比率（％） 
23.3 24.6 25.8 21.7 26.7 

インタレスト・カバレッジ・レ

シオ（倍） 
193.7 182.9 173.9 206.4 219.1 
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 (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政策の一つとして位置付けており、継続的かつ安定的で適正

な利益配分に取り組んでいくことを基本方針としており、利益配当につきましては、１株当たり年間15円00銭を維

持しつつ、経営環境や業績等を総合的に勘案して決定してまいりたいと考えております。 

当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。 

これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。 

当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき、期末配当は、１株当たり７円50銭を予定しており、既に

実施済みの中間配当金１株当たり７円50銭とあわせまして、当事業年度の年間配当金は、１株当たり15円00銭とな

る予定であります。 

次期の予想配当に関しましては、１株当たり年間15円00銭（中間配当７円50銭、期末配当７円50銭）を予定して

おります。 

内部留保金の使途につきましては、輸送力の更新・強化、事業施設の拡充及び環境問題への対応や今後の事業展

開のために有効投資し、経営基盤の一層の強化に努め、事業拡大を図る方針であります。 

当社は、「取締役会の決議により、毎年９月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に

定めております。  

  

(4）事業等のリスク 

   当社の経営成績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものが想定されます。 

① 取引先との集中度について 

特定の取引先(荷主)に係る集中度につきましては、売上高の10％を超える取引先が３社あります。上位３社

との取引関係は良好かつ安定的に推移しておりますが、当業界における環境の変化、または予期せぬ事象等に

より契約解消となった場合には、当社の業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。 

このリスク管理として、各事業所の特定荷主に特化してきた事業体制を複合化物流システムに切り替え、集

中度の緩和に努めてまいります。 

② Ｍ＆Ａ、資本提携等について 

当社は、既存の事業基盤にシナジー効果が期待できる事業へのＭ＆Ａ（企業の合併・買収）や資本提携を行

う可能性があります。実施に際しては事前の投資分析・精査等十分な検討を行いますが、買収提携後において

予め想定しなかった結果が生じ、事業計画が当初計画どおり進捗せずに当社の業績に影響を及ぼす可能性があ

ります。 

③ 天候の変動について 

当社が輸送している商品には、天候によって出荷量が左右されるものがあります。特に異常気象や天候不順

による冷夏または暖冬等が発生した場合は、各輸送部門において、輸送数量の減少につながるため、当社の業

績に影響を及ぼす可能性があります。 

④ 輸送コストの上昇について 

当社は、貨物自動車運送事業を主体とすることから、事業遂行にあたり燃料の使用が不可欠であります。 

今現在、安定的かつ適正価格で供給を受けており、また、燃料費の上昇を転嫁する取組みを行っておりま

す。しかしながら、世界の石油情勢の変動により大幅に燃料費が高騰した場合は、輸送コストが上昇し、当社

の業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。 

⑤ 重大な事故の発生について 

当社は、大型トレーラー及び特殊車両等により種々の製品の輸送業務を行っており、安全と輸送品質の向上

に努め、徹底した運行管理を実施しております。しかしながら、重大な事故が発生した場合、取引先の信頼及

び社会的信用が低下するとともに、営業停止等の行政処分を受ける可能性があります。これらの事象は、当社

の業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。 

⑥ 法的規制について 

当社の貨物自動車運送事業は、各種の法的規制（貨物自動車運送事業法、貨物利用運送事業法等）を受けて

おります。今後、規制内容の変更・強化が生じた場合にはコストの増加等により、当社の事業展開及び業績に

影響を及ぼす可能性があります。 

⑦ 不動産賃貸事業について 

賃貸施設である自社ビル等自社賃貸施設及び借上転貸施設は、現在、問題なく稼働しておりますが、既存テ

ナントの解約や契約更新がなされない場合、あるいは賃料の減額要請等があった場合、賃料収入が減少し、当

社の業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。 

当社では全ての賃貸施設の稼働を維持し、継続的な収益の確保に努めてまいります。 
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⑧ 貸倒れリスク（信用リスク）について 

売上債権、貸付債権等の貸倒損失に備えるため、適正に貸倒引当金を計上しておりますが、取引先の信用悪

化等により貸倒損失が発生することや、貸倒引当金の追加引当によって業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

当社では不良債権の発生抑止のため、取引先毎に与信管理を徹底するとともに債権回収会議を毎月開催し、

リスク管理に努めております。 

⑨ システム関連について 

当社では、業務運営の効率化や他社との差別化を図るため積極的にＩＴ化を推進しており、主力事業の貨物

自動車運送事業においては、コンピュータによる管理・運営の依存度がますます高まってきております。 

今後、業務上使用するコンピュータシステムや回線に重大な不具合、災害等による障害が発生した場合、そ

の障害の規模によっては業務に支障をきたし、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑩ 個人情報の管理について 

当社は、個人情報保護法により定められた個人情報の漏洩防止のため、「個人情報保護管理規程」及び「電

子計算処理データ保護管理規程」を定め個人情報保護の周知徹底を図っております。しかしながら、情報化社

会における個人情報を取り巻く環境は多様化しており、予期せぬ事態により個人情報が漏洩した場合には、当

社の社会的信用の低下や対応のために発生する費用などにより業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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近の有価証券報告書（平成21年６月25日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状況」か

ら重要な変更がないため開示を省略しております。  

  

(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 

平成19年３月期決算短信（平成19年５月15日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略し

ております。 

 当該決算短信は次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

 http://www.tohbu.co.jp/zaimu.html 

（大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱウェブサイト（「ＪＤＳ」検索ページ）） 

 http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/   

  

(4）会社の対処すべき課題 

今後の景況につきましても、国内経済は緩やかな回復基調にあるものの、貨物自動車運送事業における総物流量は

減少傾向にありますので、同業社間の競争は一層熾烈になるものと思われます。 

このような経営環境下、以下のように取り組んでまいります。 

 ① 企業価値の 大化を図るため、ロジスティクス・イノベーションによる３ＰＬ事業（物流の一括受注）を進めて

おり、現在（仮称）北陸物流センター（富山県）の竣工を目指し事業化を進めておりますので、この事業を遅滞な

く新たな成長の柱として稼働するよう傾注してまいります。 

② 長期的成長と存在感のある企業を目指し、ローコスト・オペレーションの実践で競争力を高めてまいります。 

ａ．大型化（トレーラー化）の推進と活用で生産性の向上と合理化を進め、同時に環境対策も推進してまいりま

す。 

ｂ．新規事業獲得の為、営業開発部を設置するとともに、Ｍ＆Ａも視野に入れ、事業のシナジー効果を高めてまい

ります。 

ｃ．保有資産の有効活用を図り、引続き事業の安定化を追求してまいります。 

ｄ．安全と輸送品質の向上を図るとともに、見た目で解る物流の商品化を目指します。 

  

２．企業集団の状況

３．経営方針
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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 3,394,565 3,444,705

受取手形 46,839 24,878

営業未収入金 1,016,767 953,724

原材料及び貯蔵品 18,719 25,775

前払費用 55,687 56,030

繰延税金資産 51,339 52,445

その他 12,572 22,054

貸倒引当金 △3,538 △3,264

流動資産合計 4,592,953 4,576,349

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※1  4,929,482 ※1  5,701,132

減価償却累計額 △2,610,571 △2,747,956

建物（純額） ※1  2,318,910 ※1  2,953,175

構築物 ※1  737,938 ※1  835,872

減価償却累計額 △544,084 △586,245

構築物（純額） ※1  193,854 ※1  249,626

機械及び装置 288,351 288,895

減価償却累計額 △227,817 △235,226

機械及び装置（純額） 60,534 53,668

車両運搬具 3,839,474 3,687,086

減価償却累計額 △3,354,220 △3,297,543

車両運搬具（純額） 485,254 389,542

工具、器具及び備品 196,640 203,924

減価償却累計額 △132,780 △163,073

工具、器具及び備品（純額） 63,860 40,850

土地 ※1,2  7,032,353 ※1,2  7,314,218

建設仮勘定 461,438 34,920

有形固定資産合計 10,616,206 11,036,003

無形固定資産   

ソフトウエア 165,239 158,064

その他 11,001 10,909

無形固定資産合計 176,241 168,973

投資その他の資産   

投資有価証券 854,095 927,229

関係会社株式 22,102 22,102

長期前払費用 8,186 13,857

長期預金 110,000 －
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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) 

差入保証金 402,970 411,475

その他 12,003 11,799

貸倒引当金 △6 △5

投資その他の資産合計 1,409,351 1,386,458

固定資産合計 12,201,799 12,591,436

資産合計 16,794,753 17,167,785

負債の部   

流動負債   

支払手形 39,868 18,448

営業未払金 594,597 555,357

未払金 45,486 10,741

未払費用 161,782 163,621

未払法人税等 163,673 178,755

未払消費税等 29,411 19,480

前受金 87,482 90,429

預り金 7,374 7,803

賞与引当金 78,463 79,147

役員賞与引当金 23,300 20,500

割賦利益繰延 6,561 3,775

流動負債合計 1,238,000 1,148,060

固定負債   

預り建設協力金 263,655 317,934

繰延税金負債 1,262,671 1,323,121

再評価に係る繰延税金負債 ※2  151,652 ※2  148,692

退職給付引当金 4,495 5,030

役員退職慰労引当金 92,800 76,800

長期前受金 42,666 66,113

長期預り保証金 ※1  770,766 ※1  796,633

固定負債合計 2,588,708 2,734,325

負債合計 3,826,709 3,882,386
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 553,031 553,031

資本剰余金   

資本準備金 527,524 527,524

その他資本剰余金 197 197

資本剰余金合計 527,722 527,722

利益剰余金   

利益準備金 89,411 89,411

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 1,869,474 1,855,638

別途積立金 9,852,160 10,052,160

繰越利益剰余金 618,193 664,300

利益剰余金合計 12,429,239 12,661,510

自己株式 △194,894 △194,894

株主資本合計 13,315,099 13,547,370

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 103,925 193,395

土地再評価差額金 ※2  △450,981 ※2  △455,366

評価・換算差額等合計 △347,055 △261,971

純資産合計 12,968,044 13,285,399

負債純資産合計 16,794,753 17,167,785
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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) 

売上高   

営業収益   

運送収入 6,498,367 6,264,891

不動産賃貸収入 1,003,859 1,027,150

その他の事業収入 91,418 75,853

営業収益合計 7,593,645 7,367,895

商品売上高 2,844,615 2,411,424

売上高合計 10,438,261 9,779,319

売上原価   

営業原価   

運送事業費 6,050,756 5,766,435

不動産賃貸費用 526,767 544,714

その他の事業費用 50,016 41,779

営業原価合計 6,627,541 6,352,929

商品売上原価 2,823,880 2,388,598

売上原価合計 9,451,421 8,741,528

売上総利益 986,839 1,037,791

割賦売上利益調整   

割賦販売未実現利益戻入額 9,546 4,098

割賦販売未実現利益繰入額 4,098 2,388

割賦売上利益調整額 5,447 1,710

差引売上総利益 992,287 1,039,501

販売費及び一般管理費   

役員報酬 63,570 58,260

給料及び手当 105,722 105,830

賞与 12,994 11,966

賞与引当金繰入額 8,307 6,940

役員賞与引当金繰入額 23,300 20,500

退職給付費用 2,747 2,583

役員退職慰労引当金繰入額 10,700 8,100

法定福利費 24,125 23,171

福利厚生費 3,468 3,480

減価償却費 28,616 30,886

租税公課 16,286 18,182

支払手数料 37,183 35,946

その他 51,023 56,521

販売費及び一般管理費合計 388,046 382,367

営業利益 604,240 657,133
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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) 

営業外収益   

受取利息 9,585 3,349

有価証券利息 134 252

受取配当金 24,349 19,685

車両賃貸料 － 10,022

受取割戻金 3,431 2,672

受取事務手数料 ※1  5,818 ※1  5,793

受取保険金 － 6,000

補助金収入 1,687 1,678

その他 8,779 11,580

営業外収益合計 53,787 61,034

営業外費用   

支払利息 4,533 5,273

その他 3 1

営業外費用合計 4,536 5,274

経常利益 653,491 712,893

特別利益   

固定資産売却益 ※2  67 ※2  9,102

貸倒引当金戻入額 164 274

特別利益合計 232 9,376

特別損失   

固定資産売却損 ※3  － ※3  2,623

固定資産除却損 ※4  13,570 ※4  146

投資有価証券評価損 24,131 78,088

減損損失 ※5  16,806 ※5  －

特別損失合計 54,507 80,858

税引前当期純利益 599,215 641,411

法人税、住民税及び事業税 269,721 307,820

法人税等調整額 △13,806 △4,012

法人税等合計 255,914 303,808

当期純利益 343,301 337,602
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１ 営業原価 

(1）運送事業費 

(2）不動産賃貸費用 

売上原価明細書

    
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） 

区分 
注記
番号 

金額（千円）
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

Ⅰ 人件費          1,842,056  30.4        1,910,965  33.1

(うち賞与引当金繰入
額)         (69,536)             (71,597)      

(うち退職給付費用)         (19,756)             (17,824)      

Ⅱ 経費                                      

傭車料    2,555,873              2,163,376            

減価償却費    357,595              476,547            

その他    1,295,230  4,208,700  69.6  1,215,546  3,855,469  66.9

営業原価          6,050,756  100.0        5,766,435  100.0

    
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） 

区分 
注記
番号 

金額（千円）
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

Ⅰ 経費                                      

減価償却費    113,222              127,889            

賃貸用施設借上料    322,105              321,105            

その他    91,440  526,767  100.0  95,719  544,714  100.0

営業原価          526,767  100.0        544,714  100.0
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(3）その他の事業費用 

２ 商品売上原価 

    
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） 

区分 
注記
番号 

金額（千円）
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％）

Ⅰ 人件費          20,411  40.8        16,604  39.7

(うち賞与引当金繰入
額)         (618)             (609)      

(うち退職給付費用)         (203)             (221)      

Ⅱ 経費                                      

減価償却費    817              900            

その他    28,788  29,605  59.2  24,274  25,175  60.3

営業原価          50,016  100.0        41,779  100.0

    
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） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 期首商品棚卸高   － －

Ⅱ 当期商品仕入高    2,823,880  2,388,598

合計    2,823,880  2,388,598

Ⅲ 期末商品棚卸高   － －

商品売上原価    2,823,880  2,388,598

－ 15 －

東部ネットワーク㈱（9036）平成22年3月期決算短信（非連結）



（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 553,031 553,031

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 553,031 553,031

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 527,524 527,524

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 527,524 527,524

その他資本剰余金   

前期末残高 198 197

当期変動額   

自己株式の処分 △0 －

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 197 197

資本剰余金合計   

前期末残高 527,722 527,722

当期変動額   

自己株式の処分 △0 －

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 527,722 527,722

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 89,411 89,411

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 89,411 89,411

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 1,884,214 1,869,474

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △14,740 △13,836

当期変動額合計 △14,740 △13,836

当期末残高 1,869,474 1,855,638

別途積立金   

前期末残高 9,652,160 9,852,160
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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) 

当期変動額   

別途積立金の積立 200,000 200,000

当期変動額合計 200,000 200,000

当期末残高 9,852,160 10,052,160

繰越利益剰余金   

前期末残高 542,441 618,193

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 14,740 13,836

別途積立金の積立 △200,000 △200,000

剰余金の配当 △82,289 △109,717

当期純利益 343,301 337,602

土地再評価差額金の取崩 － 4,385

当期変動額合計 75,752 46,107

当期末残高 618,193 664,300

利益剰余金合計   

前期末残高 12,168,227 12,429,239

当期変動額   

剰余金の配当 △82,289 △109,717

当期純利益 343,301 337,602

土地再評価差額金の取崩 － 4,385

当期変動額合計 261,011 232,271

当期末残高 12,429,239 12,661,510

自己株式   

前期末残高 △194,795 △194,894

当期変動額   

自己株式の取得 △113 －

自己株式の処分 14 －

当期変動額合計 △98 －

当期末残高 △194,894 △194,894

株主資本合計   

前期末残高 13,054,186 13,315,099

当期変動額   

剰余金の配当 △82,289 △109,717

当期純利益 343,301 337,602

自己株式の取得 △113 －

自己株式の処分 14 －

土地再評価差額金の取崩 － 4,385

当期変動額合計 260,912 232,271

当期末残高 13,315,099 13,547,370
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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) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 283,985 103,925

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △180,060 89,469

当期変動額合計 △180,060 89,469

当期末残高 103,925 193,395

土地再評価差額金   

前期末残高 △450,981 △450,981

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － △4,385

当期変動額合計 － △4,385

当期末残高 △450,981 △455,366

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △166,995 △347,055

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △180,060 85,083

当期変動額合計 △180,060 85,083

当期末残高 △347,055 △261,971

純資産合計   

前期末残高 12,887,191 12,968,044

当期変動額   

剰余金の配当 △82,289 △109,717

当期純利益 343,301 337,602

自己株式の取得 △113 －

自己株式の処分 14 －

土地再評価差額金の取崩 － 4,385

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △180,060 85,083

当期変動額合計 80,852 317,354

当期末残高 12,968,044 13,285,399
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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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 599,215 641,411

減価償却費 500,264 636,223

減損損失 16,806 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △15,789 △274

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,664 684

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 2,380 △2,800

退職給付引当金の増減額（△は減少） 372 534

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 10,100 △16,000

受取利息及び受取配当金 △34,070 △23,286

支払利息 4,533 5,273

固定資産売却損益（△は益） △67 △6,478

固定資産除却損 1,175 146

投資有価証券評価損益（△は益） 24,131 78,088

売上債権の増減額（△は増加） △15,358 85,004

仕入債務の増減額（△は減少） △53,400 △60,659

預り保証金の増減額（△は減少） 8,377 25,867

未払消費税等の増減額（△は減少） △13,956 12,004

その他の資産の増減額（△は増加） 46,558 △23,411

その他の負債の増減額（△は減少） 41,155 80,507

小計 1,124,094 1,432,834

利息及び配当金の受取額 34,045 23,601

利息の支払額 △4,533 △5,273

法人税等の支払額 △217,892 △295,781

営業活動によるキャッシュ・フロー 935,714 1,155,380

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 △10,000 △400,000

定期預金の払戻による収入 100,000 400,000

有形固定資産の取得による支出 △934,028 △1,079,221

有形固定資産の売却による収入 1,355 19,393

無形固定資産の取得による支出 △133,382 △44,360

投資有価証券の取得による支出 △65,126 △1,356

貸付けによる支出 △4,314 △3,520

貸付金の回収による収入 4,292 3,543

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,041,204 △1,105,523

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △113 －

自己株式の売却による収入 14 －

配当金の支払額 △82,289 △109,717

財務活動によるキャッシュ・フロー △82,388 △109,717
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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) 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △187,878 △59,859

現金及び現金同等物の期首残高 3,282,444 3,094,565

現金及び現金同等物の期末残高 ※  3,094,565 ※  3,034,705
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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

重要な会計方針

項目 
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．有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1）満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法）を採用してお

ります。  

(2）子会社株式 

 移動平均法による原価法を採用して

おります。 

(1）満期保有目的の債券 

同左 

  

(2）子会社株式 

同左 

  (3）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）を採用しております。 

(3）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を採用し

ております。 

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 

原材料及び貯蔵品 

終仕入原価法による原価法（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）を採用しており

ます。  

（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。  

原材料及び貯蔵品  

同左  

  

  

  

────── 

  

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（附属設備を除

く）については定額法）を採用してお

ります。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

建物    ６～50年 

車両運搬具 ２～６年 

(1）有形固定資産 

同左 

  (2）無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

 なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法を採用してお

ります。 

(2）無形固定資産 

同左 

  (3）長期前払費用 

 均等償却を行っております。 

(3）長期前払費用 

同左 
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項目 
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） 

４．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、将来の賞与支給見込額

の当事業年度負担額を計上しておりま

す。 

(2）賞与引当金 

同左 

  (3）役員賞与引当金 

役員賞与の支出に備えて、当事業年

度における支給見込額に基づき計上し

ております。 

(3）役員賞与引当金 

同左 

  (4）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に基

づき、当事業年度末において発生して

いると認められる額を計上しておりま

す。 

(4）退職給付引当金 

同左  

  (5）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上

しております。 

(5）役員退職慰労引当金 

同左 

５．収益及び費用の計上基準  割賦販売品の売上高及び売上原価の計

上は、他の販売品と同様引渡基準によっ

ておりますが、その販売利益の実現につ

いては割賦金の回収期限到来の日を以

て、計上しております。 

同左 

６．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。 

同左 

７．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項 

 消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理は、

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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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） 

（キャッシュ・フロー計算書） 

前事業年度まで営業活動によるキャッシュ・フローで

区分掲記しておりました「固定資産売却損」「固定資産

売却益」は、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導入に伴い財務

諸表の比較可能性を向上するため、当事業年度より「固

定資産売却損益（△は益）」に含めて表示しておりま

す。 

なお、「固定資産売却損益（△は益）」に含まれてい

る当事業年度の「固定資産売却損」「固定資産売却益」

は、それぞれ－千円、△67千円、前事業年度の「固定資

産売却損」「固定資産売却益」は、それぞれ23,912千

円、△2,234千円であります。 

────── 

  

注記事項

（貸借対照表関係）

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） 

※１．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 

※１．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 

建物     54,003千円

構築物       5,655 

土地  347,150 

計  406,810

建物      千円50,498

構築物         5,308

土地    347,150

計  402,957

(ロ）上記に対応する債務 (ロ）上記に対応する債務 

長期預り保証金     188,641千円 長期預り保証金      千円188,641

※２．「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31

日公布法律第34号）及び「土地の再評価に関する法

律の一部を改正する法律」（平成11年３月31日公布

法律第24号、平成13年３月31日公布法律第19号）に

基づき、事業用の土地の再評価を行っております。 

なお、税効果会計考慮後の再評価差額は、「土地

再評価差額金」として純資産の部に計上しておりま

す。 

再評価の方法 

「土地再評価に関する法律施行令」（平成10年

３月31日公布政令第119号）第２条第３号に定め

る固定資産税評価額に合理的な調整を行って算出

しております。 

※２．「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31

日公布法律第34号）及び「土地の再評価に関する法

律の一部を改正する法律」（平成11年３月31日公布

法律第24号、平成13年３月31日公布法律第19号）に

基づき、事業用の土地の再評価を行っております。 

なお、税効果会計考慮後の再評価差額は、「土地

再評価差額金」として純資産の部に計上しておりま

す。 

再評価の方法 

「土地再評価に関する法律施行令」（平成10年

３月31日公布政令第119号）第２条第３号に定め

る固定資産税評価額に合理的な調整を行って算出

しております。 

・再評価を行った年月日  平成14年３月31日 

・再評価前の帳簿価額         6,162,331千円 

・再評価後の帳簿価額      5,863,003千円 

・再評価を行った年月日 平成14年３月31日

・再評価前の帳簿価額 千円6,161,290

・再評価後の帳簿価額 千円5,854,616

土地の再評価に関する法律第10条に定める再評

価を行った事業用の土地の当事業年度末における

時価の合計額が、当該事業用土地の再評価後の帳

簿価額の合計額を下回る金額は1,504,924千円で

あります。 

土地の再評価に関する法律第10条に定める再評

価を行った事業用の土地の当事業年度末における

時価の合計額が、当該事業用土地の再評価後の帳

簿価額の合計額を下回る金額は 千円で

あります。 

1,753,288
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（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係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係るものが次のとおり含まれ

ております。 

受取事務手数料       4,800千円 受取事務手数料 千円 4,800

※２．固定資産売却益は、車両運搬具67千円でありま

す。 

※２．固定資産売却益は、車両運搬具 千円でありま

す。 

9,102

※３．               ────── ※３．固定資産売却損は、車両運搬具2,413千円、土地

209千円であります。                 

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

建物        419千円 

構築物         106 

機械及び装置         492 

工具、器具及び備品         156 

撤去費用      12,394 

計      13,570

建物         53千円 

構築物           1 

機械及び装置          63 

工具、器具及び備品          28 

計         146

※５．減損損失 

当事業年度において、当社は以下の資産について

減損損失を計上しております。 

キャッシュ・フローを生み出す 小単位として、

管理会計上の事業所単位を基本に資産のグルーピン

グを行っており、遊休資産については、個別資産ご

とにグルーピングを行っております。 

当社は、保有資産の有効活用及び資産効率の向上

の一環として、営業所用地に海老名施設（福祉施

設）、西宮施設（店舗）を新設し、不動産賃貸物件

へ用途変更することを決定いたしました。 

この用途変更に伴い、不要となる当該資産の帳簿

価額を全額減額し、減損損失として特別損失に計上

しております。 

なお、減損損失の内訳は、建物14,166千円、構築

物2,241千円、機械及び装置332千円、工具、器具及

び備品66千円であります。  

場所 用途 種類 金額(千円)

神奈川県

海老名市 

海老名営業

所 

建物、構築物、

機械及び装置等 
7,878 

兵庫県西

宮市 

西宮営業所 建物 
8,928 

  合計 16,806 

※５．        ────── 
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前事業年度（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）1. 普通株式の自己株式の株式数の増加0千株は、単元未満株式の買取りによる増加0千株であります。 

 2. 普通株式の自己株式の株式数の減少0千株は、単元未満株式の売渡しによる減少0千株であります。 

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 

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末株式
数（千株） 

当事業年度増加株
式数（千株） 

当事業年度減少株
式数（千株） 

当事業年度末株式
数（千株） 

発行済株式         

普通株式  5,749  －  －  5,749

合計  5,749  －  －  5,749

自己株式         

普通株式（注）1,2  262  0  0  263

合計  262  0  0  263

  
（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  41,145  7.50 平成20年３月31日 平成20年６月27日 

平成20年10月30日 

取締役会 
普通株式  41,144  7.50 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
（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25日 

定時株主総会 
普通株式  68,573 利益剰余金  12.50 平成21年３月31日 平成21年６月26日
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当事業年度（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 

  

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(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 

  
前事業年度末株式
数（千株） 

当事業年度増加株
式数（千株） 

当事業年度減少株
式数（千株） 

当事業年度末株式
数（千株） 

発行済株式         

普通株式  5,749  －  －  5,749

合計  5,749  －  －  5,749

自己株式         

普通株式  263  －  －  263

合計  263  －  －  263

  
（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25日 

定時株主総会 
普通株式  68,573  12.50 平成21年３月31日 平成21年６月26日 

平成21年11月４日 

取締役会 
普通株式  41,144  7.50 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
（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  41,144 利益剰余金  7.50 平成22年３月31日 平成22年６月30日
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当事業年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

１．金融商品の状況に関する事項 

（1）金融商品に対する取組方針  

当社は設備投資計画に照らして、必要な資金は全額自己資金により充当しており、借入による資金調達は行

っておりませんが、借入が必要となる場合には、主に銀行借入による方針となっております。 

また、一時的な余資は主に流動性の高い金融資産で運用し、投機的な金融商品取引は行わない方針でありま

す。  

（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制  

営業債権である営業未収入金は、取引先の信用リスクに晒されています。 

当該リスクに関しては、当社の営業管理規程に従い、取引先ごとの期日管理、残高管理及び与信限度額管理

を行っております。また、各部署の管理責任者で構成された債権回収会議を毎月1回開催し、取引先ごとの回

収状況及び与信状況を把握する体制により、保有債権の早期回収を図るとともに、不良債権の発生を未然に防

止する対策を講じております。 

投資有価証券は満期保有目的の債券及び業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格に晒されていま

すが、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。 

預り建設協力金及び長期預り保証金は、不動産の賃貸借契約に際し、賃借人より保証金として受領する預り

金であります。  

営業債務である営業未払金は、そのほとんどが３ヶ月以内の支払期日であります。 

また、営業債務、預り建設協力金、長期預り保証金は、流動性リスクに晒されていますが、当社では各部署

からの報告に基づき資金収支予算表を作成するとともに、経理部が当座預金等日別残高表を作成・更新するな

どにより、必要な手許流動性預金の管理をしております。  

（3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明  

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含

まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によっ

た場合、当該価額が異なることもあります。  

（4）信用リスクの集中  

当事業年度の決算日現在における営業債権のうち39.5％は特定の大口顧客に対するものであります。  

（キャッシュ・フロー計算書関係）

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） 

※ 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 

（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     3,394,565千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金 
 △300,000

現金及び現金同等物     3,094,565 

現金及び預金勘定      千円3,444,705

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金 
 △410,000

現金及び現金同等物       3,034,705

（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） 

────── 

  

オペレーティング・リース取引（貸主側） 

 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 千円78,156

１年超 千円1,292,832

合計 千円1,370,988

（金融商品関係）
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２．金融商品の時価等に関する事項 

 平成22年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。な

お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）２．参照）。 

  

（注）１．金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項 

資 産 

(1）現金及び預金、(2）営業未収入金 

 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお

ります。 

(3）投資有価証券 

 これらの時価について、株式及び債券は取引所の価格又は取引金融機関等から提示された価格によって

おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照

下さい。  

負 債 

(1）営業未払金 

 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお

ります。 

(2）預り建設協力金、(3）長期預り保証金 

これらの時価は、返還期間ごとに区分した債務ごとに、信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価

値により算定しております。 

  

（注）２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 
  

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「（3）投

資有価証券」には含めておりません。 

  

  
貸借対照表計上額 

（千円） 
時価（千円） 差額（千円） 

(1）現金及び預金  3,444,705  3,444,705  －

(2）営業未収入金  953,724  953,724  －

(3）投資有価証券    

① 満期保有目的の債券  20,000    20,196    196

② その他有価証券  877,189    877,189    －

 資産計  5,295,619  5,295,816  196

(1）営業未払金  555,357  555,357  －

(2）預り建設協力金  317,934  318,328  393

(3）長期預り保証金  796,633  755,124  △41,508

負債計  1,669,926  1,628,811  △41,115

区分  貸借対照表計上額（千円） 

非上場株式 52,142 
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（注）３．金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 
  

  

（注）４．預り建設協力金の決算日後の返済予定額 
  

  

（追加情報） 

当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年３月10日）及び「金融商品の時価

等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年３月10日）を適用しております。 

  
１年以内  

（千円） 

１年超 

５年以内  

（千円） 

５年超 

10年以内 

（千円） 

10年超  

（千円） 

現金及び預金 3,444,705 － － － 

営業未収入金 953,724 － － － 

投資有価証券         

 満期保有目的の債券        

社債 － 20,000 － － 

合計 4,398,430 20,000 － － 

  
１年以内  

（千円） 

１年超 

５年以内  

（千円） 

５年超 

10年以内 

（千円） 

10年超  

（千円） 

預り建設協力金 21,407 90,166 123,670 82,688 
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前事業年度（平成21年３月31日）  

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

（注）当事業年度において、その他有価証券で時価のある株式について24,131千円減損処理を行っており、取得原価

には減損処理後の金額を記載しております。 

なお、減損処理にあたっては、時価のある株式については、期末における時価が取得原価に比べて50％以上下

落した場合には全て減損処理を行い、30％以上50％未満下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を

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。 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

４．満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

  

（有価証券関係）

  種類 貸借対照表計上額 
（千円） 

時価（千円） 差額（千円）

時価が貸借対照表

計上額を超えるも

の 

社債  －  －  －

小計  －  －  －

時価が貸借対照表

計上額を超えない

もの 

社債  20,000  19,732  △267

小計  20,000  19,732  △267

合計  20,000  19,732  △267

  種類 取得原価（千円） 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 

株式  398,615  573,655  175,039

小計  398,615  573,655  175,039

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

ないもの 

株式  31,359  30,400  △959

小計  31,359  30,400  △959

合計  429,975  604,055  174,080

  貸借対照表計上額（千円） 

(1）子会社株式  22,102

(2）その他有価証券   

非上場株式  230,040

  
１年以内
（千円） 

１年超５年以内
（千円） 

５年超10年以内 
（千円） 

10年超
（千円） 

債券         

   社債  －  20,000  －  －

合計  －  20,000  －  －
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 当事業年度（平成22年３月31日）  

１．満期保有目的の債券 

  

２．子会社株式  

子会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式22,102千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困

難と認められることから、記載しておりません。 

  

３．その他有価証券  

（注）1．非上場株式（貸借対照表計上額 30,040千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極め

て困難と認められることから、記載しておりません。  

2．当事業年度において、その他有価証券の株式について78,088千円減損処理を行っており、取得原価には減

損処理後の金額を記載しております。 

なお、減損処理にあたっては、時価のある株式については、期末における時価が取得原価に比べて50％以

上下落した場合には全て減損処理を行い、30％以上50％未満下落した場合には、当該金額の重要性、回復可

能性等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。 

  

前事業年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

 当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので該当事項はありません。 

当事業年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

 当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので該当事項はありません。 

  種類 貸借対照表計上額 
（千円） 

時価（千円） 差額（千円）

時価が貸借対照表

計上額を超えるも

の 

社債  20,000  20,196  196

小計  20,000  20,196  196

時価が貸借対照表

計上額を超えない

もの 

社債  －  －  －

小計    －  －  －

合計  20,000  20,196  196

  種類 貸借対照表計上額 
（千円） 

取得原価（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 

株式  700,038  371,497  328,541

小計  700,038  371,497  328,541

貸借対照表計上額が

取得原価を超えない

もの 

株式  177,151  181,746  △4,595

小計  177,151  181,746  △4,595

合計  877,189  553,243  323,945

（デリバティブ取引関係）
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 前事業年度（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。 

 当事業年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

 該当事項はありません。 

（退職給付関係）

  
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） 

１．採用している退職給付制度の概要  当社は、確定拠出型の制度として

確定拠出年金制度と確定給付型の制

度として退職差額一時金制度を導入

しております。 

 なお、当社は退職給付債務の算定

にあたり、簡便法を採用しておりま

す。 

同左 

２．退職給付債務に関する事項 

(1）退職給付債務 

(2）年金資産 

(3）退職給付引当金(1)＋(2) 

  

   △4,495千円

   －

   △4,495

  

    千円△5,030

   －

   △5,030

３．退職給付費用に関する事項     

退職給付費用 

勤務費用等 

確定拠出年金掛金 

千円22,708

 7,050

 15,657

千円20,629

 4,239

  16,389

（ストック・オプション等関係）
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（税効果会計関係）

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） 

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 

（千円）  （千円） 

繰延税金資産  

貸倒引当金 1,428

賞与引当金 31,620

退職給付引当金 1,811

役員退職慰労引当金 37,398

未払事業税 13,022

未払事業所税 303

一括償却資産 685

投資有価証券評価損 22,024

土地再評価差額金 967,576

その他 25,372

繰延税金資産小計 1,101,245

評価性引当額 △273,491

繰延税金資産計 827,754

繰延税金負債 

固定資産圧縮積立金 △1,261,973

その他有価証券評価差額金 △70,154

土地再評価差額金 △846,947

その他 △11,663

繰延税金負債計 △2,190,738

繰延税金資産（負債）の純額 △1,362,984

繰延税金資産  

貸倒引当金 1,317

賞与引当金 31,896

退職給付引当金 2,027

役員退職慰労引当金 30,950

未払事業税 14,195

未払事業所税 306

一括償却資産 693

投資有価証券評価損 50,318

土地再評価差額金 967,576

その他 27,584

繰延税金資産小計 1,126,866

評価性引当額 △305,726

繰延税金資産計 821,140

繰延税金負債 

固定資産圧縮積立金 △1,252,633

その他有価証券評価差額金 △130,550

土地再評価差額金 △843,987

その他 △13,338

繰延税金負債計 △2,240,508

繰延税金資産（負債）の純額 △1,419,368

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 

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 40.3％

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない

項目 
2.2 

受取配当金等永久に益金に算入され

ない項目 
△0.8 

住民税均等割額 0.7 

その他 0.3 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 42.7 

法定実効税率 ％40.3

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない

項目 
 1.9

受取配当金等永久に益金に算入され

ない項目 
 △0.6

住民税均等割額  0.7

投資有価証券評価損否認額  4.9

その他  0.2

税効果会計適用後の法人税等の負担率  47.4
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前事業年度（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。 

当事業年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

 該当事項はありません。 

前事業年度（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。 

当事業年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

 該当事項はありません。  

当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

当社では、神奈川県及びその他の地域において、賃貸収益を得ることを目的として賃貸オフィスビルや物流センター

等の各種賃貸商業施設を所有しております。 

これら賃貸等不動産の貸借対照表計上額、当事業年度増減額及び時価は、次のとおりであります。 

（単位：千円）

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

２．当事業年度増減額のうち、主な増加額は海老名施設の建設工事（684,908千円）であり、減少額は土地の一部

無償提供等（7,364千円）、減価償却費（123,404千円）であります。 

３．当事業年度末の時価は、主要な物件については社外の不動産鑑定士による「不動産鑑定評価基準」に基づく

金額（指標等を用いて自社で調整を行ったものを含む。）、その他の物件については「不動産鑑定評価基

準」に定める手法を一部省略した評価に基づき算定した金額であります。 

  

また、賃貸等不動産に関する平成22年３月期における損益は、次のとおりであります。 

（単位：千円） 

(注) １．不動産賃貸収入及び不動産賃貸費用（施設管理費、減価償却費、租税公課等）は、それぞれ「営業収益」及

び「営業原価」に計上されております。  

２．その他損益は、土地の無償提供及び売却損であり「販売費及び一般管理費」、「特別損失」に計上されてお

ります。  

  

（追加情報） 

当事業年度より、「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。  

（持分法損益等）

（企業結合等関係）

（賃貸等不動産関係）

貸借対照表計上額 
当事業年度末の時価  

 前事業年度末残高  当事業年度増減額  当事業年度末残高 

 6,220,917 555,989 6,776,907 6,179,784

損益計算書における金額 

 不動産賃貸収入  不動産賃貸費用  差額  その他損益 

 631,267 219,072 412,195 △6,695
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前事業年度（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）を適用

しております。 

なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。 

  

関連当事者との取引 

財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等  

（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。 

    ２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

      当社の従業員の平均賃金等を基準として決定しております。 

  

当事業年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

関連当事者との取引 

（1）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等  

（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。 

    ２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

      当社の従業員の平均賃金等を基準として決定しております。 

  

（2）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．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。  

２．中村亘宏氏は、当社の代表取締役社長経験者であり、長年の経営経験や知識等を基に現経営陣に対し、助言

等を行ってもらうことを主な目的として相談役を委嘱しております。 

なお、相談役報酬については、取締役会において決定しております。  

（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 
（千円） 

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 
（千円） 科目 期末残高

（千円） 

子会社 
相模新栄運

送㈱ 

神奈川県 

相模原市 
 10,000
貨物自動車

運送事業 

（所有） 

直接100.0

運送の委託 

役員の兼任 

事務業務の

受託 
 4,800 － －

種類 会社等の名
称又は氏名 所在地

資本金又は
出資金 
（千円） 

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 
（千円） 科目 期末残高

（千円） 

子会社 
相模新栄運

送㈱ 

神奈川県 

相模原市 
 10,000
貨物自動車

運送事業 

（所有） 

直接100.0

運送の委託 

役員の兼任 

事務業務の

受託 
 4,800 － －

種類 会社等の名
称又は氏名 所在地

資本金又は
出資金 
（千円） 

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 
（千円） 科目 期末残高

（千円） 

個人主要

株主  
中村 亘宏 － － 当社相談役

（被所有）

直接25.8 
－  

相談役報酬

の支払  
 12,800

未払金 

未払費用 
6,900

3,900
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 （注） １株当たり当期純利益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。 

(1）役員の異動 

該当事項はありません。 

  

（１株当たり情報）

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株当たり純資産額        2,363円90銭 

１株当たり当期純利益金額        62円58銭 

１株当たり純資産額 円 銭 2,421 75

１株当たり当期純利益金額 円 銭 61 54

 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。 

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) 

当期純利益（千円）  343,301  337,602

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（千円）  343,301  337,602

期中平均株式数（株）  5,485,922  5,485,869

（重要な後発事象）

５．その他
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 (2）営業実績  

① 輸送トン数及び売上高  

（注）１．貨物利用運送による輸送トン数は上表には含めておりません。 

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３．バルク輸送とは、荷物を包装や箱詰めすることなく、タンクにばら積みの状態で運ぶ輸送方法でありま

す。 

４．貨物自動車運送事業のうち、運送委託の実績は次のとおりであります。   

 （注）１．委託比率は売上高＜貨物自動車運送事業＞に対する運送委託費の割合であります。 

２．主要な運送委託先は、山村倉庫株式会社、相栄産業株式会社等であります。 

３．傭車料には、消費税等は含まれておりません。 

  

② 主要顧客別売上高  

（注）１．相手先別売上高の大幅な変動につきましては、平成21年１月より、コカ・コーラナショナルビバレッジ株

式会社の統括から製造・物流業務をボトラー各社へ移管されたことによるものであります。 

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。  

事業区分 

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） 

輸送トン数
（千トン） 

売上高（千円）
輸送トン数 
（千トン） 

売上高（千円）

貨物自動車運送事業  

バルク輸送部門（注）３  1,359  1,606,870  1,117  1,223,781

清涼飲料、びん・容器輸

送部門 
 1,217  4,789,322  1,521  4,955,304

その他輸送部門  －  102,175  －  85,806

小計  2,577  6,498,367  2,638  6,264,891

商品販売事業  －  2,844,615  －  2,411,424

不動産賃貸事業  －  1,003,859  －  1,027,150

その他事業  

自動車整備部門等  －  91,418  －  75,853

合計  2,577  10,438,261  2,638  9,779,319

区分 

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） 

金額（千円） 委託比率(％) 金額（千円） 委託比率(％)

傭車料  2,555,873  39.3  2,163,376  34.5

相手先 

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） 

売上高（千円）
総売上高に対する
割合(％) 

売上高（千円） 
総売上高に対する
割合(％) 

コカ・コーライーストジャパン

プロダクツ株式会社 
 300,731  2.9  1,709,928  17.5

セントラルジャパンロジスティ

ックス株式会社 
 625,016  6.0  1,480,408  15.1

山村倉庫株式会社  1,446,480  13.9  1,332,905  13.6

株式会社グンサン  1,101,184  10.5  364,615  3.7

コカ・コーラナショナルビバレ

ッジ株式会社  
 2,202,976  21.1  －  －
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