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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）

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 237,715 △2.2 12,524 52.4 12,732 57.4 7,543 73.1
21年3月期 243,022 △4.3 8,217 41.1 8,087 22.5 4,356 △10.6

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 29.60 ― 4.5 3.6 5.3
21年3月期 17.00 ― 2.6 2.3 3.4

（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 368,887 174,140 46.3 670.36
21年3月期 334,637 165,173 49.3 647.19

（参考） 自己資本   22年3月期  170,825百万円 21年3月期  164,932百万円

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 18,764 △6,382 △4,173 29,360
21年3月期 15,260 △10,553 △11,510 21,151

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 ― 3.50 ― 4.50 8.00 2,042 47.1 1.2
22年3月期 ― 4.00 ― 4.00 8.00 2,038 27.0 1.2
23年3月期 

（予想） ― 4.00 ― 4.00 8.00 30.9

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）

 

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 
連結累計期間

126,500 15.7 5,300 △7.8 5,700 △2.6 4,000 16.1 15.70

通期 256,700 8.0 11,000 △12.2 11,200 △12.0 6,600 △12.5 25.90
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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） 

(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、39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 278,851,815株 21年3月期 278,851,815株
② 期末自己株式数 22年3月期  24,026,152株 21年3月期  24,009,222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）

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 214,010 △7.6 8,759 44.4 8,897 52.1 5,762 73.3
21年3月期 231,686 △4.1 6,064 35.7 5,849 12.6 3,325 △15.9

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年3月期 22.61 ―
21年3月期 12.97 ―

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 334,999 157,666 47.1 618.72
21年3月期 321,980 153,556 47.7 602.55

（参考） 自己資本 22年3月期  157,666百万円 21年3月期  153,556百万円

※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見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、３ページ「１．経営成績（1）経営成績に関する分析」をご覧下さい。 
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・当期の経営成績 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、低迷を続けてきた景気も、内外の在庫調整の進展等を背景に

緩やかな回復基調を辿ってまいりましたが、民間設備投資や雇用情勢は依然として厳しく、円高、デフ

レ懸念などの不安材料も漂い、本格的な回復には至らないまま推移してまいりました。 

 貨物自動車運送業界におきましては、国内貨物輸送量が年々減少するなかで、企業の物流合理化への

取り組みや情報システムを駆使したロジスティクスの進展は、輸送形態の変化や貨物量自体の減少をも

たらす要因となってまいりました。そうしたなか、運送事業者の増加基調に頭打ちの傾向が見られます

ものの、貨物取扱量の減少を受け、同業者間競争は一段と熾烈さを増してまいりました。さらに、安全

や環境など事業者に求められる社会的責任はますます厳しさを増し、運輸安全マネジメントへの対応や

環境対策などコスト負担要因は増大の一途を辿り、厳しい経営環境を強いられてまいりました。 

 このような状況のもと当社グループは、昨年２月に本年度から３か年に亘る中期経営計画

「Challenge, Change 2011」を策定いたしましたが、初年度に当たり、そのコンセプトの実現に向けた

事業展開に努めてまいりました。なかでも企業間物流におきましては、国内輸送ネットワークの効果を

大限に生かすため、引き続き運行幹線部門の整備に努め、国内航空貨物事業の見直しを絡めて、拠点

間輸送の効率化を図るとともに、適正運賃の収受にも取り組み、不採算荷物の峻別を行ってまいりまし

た。なお、10月から新たに王子運送グループを子会社に加え、北関東地区を中心とした営業基盤の強化

を図り、事業全般にわたり幅広い連携効果を模索してまいりました。 

 以上の結果、当連結会計年度の売上高は2,377億15百万円（前期比2.2％減）となりましたが外注費の

大幅な削減もあり営業利益は125億24百万円（前期比52.4％増）、経常利益は127億32百万円（前期比

57.4％増）となり、当期純利益は75億43百万円（前期比73.1％増）となりました。 

 これらを事業別に見た事業の概要は次のとおりであります。 

[運送事業] 

 運送事業におきましては、同業者間競争が激しさを増すなかで、運賃収受率の向上を図るため、適正

な重量・容積の収受の基本方針を堅持し、あわせて、長距離輸送、重厚長大荷物を中心に不採算荷物の

見直しに取り組んでまいりました。また、王子運送グループにつきましては、北関東から南東北地域に

かけての主要拠点を有効活用することにより、営業基盤の強化を図ってまいりました。さらに、本年１

月、いばらき筑西支店（茨城県）を開設し、北関東地域におけるネットワークの整備に努めてまいりま

した。一方、輸送サービスの向上につきましては、重点項目の一つとして経営計画にも掲げており、特

に600㎞圏内翌日午前中、900㎞圏内翌日中の配達率を重要な品質指標と捉え、幹線輸送における車両の

効率的な運行や積載効率の改善を目処に業務の見直しを図り、あわせて大幅なコスト削減を図ってまい

りました。 

 以上の結果、売上高は2,143億75百万円（前期比3.0％減）、営業利益は123億24百万円（前期比

72.0％増）となりました。 

[流通加工事業] 

 流通加工事業におきましては、昨年４月、東京浦安流通センター（千葉県）を開設し、３ＰＬ（サー

ドパーティーロジスティクス）事業を主体とする営業展開を強化するとともに、９月にはイオン川崎Ｒ

ＤＣ（神奈川県）を開設し、関東、沖縄、広島に続く専用施設としてロジスティクス事業の拡充に努め

てまいりました。あわせて、各流通センターの稼働率及び庫内作業の見直しを行うなどコストの抑制を

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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行い、収支構造の改善を図ってまいりました。国際物流につきましては、全国に有する通関拠点と国内

輸送ネットワーク網を組み合わせた国際複合一貫輸送体制の活用を通して、減少する国内貨物輸送量を

補完する事業分野として強化してまいりました。なかでも中国からの輸入業務の拡大に努め、通関後の

リードタイムの短縮を図るなど国際物流とロジスティクスの融合、あわせて迅速な国内輸送体制の構築

に取り組んでまいりました。 

 以上の結果、売上高は126億69百万円（前期比6.9％増）、営業利益は12億56百万円（前期比7.2％

増）となりました。 

[その他の事業] 

 その他の事業におきましては、王子運送グループとの統合による賃貸施設の大幅な増床効果が寄与い

たしましたが、消費の低迷から商品販売等は低調に推移いたしました。 

 以上の結果、売上高は106億70百万円（前期比5.0％増）、営業利益は20億２百万円（前期比0.0％

増）となりました。 

・次期の見通し 

今後の景気の見通しにつきましては、厳しい雇用情勢などの不安要素から個人消費の本格的な回復は

見込めず、先行き不透明感を払拭できないまま推移することが予想されます。 

 貨物自動車運送業界におきましては、景気の影響から国内貨物輸送量の回復は見込めず、引き続き荷

物獲得を巡る同業者間競争の激化が想定され、不安定な燃料価格の動向や安全対策、環境問題への取組

みに加えて、労働基準法の一部改正法が施行され、時間外労働の割増賃金率が引き上げられるなどのコ

スト高要因により厳しい経営環境が予想されます。 

 こうしたなか当社グループは、中期経営計画の２年目を迎えることとなり、経営計画のコンセプト

「すべてのお客様のご期待にお応えします。」の実現を目指した事業展開に努めてまいります。 

 取り分け、無秩序な同業者間競争とは明確に一線を画し、営業の基本方針である高度な輸送サービス

の提供を通してお客様の信頼にお応えすることに重点を置き、営業活動を展開してまいります。 

 また、「安全、安心」をお客様にお届けするため、物流事業者として交通安全、環境問題などの社会

的責任の遂行に積極的に取り組み、経営計画にも掲げております「持続可能な成長」の実現に向けて努

力してまいります。 

 次期（平成23年３月期）の業績見通しにつきましては、連結売上高2,567億円、連結営業利益1,100億

円、連結当期純利益66億円を見込んでおります。 
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①資産、負債及び純資産の状況 

（イ）資産 

資産につきましては、主に現金及び預金が増加したことにより流動資産が160億63百万円増加したこ

とや、土地及び投資有価証券の増加により固定資産が181億87百万円増加したことにより、総資産は前

連結会計年度末に比べて10.2％増加し3,688億87百万円となりました。 

（ロ）負債 

負債につきましては、主に1年内返済予定の長期借入金が増加したことにより流動負債が132億43百万

円増加したことや、長期借入金の増加及び長期リース債務の発生により固定負債が120億40百万円増加

したことにより、負債は前連結会計年度末に比べて14.9％増加し1,947億47百万円となりました。 

（ハ）純資産 

純資産につきましては、主に利益剰余金が増加したことにより株主資本が53億70百万円増加したこと

や、少数株主持分が30億73百万円増加したことにより、純資産は前連結会計年度末に比べて5.4％増加

し1,741億40百万円となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末より82億

9百万円増加し293億60百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

主に売上債権が増加した反面、税金等調整前当期純利益及び仕入債務が増加したことにより187億64

百万円の資金の増加となり、前期比35億4百万円（前期比23.0％増）の資金の増加となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

主に有形固定資産の取得による支出が減少したことにより63億82百万円の資金の減少となり、前期比

41億70百万円（前期比39.5％増）の資金の増加となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

主に社債の償還による支出は増加したものの、セール・アンド・リースバックによる収入の発生によ

り41億73百万円の資金の減少となり、前期比73億36百万円（前期比63.7％増）の資金の増加となりまし

た。 

(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・ガバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

(2) 財政状態に関する分析

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 47.1 47.5 47.6 49.3 46.3

時価ベースの自己資本比率 35.1 34.1 26.9 27.6 32.3

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

1,046.3 692.9 1,024.7 571.4 514.9

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

14.1 17.9 11.0 19.3 26.0
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（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。 

（注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おります。 

（注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。 

（注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。 

  

当社は、利益配分に関しましては、長期的な観点に立って株主資本利益率の向上を図るとともに、将

来の事業展開に向けた経営体質の強化にも意を用いつつ、株主資本配当率の向上と安定した配当の維持

を 重要施策と位置付けております。内部留保につきましては、物流拠点の拡充整備や情報システム及

び環境保全部門等への投資資金に充当し、経営基盤の一層の強化を図るとともに、自己株式の取得など

により株主の皆様への還元にも努めてまいります。 

 なお、当期の期末配当金につきましては、中間配当と同様１株当たり４円の予定であります。 

 次期につきましては業績の動向等を鑑み決定いたしますが、基本方針に基づき、年間配当金は当期と

同額を予定しております。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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当社グループの主として営む貨物自動車運送業界は、規制緩和により事業者数は増加し、激しい

過当競争に晒されております。特に当社グループが主力とする商業荷物の輸送につきましては、同

業者も多く、景気動向にも左右され も厳しい市場であります。それゆえに、ネットワークの拡

充・整備は輸送サービスの向上の面から極めて重要であり、ドライバー等スタッフの増強とともに

不可欠であるといえます。しかしながら、これらはコストの増加要因でもあり、業績に影響を及ぼ

すこととなります。 

当社グループは、主として貨物自動車運送事業法及び貨物利用運送事業法に基づき事業を営んで

おり、法令遵守につきましては、 優先課題として全力で取り組んでおります。しかしながら、重

大な車両事故等により一部業務に法的規制等が課される可能性があります。また、道路交通法等が

改正され、輸送コスト高要因となることも予想されます。さらに、排気ガス規制等環境条例の強化

による車両等の設備投資によりコスト高となり、業績に影響を及ぼすこととなります。 

当社グループの営む貨物自動車運送事業におきましては、重大な車両・荷物に係る事故が発生し

訴訟事件となる可能性があります。その場合、損害賠償額によっては業績に影響を及ぼすこととな

ります。なお、平成22年３月31日現在業績に影響を及ぼす訴訟はありません。 

当社グループの平成22年３月31日現在の有利子負債残高は966億27百万円となりますが、一部に

つきましては、ヘッジ会計の導入により金利負担の増加に対処しており、今後、金利の情勢により

業績に影響を及ぼすこととなります。 

当社グループは、貨物自動車運送事業等の事業を営むことにより、お客様の荷物等に係る多種多

様な情報を扱っております。万一、情報機器の故障、情報の漏洩等が発生した場合、会社の信用問

題となり、損害賠償等により業績に影響を及ぼすこととなります。 

６ 燃料費の上昇について 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 事業等のリスク

１ 営業上競合し収益に影響を及ぼす可能性の高いもの

２ 法的規制等

３ 重要な訴訟事件等の発生に係るもの

４ 金利の変動及び資金調達について

５ 情報及びデータの管理について

当社グループは、貨物自動車運送事業を営んでおります。現在、燃料価格は比較的安定している

とはいえ、今後の価格動向によって、業績に影響を及ぼすこととなります。

(5) 継続企業の前提に関する重要事象等
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当社の企業集団等は、子会社37社及び関連会社３社で構成され、運送事業及びこれらに付帯する事業を

主体とし、流通加工事業並びに不動産の賃貸業等その他事業を営んでおります。 

当社グループの主な事業に係る位置づけは次のとおりであります。 

なお、事業の種類別セグメントと同一の区分であります。 

 

 

2. 企業集団の状況

(1) 運送事業

① 貨物運送事業……… 貨物自動車運送事業及び貨物運送取扱事業を営んでおります。当社と北海

道福山通運㈱、東北福山通運㈱、関東福山通運㈱、九州福山通運㈱等子会

社31社及び埼玉福山通運㈱等関連会社３社が連携して全国に輸送ネットワ

ークを形成し、営業基盤を強固なものとしております。

② 港湾運送事業……… 一般港湾運送事業及び港湾荷役事業を子会社高知福山通運㈱が営んでおり

ます。

③ その他付帯事業…… 損害保険代理業を当社と関東福山通運㈱等子会社19社及び埼玉福山通運㈱

等関連会社３社が営んでおります。

(2) 流通加工事業(ロジスティクス事業)

① 倉庫業……………… 当社と子会社王子運送㈱及び関連会社高崎貨物自動車㈱が営んでおりま

す。

② 通関業……………… 当社と子会社高知福山通運㈱が営んでおります。

③ 流通加工業………… 当社と東北福山通運㈱等子会社18社が営んでおります。

(3) その他事業

① 不動産の賃貸業…… 当社と関東福山通運㈱及び王子運送㈱の子会社２社が営んでおります。

② ボウリング事業…… 当社が営んでおります。

③ 物品販売事業……… 当社とグリーンオートサービス㈱等子会社20社が営んでおります。

④ コンビニエンス…… 

  ストア事業

当社と福通エクスプレス㈱及びフクツー物流東京㈱の子会社２社が営んで

おります。

⑤ 旅行業……………… 子会社福通トラベル㈱が営んでおります。

⑥ 労働者派遣業……… 

  (委託業務)

グリーンスタッフサービス㈱等子会社10社が営んでおります。

⑦ 自動車整備事業…… 子会社グリーンオートサービス㈱が営んでおります。

⑧ 警備業……………… 高知福山通運㈱及びグリーンスタッフサービス㈱の子会社２社が営んでお

ります。
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事業の系統図は次のとおりであります。 
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当社グループは、お客様とともに歩み、総合物流企業として文化の向上と豊かな生活の創造及び地域

経済の発展に貢献すべく、たゆまぬ創意と工夫で物流フロンティアを先駆し続けることを経営理念とし

ております。そしていま、大きく変化する産業や経済の発展、ライフスタイルの多様化に伴って的確に

対応すべくネットワークの構築はもちろんのこと、常に次代の物流を創造し提案し続けることでより豊

かで快適な社会づくりを牽引したいと願っております。また、地球環境保護、輸送の安全重視及び地域

との共生に加え、開かれた組織として積極的に情報開示に努めるとともに、健全な企業として社会的責

任を全うしてまいります。 

  

当社グループは、次の経営指標を重要なものとして目標を設定しております。 

① 売上高営業利益率  5.0％以上 

経営の基本指標は、営業利益の増加と考えております。当連結会計年度は、輸送量の減少により

売上高は減少いたしましたものの、傭車費等の輸送委託費用の見直し効果もあり5.3％と大幅に改

善し、目標を達成することが出来ました。今後も引き続き目標達成のため、適正運賃の収受に努

め、運送収入の増収を図るとともに、業務の効率化に努める所存であります。 

② 株主資本利益率 3.0％以上 

当連結会計年度は、株主資本利益率4.5％と目標を達成することが出来ました。今後も資産の効

率的運用に努め、利益率の向上に努める所存であります。 

③ 総資産経常利益率 3.0％以上 

当連結会計年度は、経常利益の増加により3.6％と目標を達成することが出来ました。今後も資

産の効率的活用と有利子負債の圧縮に努める所存であります。 

④ 有利子負債対自己資本比率 50.0％以下 

財務内容の改善は、有利子負債の圧縮と自己資本の充実と考え、経営に取り組んでおります。当

連結会計年度末は、前連結会計年度末に比べて利益剰余金の増加等により純資産は増加いたしまし

たが、有利子負債が増加したことにより53.9％となり、目標の達成には至りませんでした。今後も

借入金の返済等に努めて改善を図る所存であります。 

  

平成２１年度から３年間にわたる経営計画「Challenge、Change２０１１」を策定いたしておりま

す。経営基盤の強化と持続可能な会社の成長を目指し、法令遵守と地域社会への貢献、安全・安心のサ

ービス、営業基盤の強化と企業価値の向上、人材の育成、環境経営の５つの経営方針を掲げており、グ

ループ全社をあげて目標達成に努める所存であります。 

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略
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中期経営計画のセグメント別目標                      （単位：億円） 

 
  

当社を取り巻く経営環境は、景気の不透明さ、貨物運送事業の競争の激化と非常に厳しい状況となっ

ております。そのようななか、輸送品質の向上に努めて、得意とする小口商業荷物の取扱数量の拡大に

努めるとともに輸送効率の改善にも傾注し、業績の向上を図ってまいります。また、環境対策として、

低公害車の導入やエコドライブ運動などによる環境保全にも取り組んでまいります。 

  

事業別
平成21年度実績 平成23年度計画

売上高 営業利益 売上高 営業利益

運送事業 2,143 123 2,400 99

流通加工事業 126 12 150 18

その他事業 188 20 245 27

新規事業 ― ― 300 30

消去又は全社 △ 82 △ 30 △ 95 △ 24

合計 2,377 125 3,000 150

(4) 会社の対処すべき課題
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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 24,324 35,149

受取手形及び売掛金 28,764 33,935

有価証券 50 －

繰延税金資産 1,613 1,917

その他 2,609 2,464

貸倒引当金 △105 △147

流動資産合計 57,256 73,320

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 187,185 198,097

減価償却累計額 △115,581 △124,740

建物及び構築物（純額） 71,604 73,356

機械装置及び運搬具 46,651 49,648

減価償却累計額 △40,233 △42,566

機械装置及び運搬具（純額） 6,417 7,082

工具、器具及び備品 12,217 12,415

減価償却累計額 △9,891 △10,108

工具、器具及び備品（純額） 2,325 2,307

土地 166,530 177,488

建設仮勘定 2,257 3,426

有形固定資産合計 249,135 263,660

無形固定資産

その他 1,827 2,124

無形固定資産合計 1,827 2,124

投資その他の資産

投資有価証券 23,099 25,093

繰延税金資産 963 1,091

その他 2,562 3,796

貸倒引当金 △207 △198

投資その他の資産合計 26,417 29,782

固定資産合計 277,380 295,567

資産合計 334,637 368,887
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(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

支払手形及び買掛金 12,301 17,650

短期借入金 13,100 12,300

1年内償還予定の社債 10,000 280

1年内返済予定の長期借入金 2,000 13,566

1年内返済予定のリース債務 － 987

未払法人税等 1,882 4,217

未払消費税等 1,173 1,176

繰延税金負債 15 26

賞与引当金 3,027 3,362

その他 9,649 12,825

流動負債合計 53,149 66,392

固定負債

社債 10,000 10,140

転換社債型新株予約権付社債 23,390 23,502

長期借入金 28,700 32,247

リース債務 － 3,603

繰延税金負債 2,618 5,307

再評価に係る繰延税金負債 31,327 31,326

退職給付引当金 13,773 14,470

長期前受金 5,358 5,358

負ののれん － 219

その他 1,146 2,180

固定負債合計 116,314 128,354

負債合計 169,463 194,747

純資産の部

株主資本

資本金 30,310 30,310

資本剰余金 37,107 37,107

利益剰余金 77,652 83,030

自己株式 △10,275 △10,282

株主資本合計 134,795 140,165

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 3,710 4,233

土地再評価差額金 26,427 26,425

為替換算調整勘定 △0 △0

評価・換算差額等合計 30,137 30,659

少数株主持分 241 3,315

純資産合計 165,173 174,140

負債純資産合計 334,637 368,887
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(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)

売上高 243,022 237,715

売上原価 231,200 220,869

売上総利益 11,821 16,846

販売費及び一般管理費

人件費 1,430 1,871

退職給付費用 26 52

賞与引当金繰入額 47 61

減価償却費 349 298

租税公課 420 468

施設使用料 27 55

寄付金 － 255

その他 1,375 1,372

貸倒引当金繰入額 59 58

販売費及び一般管理費合計 3,603 4,321

営業利益 8,217 12,524

営業外収益

受取利息 58 29

受取配当金 590 403

受取保険金 35 71

金利スワップ評価益 － 180

負ののれん償却額 － 24

その他 218 325

営業外収益合計 903 1,034

営業外費用

支払利息 791 722

金利スワップ評価損 160 －

その他 82 105

営業外費用合計 1,033 827

経常利益 8,087 12,732

特別利益

固定資産売却益 0 70

特別利益合計 0 70

特別損失

固定資産売却損 5 0

固定資産除却損 251 175

減損損失 40 41

投資有価証券評価損 528 102

ゴルフ会員権評価損 5 11

特別損失合計 830 331

税金等調整前当期純利益 7,256 12,470

法人税、住民税及び事業税 2,961 5,395

法人税等調整額 △89 △620

法人税等合計 2,871 4,775

少数株主利益 28 152

当期純利益 4,356 7,543
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(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 30,310 30,310

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 30,310 30,310

資本剰余金

前期末残高 37,108 37,107

当期変動額

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 37,107 37,107

利益剰余金

前期末残高 75,055 77,652

当期変動額

剰余金の配当 △1,804 △2,166

当期純利益 4,356 7,543

土地再評価差額金の取崩 45 1

当期変動額合計 2,597 5,378

当期末残高 77,652 83,030

自己株式

前期末残高 △8,322 △10,275

当期変動額

自己株式の取得 △1,955 △8

自己株式の処分 2 1

当期変動額合計 △1,952 △7

当期末残高 △10,275 △10,282

株主資本合計

前期末残高 134,151 134,795

当期変動額

剰余金の配当 △1,804 △2,166

当期純利益 4,356 7,543

自己株式の取得 △1,955 △8

自己株式の処分 2 1

土地再評価差額金の取崩 45 1

当期変動額合計 643 5,370

当期末残高 134,795 140,165
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(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 7,926 3,710

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,216 523

当期変動額合計 △4,216 523

当期末残高 3,710 4,233

土地再評価差額金

前期末残高 26,472 26,427

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △45 △1

当期変動額合計 △45 △1

当期末残高 26,427 26,425

為替換算調整勘定

前期末残高 1 △0

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1 0

当期変動額合計 △1 0

当期末残高 △0 △0

評価・換算差額等合計

前期末残高 34,400 30,137

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,262 522

当期変動額合計 △4,262 522

当期末残高 30,137 30,659

少数株主持分

前期末残高 214 241

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 26 3,073

当期変動額合計 26 3,073

当期末残高 241 3,315

純資産合計

前期末残高 168,765 165,173

当期変動額

剰余金の配当 △1,804 △2,166

当期純利益 4,356 7,543

自己株式の取得 △1,955 △8

自己株式の処分 2 1

土地再評価差額金の取崩 45 1

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,236 3,595

当期変動額合計 △3,592 8,966

当期末残高 165,173 174,140
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(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 7,256 12,470

減価償却費 9,128 9,167

負ののれん償却額 － △24

減損損失 40 41

引当金の増減額（△は減少） 311 538

退職給付引当金の増減額（△は減少） 273 596

受取利息及び受取配当金 △649 △432

支払利息 791 722

有形固定資産売却損益（△は益） 5 △69

売上債権の増減額（△は増加） 5,550 △537

たな卸資産の増減額（△は増加） △76 196

仕入債務の増減額（△は減少） △3,986 △249

未払消費税等の増減額（△は減少） 125 △103

その他 517 426

小計 19,015 22,147

利息及び配当金の受取額 649 418

利息の支払額 △705 △642

法人税等の支払額 △3,699 △3,158

営業活動によるキャッシュ・フロー 15,260 18,764

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 － △5,300

有価証券の売却による収入 － 5,350

有形固定資産の取得による支出 △8,434 △4,438

有形固定資産の売却による収入 147 287

投資有価証券の取得による支出 △596 △259

投資有価証券の売却による収入 150 184

定期預金の預入による支出 △4,073 △8,823

定期預金の払戻による収入 2,788 6,381

匿名組合出資金の払戻による収入 268 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収
入

－ 998

その他 △803 △764

投資活動によるキャッシュ・フロー △10,553 △6,382

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 39,500 47,600

短期借入金の返済による支出 △36,200 △48,550

長期借入れによる収入 6,500 9,393

長期借入金の返済による支出 △7,400 △4,356

社債の償還による支出 △10,000 △10,638

セール・アンド・リースバックによる収入 － 5,000

配当金の支払額 △1,806 △2,165

その他 △2,104 △457

財務活動によるキャッシュ・フロー △11,510 △4,173

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △6,806 8,209

現金及び現金同等物の期首残高 27,957 21,151

現金及び現金同等物の期末残高 21,151 29,360
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該当事項はありません。 

(5)【継続企業の前提に関する注記】
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(6)【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) すべての子会社を連結しておりま

す。

  連結子会社の数 32社

(1) すべての子会社を連結しておりま

す。

  連結子会社の数 37社

なお、連結子会社福通エクスプレス
ウエスト㈱及び福通エクスプレス南九
州㈱は、平成21年６月１日に業務の効
率化を図るため、連結子会社福通エク
スプレス㈱と合併しております。 
 また、平成21年10月１日付で王子運
送㈱の株式54.3％を取得したことか
ら、王子運送㈱とその子会社である東
北王子運送㈱、関東王子運送㈱、王子
くびき運送㈱、㈱オー・エス・エス、
王子商事㈱及び匿名組合岩槻を連結の
範囲に含めております。

２ 持分法の適用に関する事

項

 関連会社埼玉福山通運㈱外２社につ

いては、連結純損益及び連結利益剰余

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、

これらの会社に対する投資勘定につい

ては、持分法を適用しておりません。

同左

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項

 連結子会社のうち、福山通運包装整

理（上海）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、同日現在の財務諸表を

使用し、連結決算日との間に生じた重

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

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) 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

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

   先入先出法による原価法

 ③ たな卸資産

同左
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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)

 

(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

取得した建物(建物附属設備は除

く)については、定額法によって

おります。 

 なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。

建物及び
構築物

10～31年

機械装置及び
運搬具

３～15年

   海外連結子会社は定額法によっ

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）

同左 

  

 

  

 

  

 

建物及び 
構築物

10～50年

機械装置及び 
運搬具

３～15年

同左

  (追加情報) 

 法人税法の改正（所得税法等の

一部を改正する法律 平成20年4

月30日 法律第23号）に伴い、法

定耐用年数及び資産区分が見直さ

れました。これにより、当社グル

ープの機械装置については、従来

耐用年数を7～17年としておりま

したが、当期に取得した資産につ

いて、第2四半期連結会計期間よ

り8～15年に変更しております。 

 これによる損益への影響額は軽

微であります。

―――

 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、ソフトウェア（自社利用

分）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（リース資産を除

く）

同左

 ③    ―――  ③ 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。 

 なお、リース物件の所有権が借

主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引の

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

ります。

 ④ 長期前払費用

   定額法によっております。

 ④ 長期前払費用

同左
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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) 重要な引当金の計上基準

 ① 貸倒引当金

   債権の貸倒れによる損失に備え

るため、回収不能見込額を計上し

ております。

  a 一般債権

   貸倒実績率法によっておりま

す。

  b 貸倒懸念債権及び破産更生債権

財務内容評価法によっておりま

す。

(3) 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

   従業員賞与の支給に充てるた

め、支給見込額の期間対応額を計

上しております。

 ② 賞与引当金

同左

 ③ 退職給付引当金

   従業員の退職給付に備えるた

め、当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、当連結会計年度末にお

いて発生していると認められる額

を計上しております。

   なお、数理計算上の差異は、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(３～15年)による定額法

による按分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、当該変更による損益への

影響はありません。

(4) 収益の計上基準

  貨物運送収入は発送日を基準とし

て計上しております。

(4) 収益の計上基準

同左

(5) 重要なヘッジ会計の方法

 ① ヘッジ会計の方法

   金利スワップについては、特例

処理を採用しております。

(5) 重要なヘッジ会計の方法

 ① ヘッジ会計の方法

同左

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

   ヘッジ手段……金利スワップ

ヘッジ対象……社債及び長期 

     借入金

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 ③ ヘッジ方針

   デリバティブ管理規定に基づ

き、金利変動リスクを回避する目

的で金利スワップを行っておりま

す。

 ③ ヘッジ方針

同左
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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 ヘッジの有効性評価の方法

   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ため、

決算日における有効性の評価を省

略しております。

 ④ ヘッジの有効性評価の方法

同左

(6) その他連結財務諸表作成のための

重要な事項

(6) 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

   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。

 ① 消費税等の会計処理

同左

 ② リース取引会計基準の改正適用

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

 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。

同左

６ のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

 のれんは、原則として５年間で均等

償却しております。

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

 手許現金、要求払預金及び取得日か

ら３ヵ月以内に満期日の到来する流動

性の高い、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

しか負わない短期的な投資からなって

おります。

同左
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(7)【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】

【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）

 前連結会計年度において販売費及び一般管理費の

「その他」に含めて表示しておりました「寄付金」

は、金額的重要性が増したため、区分掲記しておりま

す。なお、前連結会計年度の「その他」に含まれてい

る「寄付金」は３百万円であります。

（連結キャッシュ・フロー計算書）

 前連結会計年度において投資活動によるキャッシ

ュ・フローの「その他」に含めて表示しておりました

「有価証券の取得による支出」は、金額的重要性が増

したため、区分掲記しております。なお、前連結会計

年度の「その他」に含まれている「有価証券の取得に

よる支出」は50百万円であります。
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(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(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 非連結子会社及び関連会社に係る注記

   非連結子会社及び関連会社に対する資産・負債の

うち主なものは次のとおりであります。

投資有価証券(株式) 20百万円

 １ 非連結子会社及び関連会社に係る注記

   非連結子会社及び関連会社に対する資産・負債の

うち主なものは次のとおりであります。

投資有価証券(株式) 20百万円

 ２ 土地の再評価

   「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

改正)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、

当該再評価差額から、その回収可能性を勘案した

上で、再評価に係る繰延税金負債の金額を控除し

た金額を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。なお、再評価の方法について

は、「土地の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項に定

める方法に基づき、固定資産税路線価に一部合理

的な調整を行って算出する方法を採用しておりま

す。

再評価を行った年月日 平成12年３月31日

再評価を行った土地の期
末における時価と再評価
後の帳簿価額との差額

△44,743百万円

 ２ 土地の再評価

   「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

改正)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、

当該再評価差額から、その回収可能性を勘案した

上で、再評価に係る繰延税金負債の金額を控除し

た金額を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。なお、再評価の方法について

は、「土地の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項に定

める方法に基づき、固定資産税路線価に一部合理

的な調整を行って算出する方法を採用しておりま

す。

再評価を行った年月日 平成12年３月31日

再評価を行った土地の期
末における時価と再評価
後の帳簿価額との差額

△41,695百万円

 ３         ―――

 

 ３ 担保資産

   1年内返済予定の長期借入金3,976百万円の担保と

して抵当に供しているものは、次のとおりであり

ます。

建物及び構築物 2,395百万円

土地 2,126百万円

計 4,521百万円

 ４ コミットメントライン契約関係

   当社においては、長期的な資金繰りの安定性を確

保するため、平成20年３月～平成23年３月の長期

コミットメントライン契約を取引先金融機関10行

と締結しております。当連結会計年度末における

借入未実行残高は次のとおりであります。

貸出コミットメントの総額 10,000百万円

借入実行残高 ―百万円

差引額 10,000百万円

 ４ コミットメントライン契約関係

   当社においては、長期的な資金繰りの安定性を確

保するため、平成20年３月～平成23年３月の長期

コミットメントライン契約を取引先金融機関10行

と締結しております。当連結会計年度末における

借入未実行残高は次のとおりであります。

貸出コミットメントの総額 10,000百万円

借入実行残高 ―百万円

差引額 10,000百万円

福山通運㈱(9075)　平成22年3月期決算短信

－24－



 
  

(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 固定資産売却益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 0百万円

計 0百万円

 １ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

機械装置及び運搬具 24百万円

土地 45百万円

その他 0百万円

計 70百万円

 ２ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

土地 5百万円

機械装置及び運搬具 0百万円

計 5百万円
 

 ２ 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

計 0百万円

 ３ 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 24百万円

機械装置及び運搬具 33百万円

工具、器具及び備品 25百万円

撤去費用 162百万円

その他 5百万円

計 251百万円
 

 ３ 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 39百万円

機械装置及び運搬具 66百万円

工具、器具及び備品 47百万円

撤去費用 22百万円

計 175百万円

 

 ４ 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てお

ります。

用途 種類 場所
合計 

(百万円)

事業所 土地 南中部地区外２件 27

遊休地 土地
熊本県植木町外５
件 13

合計 ― ― 40

当社グループは、提出会社の事業所については

統括地区ごとに、連結子会社は会社ごとに、ま

た、遊休資産については物件単位ごとにグルー

ピングを実施しております。 

その結果、南中部地区外８件について、営業活

動から生じる損益の継続的なマイナス、または

地価の著しい下落が認められたため、当該資産

グループに係る資産の帳簿価額を回収可能価額

まで減額し、当該減少額40百万円を減損損失と

して特別損失に計上しました。その内訳は土地

40百万円であります。

また、当該資産グループの回収可能価額は正味

売却価額により測定しており、土地については

重要性に応じて不動産鑑定評価額または固定資

産税評価額に基づき算定しております。

 

 ４ 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てお

ります。

用途 種類 場所
合計 

(百万円)

事業所 土地
四国福山通運㈱外
１件 19

遊休地 土地
熊本市植木町外７
件 21

合計 ― ― 41

当社グループは、提出会社の事業所については

統括地区ごとに、連結子会社は会社ごとに、ま

た、遊休資産については物件単位ごとにグルー

ピングを実施しております。 

その結果、四国福山通運㈱外９件について、営

業活動から生じる損益の継続的なマイナス、ま

たは地価の著しい下落が認められたため、当該

資産グループに係る資産の帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額41百万円を減損損

失として特別損失に計上しました。その内訳は

土地41百万円であります。

また、当該資産グループの回収可能価額は正味

売却価額により測定しており、土地については

重要性に応じて不動産鑑定評価額または固定資

産税評価額に基づき算定しております。

 ５ 内訳

ゴルフ会員権評価損 5百万円

計 5百万円

福山通運㈱(9075)　平成22年3月期決算短信

－25－



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 発行済株式に関する事項 

   
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

 自己株式の取得による増加    4,951千株 

 単元未満株式の買取りによる増加  59千株 

減少数の内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の売渡しによる減少  5千株 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

 該当事項はありません。 
  

４ 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)

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 278,851 ― ― 278,851

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 19,004 5,010 5 24,009

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６月27日 
定時株主総会

普通株式 909 3.5 平成20年３月31日 平成20年６月30日

平成20年11月５日 
取締役会

普通株式 895 3.5 平成20年９月30日 平成20年12月９日

決議 株式の種類 配当の原資
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６月26日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 1,146 4.5 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 発行済株式に関する事項 

   
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加    19千株 

減少数の内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の売渡しによる減少    2千株 

  
３ 新株予約権等に関する事項 

 該当事項はありません。 
  
４ 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 

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 278,851 ― ― 278,851

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 24,009 19 2 24,026

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６月26日 
定時株主総会

普通株式 1,146 4.5 平成21年３月31日 平成21年６月29日

平成21年11月５日 
取締役会

普通株式 1,019 4.0 平成21年９月30日 平成21年12月８日

決議 株式の種類 配当の原資
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22年６月29日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 1,019 4.0 平成22年３月31日 平成22年６月30日
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(注) １ 事業区分の方法 

  内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業区分の主な事業内容 

 
３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は2,122百万円であり、その主なも

のは、宣伝広告費用及び各連結会社本社の管理部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は50,938百万円であり、その主なものは、提出会

社本社の管理部門に係る資産であります。 

  

(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

現金及び預金勘定 24,324百万円

預入期間が３か月を超える定期 
預金

△3,173百万円

現金及び現金同等物 21,151百万円

  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

現金及び預金勘定 35,149百万円

預入期間が３か月を超える定期 
預金

△5,788百万円

現金及び現金同等物 29,360百万円

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

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)

運送事業 
(百万円)

流通加工
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 売上高及び営業損益

  売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

221,004 11,853 10,164 243,022 ― 243,022

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― 7,953 7,953 (7,953) ―

計 221,004 11,853 18,117 250,975 (7,953) 243,022

  営業費用 213,838 10,681 16,116 240,635 (5,830) 234,804

  営業利益 7,166 1,172 2,001 10,340 (2,122) 8,217

Ⅱ 資産、減価償却費、減損
  損失及び資本的支出

  資産 143,452 27,221 113,024 283,698 50,938 334,637

  減価償却費 5,720 808 2,458 8,988 140 9,128

  減損損失 24 2 ― 27 13 40

  資本的支出 8,026 191 80 8,297 ― 8,297

事業区分 主要な事業内容

運送事業 貨物運送事業・港湾運送事業・その他付帯事業

流通加工事業 倉庫業・通関業・流通加工業

その他事業
不動産等の賃貸業・ボウリング事業・物品販売事業・コンビニエンスストア事
業・労働者派遣業（委託業務）・警備業・自動車整備事業・その他の事業
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(注) １ 事業区分の方法 

  内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業区分の主な事業内容 

 
３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は3,057百万円であり、その主なも

のは、宣伝広告費用及び各連結会社本社の管理部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は64,193百万円であり、その主なものは、提出会

社本社の管理部門に係る資産であります。 

  

全セグメントの売上高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「本邦」の割合がい

ずれも90％を超えているため、記載を省略しております。 

  

全セグメントの売上高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「本邦」の割合がい

ずれも90％を超えているため、記載を省略しております。 

  

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高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)

運送事業 
(百万円)

流通加工
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 売上高及び営業損益

  売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

214,375 12,669 10,670 237,715 ― 237,715

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― 8,221 8,221 (8,221) ―

計 214,375 12,669 18,892 245,937 (8,221) 237,715

  営業費用 202,051 11,412 16,889 230,354 (5,163) 225,191

  営業利益 12,324 1,256 2,002 15,582 (3,057) 12,524

Ⅱ 資産、減価償却費、減損
  損失及び資本的支出

  資産 156,787 28,036 119,869 304,694 64,193 368,887

  減価償却費 5,796 777 2,480 9,053 114 9,167

  減損損失 17 1 ― 19 21 41

  資本的支出 6,436 362 108 6,907 80 6,988

事業区分 主要な事業内容

運送事業 貨物運送事業・港湾運送事業・その他付帯事業

流通加工事業 倉庫業・通関業・流通加工業

その他事業
不動産等の賃貸業・ボウリング事業・物品販売事業・コンビニエンスストア事
業・労働者派遣業（委託業務）・警備業・自動車整備事業・その他の事業

【所在地別セグメント情報】

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)

【海外売上高】

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)
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(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)

リース取引に関する会計基準適用初年度開始前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引

リース取引に関する会計基準適用初年度開始前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引

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 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

 

機械装置 
及び 
運搬具 
(百万円)

工具、器具 
及び備品 
(百万円)

合計
(百万円)

取得価額 
相当額

15,801 174 15,975

減価償却 
累計額 
相当額

10,620 100 10,721

期末残高 
相当額

5,180 73 5,254

  なお、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

ため、支払利子込み法によって算定しております。

 

機械装置
及び 
運搬具 
(百万円)

 工具、 
器具 

及び備品 
(百万円)

ソフトウ
ェア（百
万円）

合計
(百万円)

取得価額
相当額

10,387 130 48 10,566

減価償却
累計額 
相当額

6,388 75 23 6,486

期末残高
相当額

3,999 55 25 4,079

同左

 

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年以内 1,536百万円

１年超 3,717百万円

合計 5,254百万円

  なお、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

める割合が低いため、支払利子込み法によって算定

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

１年以内 940百万円

１年超 3,139百万円

合計 4,079百万円

同左

３ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失

支払リース料 3,226百万円

減価償却費相当額 3,226百万円

３ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失

支払リース料 1,546百万円

減価償却費相当額 1,546百万円

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

（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
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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） 

  

（追加情報） 

当連結会計年度より、「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．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 

当社グループは、資金運用につきましては、安全性の高い金融資産で運用を行っております。また、

資金調達につきましては、銀行借入及び社債発行を基本方針としております。なお、デリバティブは、

後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な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 

営業債権である受取手形及び売掛金につきましては、取引先の信用リスクに晒されております。また

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する取引先の株式でありますが、市場価格の変動リスクに晒さ

れております。 

 営業債務である支払手形及び買掛金につきましては、そのほとんどが１年以内の支払期日でありま

す。また、短期借入金につきましては、主に営業取引に係る資金調達であり、社債、長期借入金及びリ

ース債務につきましては、設備投資に係る資金調達であります。なお、一部社債及び長期借入金につき

ましては、金利変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした金利スワップ取引を行っております。ま

た、燃料価格の著しい高騰によるリスクを回避するため、一部子会社において原油スワップ取引を行っ

ております。ヘッジ会計に関する事項につきましては、前述の「会計処理基準に関する事項」に記載さ

れている「重要なヘッジ会計の方法」をご覧下さい。 

（3）金融商品に係るリスク管理体制 

① 信用リスク（取引先の債務不履行等に係るリスク）の管理 

取引先ごとに期日における入金管理及び残高管理を行っております。また、主要な取引先につき

ましては、定期的に信用状況を把握する体制を構築しております。 

② 市場リスク（市場価格、金利等の変動リスク）の管理 

投資有価証券につきましては、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、ま

た、満期保有目的の債券以外のものについては、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的

に見直しております。 

 デリバディブ取引につきましては、デリバティブ管理規定に基づき、担当取締役の承認後、財務

部において管理しております。なお、契約の締結または取引内容等に変更があった場合は、取締役

会に報告を行っております。 

③ 資金調達に係る流動性リスクの管理 

営業債務や借入金につきましては、流動性リスクに晒されておりますが、グループ各社が月次で

資金繰計画を作成し、それをもとに提出会社の財務部で集中管理を行っております。 

(金融商品関係)
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（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足事項 

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きましては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条

件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。 

２．金融商品の時価等に関する事項 

平成22年３月31日における連結貸借対照表計上額、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、含めておりません（（注2）

を参照ください。）。 

（単位：百万円）

 
(※1) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。 

(※2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務

となる項目については、( )で示しております。 

  

（注1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 

資産 

（1）現金及び預金 

現金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ

ております。 

（2）受取手形及び売掛金 

受取手形及び売掛金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該

帳簿価額によっております。 

（3）その他有価証券 

その他有価証券は、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機

関から提示された価格によっております。 

連結貸借対照表
計上額（※1）

時価（※1） 差額

（1）現金及び預金 35,149 35,149 ―

（2）受取手形及び売掛金 33,935 33,935 ―

（3）投資有価証券 
    その他有価証券

24,062 24,062 ―

資産計 93,146 93,146 ―

（1）支払手形及び買掛金 （17,650） （17,650） ―

（2）短期借入金 （12,300） （12,300） ―

（3）社債 （10,420） （10,422） △2

（4）転換社債型新株予約権付社債 （23,502） （24,098） △595

（5）長期借入金 （45,813） （45,968） △154

（6）長期リース債務 （4,590） （4,563） 27

負債計 （114,277） （115,002） △724

デリバティブ取引（※2）

①ヘッジ会計が適用されていないもの 6 6 ―

②ヘッジ会計が適用されているもの ― ― ―

デリバティブ取引計 6 6 ―
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負債 

（1）支払手形及び買掛金、並びに（2）短期借入金 

これらの時価については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから

当該帳簿価額によっております。 

（3）社債及び（4）転換社債型新株予約権付社債 

当社の発行する社債の時価については、市場価格のあるものは市場価格に基づき、市場価格

のないものは、元利金の合計額を当該社債の残存期間及び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。 

（5）長期借入金及び（6）長期リース債務 

これらの時価については、元利金の合計額を、当該借入又は、リース取引の残存期間及び信

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。 

（7）デリバティブ取引 

「デリバティブ取引関係」注記を参照ください。 

  

（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 

（単位：百万円） 

 
これらについては、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積もるには過大なコストを要すると

見込まれます。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、「資産（3）その

他有価証券」には含めておりません。 

  

（注3）満期のある金銭債権及び有価証券の連結決算日後の償還予定額 

（単位：百万円） 

 
  

（注4）社債、長期借入金及びリース債務の連結決算日後の返済予定額 

（単位：百万円） 

 
  

区分 連結貸借対照表計上額

非上場株式 945

投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資 84

関連会社株式 30

合計 1,060

１年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超

投資有価証券

 その他有価証券のうち満期  
 があるもの

― ― 202 100

合計 ― ― 202 100

区分 １年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超 
５年以内

５年超

社債 280 10,140 ― ― ― ―

転換社債型新株 
予約権付社債

― ― ― ― ― 23,502

長期借入金 13,566 13,190 9,406 3,200 6,372 76

リース債務 987 995 1,003 1,011 593 ―

合計 14,834 24,326 10,409 4,211 6,966 23,579
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(注) 当連結会計年度の減損処理額 

当連結会計年度において、有価証券について528百万円（上場株式528百万円）の減損処理を行っております。 

なお、減損にあたっては、連結会計年度末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には、全て減

損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、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

理を行っております。 

  

 
  

  

 
  

(有価証券関係)

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)

１ その他有価証券で時価のあるもの

区分
取得原価
(百万円)

連結決算日における
連結貸借対照表計上額 

(百万円)

差額 
(百万円)

連結貸借対照表計上額が取得原価を超
えるもの

 ① 株式 12,958 18,691 5,732

 ② 債券 ― ― ―

 ③ その他 20 20 0

小計 12,978 18,711 5,732

連結貸借対照表計上額が取得原価を超
えないもの

 ① 株式 3,669 3,283 △385

 ② 債券 ― ― ―

 ③ その他 201 112 △89

小計 3,871 3,396 △475

合計 16,850 22,107 5,257

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

150 58 9

３ 時価評価されていない主な有価証券

内容 連結貸借対照表計上額(百万円)

その他有価証券

 ① 非上場株式 821

 ② 投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資 150

 ③ 関連会社株式 20

合計 991
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(注) 当連結会計年度の減損処理額 

当連結会計年度において、有価証券について102百万円（上場株式16百万円）の減損処理を行っております。 

なお、減損にあたっては、連結会計年度末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には、全て減

損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、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

理を行っております。 

  

 
  

４ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の連結決算日後における償還予定額

区分
１年以内 
(百万円)

１年超５年以内
(百万円)

５年超10年以内
(百万円)

10年超 
(百万円)

合計
(百万円)

① 債券

   社債 ― ― ― ― ―

   その他 ― ― ― ― ―

② その他 ― ― 200 ― 200

合計 ― ― 200 ― 200

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 その他有価証券で時価のあるもの

区分
取得原価
(百万円)

連結決算日における
連結貸借対照表計上額 

(百万円)

差額 
(百万円)

連結貸借対照表計上額が取得原価を超
えるもの

 ① 株式 12,188 19,419 7,231

 ② 債券 30 33 2

 ③ その他 24 25 0

小計 12,243 19,477 7,234

連結貸借対照表計上額が取得原価を超
えないもの

 ① 株式 4,767 4,448 △319

 ② 債券 ― ― ―

 ③ その他 136 136 0

小計 4,903 4,584 △319

合計 17,147 24,062 6,914

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

184 6 22
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３ 時価評価されていない主な有価証券

内容 連結貸借対照表計上額(百万円)

その他有価証券

 ① 非上場株式 945

 ② 投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資 84

 ③ 関連会社株式 30

合計 1,060

４ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の連結決算日後における償還予定額

区分
１年以内 
(百万円)

１年超５年以内
(百万円)

５年超10年以内
(百万円)

10年超 
(百万円)

合計
(百万円)

① 債券

   社債 ― ― ― ― ―

   その他 ― ― ― 100 100

② その他 ― ― 202 ― 202

合計 ― ― 202 100 302
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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．取引の状況に関する事項 

（1）取引の内容 

利用しているデリバティブ取引は、金利関連における金利スワップ取引及び原油スワップ取引であり

ます。 

（2）取引に対する取組方針 

デリバティブ取引は将来の金利変動及び商品価格変動リスクの回避を目的としており、投機的な取引

は行わない方針であります。 

（3）取引の利用目的 

金利スワップ取引は、将来の金融市場における金利変動リスクを回避する目的、また、原油スワップ

取引は、原油価格高騰を回避する目的で利用しております。 

 なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っております。 

（ヘッジ会計の方法） 

  金利スワップについては、特例処理を採用しております。 

（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・・・・・社債及び長期借入金 

（ヘッジ方針） 

  デリバティブ管理規定に基づき、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップを行っており 

 ます。 

（ヘッジの有効性評価の方法） 

  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ため、決算日における有効性の評価 

 を省略しております。 

（4）取引に係るリスク内容 

金利変動及び商品価格変動に係るリスクがあります。また、契約先は、いずれも信用度の高い国内の

金融機関であるため、相手先の契約不履行による信用リスクは、皆無に近いものと認識しております。

（5）取引に係る管理体制 

デリバティブ管理規定に基づき、担当取締役の承認後、財務部において管理しております。なお、契

約の締結または取引内容等に変化があった場合は、取締役会に報告を行っております。 

  

２．取引の時価等に関する事項 

 金利関係 

（単位：百万円）

(デリバティブ取引関係)

区分 種類 契約額等
契約額等
のうち 
１年超

時価 評価損益

市場取引以
外の取引

金利スワップ取引

 受取固定・支払変動 1,000 ― 17 17

 受取変動・支払変動 4,000 4,000 △ 145 △ 145

合計 5,000 4,000 △ 128 △ 128
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(注) １ 金利スワップ取引の契約額等の金額は、想定元本金額であり、この金額自体がデリバティブ取引に係る市場

リスク量を示すものではありません。また、時価は、金利スワップ取引を約定した金融機関から提示された

評価額によっております。 

２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、注記の対象から除いております。 

  

当連結会計年度末（平成22年３月31日） 

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 

 金利関係 

（単位：百万円）

 
（注）時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 

  

 商品関係 

 
（注）1 上記契約額等の欄に記載されている数値の単位は、受取固定・支払変動がバレル、受取変動・支払固定がキ

ロリットルであります。 

２ 時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 

  

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引 

（単位：百万円）

 
（注）金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている社債及び長期借入金と一体として処理されて

いるため、その時価は、当該社債及び長期借入金の時価に含めて記載しております。 

区分 種類 契約額等
契約額等
のうち 
１年超

時価 評価損益

市場取引以
外の取引

金利スワップ取引

 受取固定・支払変動 ― ― ― ―

 受取変動・支払固定 300 ― △ 0 △ 0

 受取変動・支払変動 4,400 4,400 1 1

合計 4,700 4,400 1 1

区分 種類 契約額等
契約額等
のうち 
１年超

時価 
（百万円）

評価損益
（百万円）

市場取引以
外の取引

原油スワップ取引

 受取固定・支払変動 9,000 ― 3 3

 受取変動・支払固定 4,100 1,200 1 1

合計 ― ― 4 4

ヘッジ会計の
方法

デリバティブ取引の種類等 主なヘッジ対象 契約額等
契約額のうち 

１年超
時価

金利スワッ
プの特例処
理

金利スワップ取引

 受取固定・支払変動
社債及び
長期借入金

25,500 25,500 ※
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(注) １ 前連結会計年度及び当連結会計年度における潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、希薄化効果

を有しないため記載しておりません。 

２ 算定上の基礎 

(1) １株当たり純資産額 
  

 
  

(2) １株当たり当期純利益 
  

 
  

(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 647.19円 １株当たり純資産額 670.36円
 

１株当たり当期純利益 17.00円 １株当たり当期純利益 29.60円
 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 ―円 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 ―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)

純資産の部の合計額（百万円） 165,173 174,140

純資産の部の合計額から控除する金額
（百万円）

241 3,315

(うち少数株主持分(百万円)) (241) (3,315)

普通株式に係る期末の純資産額 
（百万円）

164,932 170,825

１株当たり純資産額の算定に用いられた
期末の普通株式の数（千株）

254,842 254,825

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(百万円) 4,356 7,543

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(百万円) 4,356 7,543

普通株式の期中平均株式数(千株) 256,340 254,832

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整
後１株当たり当期純利益の算定に含めなか
った潜在株式の概要

（新株予約権付社債）
2025年満期ユーロ円建転換
制限条項付転換社債型新株
予約権付社債（額面金額
500万円） 
この詳細については、第４
提出会社の状況１株式等の
状況（2）新株予約権等の
状況に記載のとおりであり
ます。

同左
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該当事項はありません。 

  

関連当事者との取引、税効果会計、退職給付、賃貸等不動産に関する注記事項につきましては、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。 

  

(重要な後発事象)

(開示の省略)
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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 16,289 25,689

受取手形 2,566 2,432

売掛金 22,541 23,804

有価証券 50 －

貯蔵品 655 456

前払費用 510 646

繰延税金資産 1,122 1,316

短期貸付金 5,000 3,545

その他 3,209 4,825

貸倒引当金 △1,975 △1,325

流動資産合計 49,969 61,390

固定資産

有形固定資産

建物 161,645 161,633

減価償却累計額 △96,546 △100,175

建物（純額） 65,099 61,458

構築物 18,744 18,740

減価償却累計額 △15,253 △15,631

構築物（純額） 3,490 3,108

機械及び装置 24,056 23,641

減価償却累計額 △20,815 △21,025

機械及び装置（純額） 3,240 2,616

車両運搬具 15,922 17,324

減価償却累計額 △13,585 △14,460

車両運搬具（純額） 2,337 2,864

工具、器具及び備品 10,856 10,568

減価償却累計額 △8,866 △8,790

工具、器具及び備品（純額） 1,989 1,778

土地 164,939 164,844

建設仮勘定 2,256 3,426

有形固定資産合計 243,353 240,097

無形固定資産

借地権 907 907

ソフトウエア 632 546

その他 151 143

無形固定資産合計 1,691 1,597

投資その他の資産

投資有価証券 23,018 24,610

関係会社株式 2,047 5,179

出資金 3 3

関係会社出資金 9 9

破産更生債権等 74 56

長期前払費用 212 170

その他 1,921 2,142

貸倒引当金 △160 △119

投資損失引当金 △160 △140

投資その他の資産合計 26,966 31,913

固定資産合計 272,011 273,608

資産合計 321,980 334,999
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(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)

負債の部

流動負債

支払手形 1,464 1,518

買掛金 16,023 18,262

短期借入金 15,400 15,100

1年内償還予定の社債 10,000 －

1年内返済予定の長期借入金 2,000 8,200

1年内返済予定のリース債務 － 987

未払金 432 2,559

未払費用 4,729 4,688

未払法人税等 1,336 3,261

未払消費税等 790 692

預り金 959 1,156

賞与引当金 1,973 2,083

その他 146 －

流動負債合計 55,256 58,510

固定負債

社債 10,000 10,000

転換社債型新株予約権付社債 23,390 23,502

長期借入金 28,700 29,600

リース債務 － 3,603

繰延税金負債 2,579 3,502

再評価に係る繰延税金負債 31,548 31,547

退職給付引当金 10,509 10,709

長期前受金 5,358 5,358

その他 1,080 999

固定負債合計 113,167 118,823

負債合計 168,424 177,333

純資産の部

株主資本

資本金 30,310 30,310

資本剰余金

資本準備金 37,104 37,104

その他資本剰余金 2 2

資本剰余金合計 37,107 37,107

利益剰余金

利益準備金 6,630 6,630

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金 8,294 8,252

特別償却準備金 － －

別途積立金 44,000 44,000

繰越利益剰余金 7,736 11,375

利益剰余金合計 66,661 70,259

自己株式 △10,275 △10,282

株主資本合計 123,804 127,394

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 3,712 4,233

土地再評価差額金 26,039 26,038

評価・換算差額等合計 29,751 30,271

純資産合計 153,556 157,666

負債純資産合計 321,980 334,999
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(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)

売上高 231,686 214,010

売上原価 222,882 202,253

売上総利益 8,803 11,757

販売費及び一般管理費

人件費 850 972

退職給付費用 11 11

賞与引当金繰入額 32 72

減価償却費 340 284

租税公課 392 409

保険料 133 124

施設使用料 15 20

消耗品費 45 68

広告宣伝費 122 52

寄付金 － 254

その他 838 810

貸倒引当金繰入額 36 22

販売費及び一般管理費合計 2,738 2,997

営業利益 6,064 8,759

営業外収益

受取利息 36 33

有価証券利息 0 0

受取配当金 589 397

物品売却益 39 15

受取保険金 17 42

金利スワップ評価益 － 134

その他 144 201

営業外収益合計 829 826

営業外費用

支払利息 433 369

社債利息 373 246

金利スワップ評価損 160 －

その他 77 72

営業外費用合計 1,044 688

経常利益 5,849 8,897
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(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)

特別利益

固定資産売却益 79 168

投資損失引当金戻入額 20 20

貸倒引当金戻入額 358 645

特別利益合計 457 833

特別損失

固定資産売却損 14 6

固定資産除却損 230 136

減損損失 29 21

投資有価証券評価損 515 90

ゴルフ会員権評価損 5 11

特別損失合計 795 266

税引前当期純利益 5,511 9,464

法人税、住民税及び事業税 2,180 4,080

法人税等調整額 6 △377

法人税等合計 2,186 3,702

当期純利益 3,325 5,762
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(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 30,310 30,310

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 30,310 30,310

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 37,104 37,104

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 37,104 37,104

その他資本剰余金

前期末残高 3 2

当期変動額

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 2 2

資本剰余金合計

前期末残高 37,108 37,107

当期変動額

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 37,107 37,107

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 6,630 6,630

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,630 6,630

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金

前期末残高 8,328 8,294

当期変動額

固定資産圧縮積立金の積立 24 34

固定資産圧縮積立金の取崩 △58 △76

当期変動額合計 △34 △41

当期末残高 8,294 8,252

別途積立金

前期末残高 44,000 44,000

当期変動額

別途積立金の取崩 － －

当期変動額合計 － －

当期末残高 44,000 44,000

福山通運㈱(9075)　平成22年3月期決算短信

－45－



(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)

繰越利益剰余金

前期末残高 6,136 7,736

当期変動額

剰余金の配当 △1,804 △2,166

当期純利益 3,325 5,762

固定資産圧縮積立金の積立 △24 △34

固定資産圧縮積立金の取崩 58 76

別途積立金の取崩 － －

土地再評価差額金の取崩 45 1

当期変動額合計 1,599 3,639

当期末残高 7,736 11,375

利益剰余金合計

前期末残高 65,096 66,661

当期変動額

剰余金の配当 △1,804 △2,166

当期純利益 3,325 5,762

固定資産圧縮積立金の積立 － －

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

別途積立金の取崩 － －

土地再評価差額金の取崩 45 1

当期変動額合計 1,565 3,597

当期末残高 66,661 70,259

自己株式

前期末残高 △8,322 △10,275

当期変動額

自己株式の取得 △1,955 △8

自己株式の処分 2 1

当期変動額合計 △1,952 △7

当期末残高 △10,275 △10,282

株主資本合計

前期末残高 124,192 123,804

当期変動額

剰余金の配当 △1,804 △2,166

当期純利益 3,325 5,762

自己株式の取得 △1,955 △8

自己株式の処分 2 1

土地再評価差額金の取崩 45 1

当期変動額合計 △387 3,589

当期末残高 123,804 127,394
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(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)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 7,930 3,712

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,218 521

当期変動額合計 △4,218 521

当期末残高 3,712 4,233

土地再評価差額金

前期末残高 26,084 26,039

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △45 △1

当期変動額合計 △45 △1

当期末残高 26,039 26,038

評価・換算差額等合計

前期末残高 34,015 29,751

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,263 519

当期変動額合計 △4,263 519

当期末残高 29,751 30,271

純資産合計

前期末残高 158,207 153,556

当期変動額

剰余金の配当 △1,804 △2,166

当期純利益 3,325 5,762

自己株式の取得 △1,955 △8

自己株式の処分 2 1

土地再評価差額金の取崩 45 1

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,263 519

当期変動額合計 △4,651 4,109

当期末残高 153,556 157,666
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該当事項はありません。 

(4)【継続企業の前提に関する注記】
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①代表者の異動 

該当事項はありません。 

  

②その他の役員の異動（平成22年６月29日付予定） 

１．新任取締役候補 

取締役中部統括部長   池田 敦美（現 当社堺主管支店長） 

取締役グループ事業部長 濵野 健二（現 王子運送株式会社代表取締役社長） 

  

２．退任予定取締役 

専務取締役       佐藤 博司（当社常勤監査役就任予定） 

  

３．新任監査役候補者 

常勤監査役       佐藤 博司（現 当社専務取締役） 

  

４．退任予定監査役 

常勤監査役       門田 博年 

  

  

6. その他

 役員の異動
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