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1.  平成23年3月期の業績（平成22年4月1日～平成23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 ％

23年3月期 9,993 2.2 708 7.8 754 5.8 443 31.3
22年3月期 9,779 △6.3 657 8.8 712 9.1 337 △1.7

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 ％ ％ ％

23年3月期 80.78 ― 3.3 4.3 7.1
22年3月期 61.54 ― 2.6 4.2 6.7

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  ―百万円 22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

23年3月期 17,726 13,563 76.5 2,472.46
22年3月期 17,167 13,285 77.4 2,421.75

（参考） 自己資本   23年3月期  13,563百万円 22年3月期  13,285百万円

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

23年3月期 980 △1,547 △82 2,384
22年3月期 1,155 △1,105 △109 3,034

2.  配当の状況 

 

年間配当金 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 ％ ％

22年3月期 ― 7.50 ― 7.50 15.00 82 24.4 0.6
23年3月期 ― 7.50 ― 7.50 15.00 82 18.6 0.6

24年3月期(予想) ― 7.50 ― 7.50 15.00 17.8

3.  平成24年3月期の業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)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) 5,553 3.5 413 △10.8 428 △13.5 278 △4.1 50.79
通期 10,561 5.7 735 3.8 760 0.8 461 4.1 84.09



4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

（注）詳細は、添付資料23ページ「会計処理方法の変更」をご覧ください。 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

 

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） 23年3月期 5,749,000 株 22年3月期 5,749,000 株

② 期末自己株式数 23年3月期 263,230 株 22年3月期 263,131 株

③ 期中平均株式数 23年3月期 5,485,785 株 22年3月期 5,485,869 株

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
 この決算短信は、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査の手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表
に対する監査手続が実施中です。 

※ 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条件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、添付
資料2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。 
 
（決算補足説明資料の入手方法） 
決算補足説明資料（決算説明資料）は、当社ホームページに同日掲載しております。 
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(1）経営成績に関する分析 

①当期の経営成績  

先の東日本大震災により被災されました皆様に対して、心からお見舞申し上げます。  

 当事業年度におけるわが国経済は、足踏み状態から脱しつつありましたが、円高や中東情勢等の悪化で原油価格の

高騰に加えて、東日本大震災の発生により、景況は急速に冷え込む状況となりました。 

 当貨物自動車運送業界におきましては、国内経済の成熟化で受注競争が激化し、取扱輸送量の減少と収受運賃の低

迷に加えて、燃料費の継続的高騰や、大震災により、サプライチェーン（供給体制）が寸断され、生産活動が停滞

し、一層厳しい状況下となりました。 

 当社はこのような状況下、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）で受託した東部

北陸物流センター（富山県）が平成23年３月に竣工し、同年４月に開業する運びとなり、北陸３県と長野県の物流ネ

ットワークを一段と充実した体制とすることができましたので、北陸支店を開設いたしました。 

 さらに、同センターの特長は、製造から倉庫管理・輸送までを一元管理する物流システムを荷主と共同開発するこ

とができましたので、今後は物流システムの販売も視野に入れた営業開発を行ってまいります。 

この度の大震災につきまして、当社は人的被害、業務上支障が出る被害がありませんでしたので、同地域への緊急

支援物資輸送に参加するとともに、富山県砺波市を通じて義援金を寄贈いたしました。 

 加えて、平成23年２月に発生したニュージーランド地震で、富山県の方々が多数被災されておりますので、東部北

陸物流センター開設記念として、砺波市美術館において、『佐藤隆良 日本画 祈りのひかり』を荷主の協賛に加え

て、富山県と砺波市の後援もいただき開催することといたしました。 

 また、３ＰＬ事業の第２弾として、首都圏物流改革提案を荷主にさせていただきましたところ、採用が決定いたし

ましたので、東部海老名物流センター（神奈川県）土地面積35,102.0㎡（10,618.4坪）、建物床面積36,363.0㎡

（10,999.8坪）を平成23年２月に着工し、平成24年１月を竣工目途として提供させていただくことになりました。 

 不動産賃貸事業におきましても、草加施設を有効活用すべき営業活動を行っておりましたが、新テナントとの契約

が平成22年12月に整い、再開発をすることといたしました。 

以上の結果、当事業年度の売上高は、 千円（前年同期比2.2％増）となりました。営業利益につきまして

は、中距離輸送の受注が増加し、それに伴う燃料費や道路使用料が増加いたしましたが減価償却費の減少と一般管理

費等の削減効果により 千円（前年同期比7.8％増）となり、経常利益につきましても 千円（前年同期

比5.8％増）となりました。特別利益は、投資有価証券売却益30,890千円で、特別損失につきましては、草加施設再

開発に伴い老朽化した現有施設を撤去し、減損損失が22,190千円発生いたしましたが、当期純利益は 千円

（前年同期比31.3％増）となり、増収増益となりました。 

  

セグメントの業績は、次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 

1）石油輸送は、自動車保有台数の減少や、中東の政情不安から原油価格が高騰し、輸送量は減少いたしました

が、新輸送システムによる業務提携効果により微減収となりました。 

2）化成品輸送は、新興国向け出荷が堅調なうえ、国内企業の在庫調整が一巡し出荷量が増加し、大幅な増収とな

りました。 

3）セメント輸送は、首都圏のマンション販売が復調傾向で出荷量が増加したことに加え、大型公共工事輸送の受

注ができましたので増収となりました。 

この結果、バルク輸送部門の売上高は、前年同期比7.9％増となりました。  

清涼飲料、びん・容器輸送部門 

1）清涼飲料輸送は、昨年の猛暑効果がその後も続き、順調に輸送量は増加しておりましたが、この度の大震災で

生産工場等が被災した影響で出荷量が大幅に減少した事から通期で微減収となりました。 

2）びん・容器輸送は、長期間に亘り需要が低迷し、輸送量が減少しておりましたが、 近の焼酎や洋酒ブームが

反映し、底打ち感がでてまいりましたので微増収となりました。 

この結果、清涼飲料、びん・容器部門の売上高は、前年同期比0.1％減となりました。 

その他輸送部門 

同部門は小型車の複数荷主で構成されておりますが、取引先集中化を進めており、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0.6％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

1.5％増）となり、セグメント利益は 千円となりました。 

（商品販売事業） 

1）当事業の主力販売品である石油製品は、販売単価の上昇が続き、消費者の節約意識の高まりもあり、納入量が

減少し、減収となりました。 

2）セメント販売につきましても、設備投資が減少し受注競争が厳しい中、大口契約先と相次いで成約いたしまし

たので、大幅な増収となりました。 

１．経営成績

9,993,200

708,245 754,416

443,163

6,357,778

460,034
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3）車両販売等につきましては、販売単価の高額な大型車等が成約いたしましたので、大幅な増収となりました。

この結果、当事業の売上高は、 千円（前年同期比3.5％増）となり、セグメント利益は 千円と

なりました。  

（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、前期に新設開業した海老名施設の増収と、借上施設に

つきましても、寒川施設の新規提供があり、増収となりました。 

 この結果、当事業の売上高は、 千円（前年同期比3.3％増）となり、セグメント利益は 千円と

なりました。  

（その他事業） 

1）自動車整備業は、自家用車・事業用車とも減車傾向にある中、当社は技術力と小回りのきくサービスの両面で

高い評価を受け、受注車が増加し、増収となりました。 

2）損害保険代理業等につきましても、営業開発力を発揮し、新規顧客を獲得し、増収となりました。 

この結果、当事業の売上高は、 千円（前年同期比3.6％増）となり、セグメント利益は 千円とな

りました。  

なお、全事業で売上高は増収となりました。  

  

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、国内経済は緩やかな回復基調にありましたが、本年３月に発生した東日本大震災

が、今後の日本国内における民間設備投資の抑制、電力不足問題などで産業活動が減速し、日本経済全体に多大な影

響を及ぼすことが懸念され、予断を許さない状況となっております。 

当貨物自動車運送業界は、国内における総物流量の減少傾向が続き、依然として厳しい経営環境が続いており、震

災による影響も加わり競争が一段と激化するものと予想されます。 

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）事業の推進を堅持し、競

争力の強化を図ると共に、持続的成長を推し進めてまいります。また、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10,561,139千円（前年同期比5.7％増）、営業利益735,172

千円（同3.8％増）、経常利益760,540千円（同0.8％増）、当期純利益461,320円（同4.1％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、 千円（前事業年度末 千円）となり、 千円減少いたしま

した。 

主な要因は、現金及び預金が 千円減少した一方で、受取手形が 千円増加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、 千円（前事業年度末 千円）となり、 千円増加いた

しました。主な要因は、北陸物流センターの建設工事及び業務用車両の購入等により有形固定資産が 千

円、差入保証金の増加等により投資その他の資産が 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、資産合計で 千円（前事業年度末 千円）となり、 千円増加いたしまし

た。 

2,495,656 6,176

1,061,168 482,659

78,598 30,065

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 

 

 

 

 

6,357,778

2,495,656

1,061,168

78,598

％ 

 

 

 

 

63.6

25.0

10.6

0.8

合    計  9,993,200  100.0

3,595,422 4,576,349 980,926

1,059,735 65,238

14,130,796 12,591,436 1,539,360

1,094,795

408,852

17,726,218 17,167,785 558,433
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（流動負債） 

当事業年度末の流動負債は、 千円（前事業年度末 千円）となり、 千円増加いたしま

した。主な要因は、営業未払金が 千円、未払金が 千円それぞれ増加したことによるものでありま

す。 

（固定負債） 

当事業年度末の固定負債は、 千円（前事業年度末 千円）となり、 千円減少いたしまし

た。 

主な要因は、上場株式の時価評価差益等の減少により繰延税金負債が 千円減少したことによるものであり

ます。 

この結果、負債合計で 千円（前事業年度末 千円）となり、 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、 千円（前事業年度末 千円）となり、 千円増加いた

しました。主な要因は、利益剰余金が 千円増加した一方で、その他有価証券評価差額金が 千円減少

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 千円減少

し、 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、 千円（前年同期比15.2％減）となりました。主

な増加要因は、税引前当期純利益 千円、減価償却費 千円、仕入債務の増加額 千円などであ

り、主な減少要因は、売上債権の増加額 千円、その他資産の増加額 千円、その他負債の減少額

千円、法人税等の支払額 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、 千円（前年同期比40.0％増）となりました。

主な増加要因は、定期預金の払戻による収入 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 千円、差入保証金の差入による支出 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、 千円（前年同期比24.9％減）となりました。減少

要因は、配当金の支払額等であります。 

  

（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。 

1,489,153 1,148,060 341,093

95,692 231,844

2,673,740 2,734,325 60,585

50,878

4,162,894 3,882,386 280,508

13,563,324 13,285,399 277,925

360,876 82,889

649,735

2,384,970

980,279

765,846 527,644 158,710

61,212 35,834 27,167

325,127

1,547,665

410,000

1,425,237 500,000

82,349

  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 平成23年３月期

自己資本比率（％） 75.1 76.9 77.2 77.4 76.5 

時価ベースの自己資本比率

（％） 
29.2 23.9 17.1 19.2 17.8 

キャッシュ・フロー対有利子負

債比率（％） 
24.6 25.8 21.7 26.7 29.3 

インタレスト・カバレッジ・レ

シオ（倍） 
182.9 173.9 206.4 219.1 154.2 
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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 自然災害について 

地震、風水害などの自然災害により当社保有の賃貸商業設備、営業所、社員などに被害が発生し、当社に直

接的または間接的な影響を与える可能性があります。防災訓練、防災マニュアル等の災害対策について整備を

進めておりますが、被害を完全に回避できるものではなく、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性が

あります。 

④ 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。 

⑤ 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。 

⑥ 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。 

⑦ 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。 
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⑧ 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。 

⑨ 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。 

⑩ 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。 

⑪ 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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当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（東部ネットワーク株式会社）及び子会社１社により構成され

ており、貨物自動車運送事業、商品販売事業、不動産賃貸事業及びその他事業（自動車整備業、損保代理業等）を主

な事業内容としております。 

 当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。 

(1) 貨物自動車運送事業………当社及び子会社の相模新栄運送株式会社が行っております。 

 (2) 商品販売事業（石油製品の販売、セメントの販売、車両等の販売）……当社のみが行っております。 

(3) 不動産賃貸事業………当社のみが行っております。 

(4) その他事業 

自動車整備業等……当社のみが行っております。 

  

［事業系統図］ 

 以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。  

 
   

(1）会社の経営の基本方針 

当社は、「経営資源を 大限に活用し、顧客第一主義に徹するとともに、見た目で解る安全・輸送品質の向上と環

境に配慮し、社会との共生を図ること」を経営理念とし、その具現化に向けて以下を経営の基本方針としておりま

す。  

  

(2）目標とする経営指標 

当社は、業績の継続的拡大により企業価値を高め、適正な利益の確保と効率性の高い経営を目指し、持続的に発展

していくことが重要であると考え、以下を重要な経営指標としております。 

 売上高営業利益率 8.0％以上   売上高当期純利益率 5.0％以上   

  

(3）中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題 

（貨物自動車運送事業） 

生産の海外移転や高齢化により、国内市場は縮小化に伴い、業界の再編や事業統合が進むものと思われます。  

このような状況下、特徴ある事業展開をして新たな成長分野を創り成長していきたいと考えております。 

これらを具現化するため、以下の戦略課題に取り組んでまいります。  

① アウトソーシング化が高まっており、そのニーズを取り込むため、物流の『 適化提案営業』をスローガンと

して、製造から保管業務、輸送までの工程を一元化した『システム物流』を３ＰＬ事業として拡大を目指してま

いります。 

２．企業集団の状況

３．経営方針
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 ② 長期的成長と存在感のある企業を目指し、ローコスト・オペレーションを実践するために、大型化（トレーラ

ー化）の推進で複合輸送を強化し、ＴＬＳ（東部ロジスティクスシステム）を有効利用することで生産性の向上

と合理化を図ると共に、環境確保型経営を実行してまいります。 

③ 新輸送システムによって、季節変動する物量が売上高と利益を生む環境を生かし、荷主に安定的な商品輸送を

提供すると共に、新しい業務提携を創りあげながら新業務への開拓を推進してまいります。 

④ 企業規模拡大のため企業買収（Ｍ＆Ａ）も視野に入れ活動をしてまいります。 

⑤ 見た目で解る物流の商品化を実行してまいります。  

（商品販売事業）  

得意先の販売協力の一助としております石油製品、セメント販売が主力の商品となっておりますので、新たにＩＴ

におけるシステム販売を育成・強化してまいります。  

（不動産賃貸事業）  

自社施設の有効活用を主たる業務として活動してまいりましたが、３ＰＬ事業の拡大を実行していくうえで必要な

情報を早期に入手できる体制の確保と経費節減効果を発揮する不動産仲介業への進出をいたします。 

以上から物流業界は大きな変革期に入っております。一方でこの変革期は大きなチャンスが存在しておりますの

で、積極的な事業活動が新たな成長を生むものと確信しておりますので、目標に向かって邁進していく所存でありま

す。  
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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22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,444,705 2,384,970

受取手形 24,878 90,116

営業未収入金 953,724 949,698

有価証券 － 20,000

原材料及び貯蔵品 25,775 28,791

前払費用 56,030 57,544

繰延税金資産 52,445 49,243

その他 22,054 18,514

貸倒引当金 △3,264 △3,458

流動資産合計 4,576,349 3,595,422

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※1  5,701,132 ※1  6,466,614

減価償却累計額 △2,747,956 △2,843,515

建物（純額） ※1  2,953,175 ※1  3,623,098

構築物 ※1  835,872 ※1  958,267

減価償却累計額 △586,245 △574,868

構築物（純額） ※1  249,626 ※1  383,398

機械及び装置 288,895 285,768

減価償却累計額 △235,226 △228,531

機械及び装置（純額） 53,668 57,237

車両運搬具 ※2  3,687,086 ※2  3,950,133

減価償却累計額 △3,297,543 △3,494,775

車両運搬具（純額） ※2  389,542 ※2  455,357

工具、器具及び備品 203,924 218,828

減価償却累計額 △163,073 △179,679

工具、器具及び備品（純額） 40,850 39,149

土地 ※1,3  7,314,218 ※1,3  7,560,765

建設仮勘定 34,920 11,791

有形固定資産合計 11,036,003 12,130,799

無形固定資産   

ソフトウエア 158,064 109,418

ソフトウエア仮勘定 － 84,000

その他 10,909 11,267

無形固定資産合計 168,973 204,686

投資その他の資産   

投資有価証券 927,229 707,739

関係会社株式 22,102 22,102
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

長期前払費用 13,857 28,186

長期預金 － 100,000

差入保証金 411,475 925,692

その他 11,799 11,595

貸倒引当金 △5 △4

投資その他の資産合計 1,386,458 1,795,311

固定資産合計 12,591,436 14,130,796

資産合計 17,167,785 17,726,218

負債の部   

流動負債   

支払手形 18,448 81,466

営業未払金 555,357 651,050

未払金 10,741 242,585

未払費用 163,621 155,872

未払法人税等 178,755 165,196

未払消費税等 19,480 －

前受金 90,429 92,506

預り金 7,803 7,265

賞与引当金 79,147 69,748

役員賞与引当金 20,500 22,020

割賦利益繰延 3,775 1,441

流動負債合計 1,148,060 1,489,153

固定負債   

預り建設協力金 317,934 296,526

繰延税金負債 1,323,121 1,272,242

再評価に係る繰延税金負債 ※3  148,692 ※3  148,692

退職給付引当金 5,030 5,440

役員退職慰労引当金 76,800 85,300

長期前受金 66,113 61,153

長期預り保証金 ※1  796,633 ※1  802,787

資産除去債務 － 1,597

固定負債合計 2,734,325 2,673,740

負債合計 3,882,386 4,162,894
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23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 1,855,638 1,841,603

別途積立金 10,052,160 10,252,160

繰越利益剰余金 664,300 839,211

利益剰余金合計 12,661,510 13,022,386

自己株式 △194,894 △194,955

株主資本合計 13,547,370 13,908,184

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 193,395 110,506

土地再評価差額金 ※3  △455,366 ※3  △455,366

評価・換算差額等合計 △261,971 △344,860

純資産合計 13,285,399 13,563,324

負債純資産合計 17,167,785 17,726,218
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高   

営業収益   

運送収入 6,264,891 6,357,778

不動産賃貸収入 1,027,150 1,061,168

その他の事業収入 75,853 78,598

営業収益合計 7,367,895 7,497,544

商品売上高 2,411,424 2,495,656

売上高合計 9,779,319 9,993,200

売上原価   

営業原価   

運送事業費 5,766,435 5,829,393

不動産賃貸費用 544,714 574,562

その他の事業費用 41,779 41,906

営業原価合計 6,352,929 6,445,862

商品売上原価 2,388,598 2,479,798

売上原価合計 8,741,528 8,925,660

売上総利益 1,037,791 1,067,540

割賦売上利益調整   

割賦販売未実現利益戻入額 4,098 2,388

割賦販売未実現利益繰入額 2,388 933

割賦売上利益調整額 1,710 1,454

差引売上総利益 1,039,501 1,068,994

販売費及び一般管理費   

役員報酬 58,260 57,900

給料及び手当 105,830 97,495

賞与 11,966 11,929

賞与引当金繰入額 6,940 7,237

役員賞与引当金繰入額 20,500 22,020

退職給付費用 2,583 2,521

役員退職慰労引当金繰入額 8,100 8,500

法定福利費 23,171 22,681

福利厚生費 3,480 3,551

減価償却費 30,886 21,859

租税公課 18,182 19,660

支払手数料 35,946 34,135

貸倒引当金繰入額 － 192

その他 56,521 51,064

販売費及び一般管理費合計 382,367 360,749

営業利益 657,133 708,245
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

営業外収益   

受取利息 3,349 1,699

有価証券利息 252 252

受取配当金 19,685 21,502

車両賃貸料 10,022 994

受取割戻金 2,672 2,877

受取事務手数料 ※1  5,793 ※1  5,739

受取保険金 6,000 2,000

補助金収入 1,678 13,162

その他 11,580 5,570

営業外収益合計 61,034 53,797

営業外費用   

支払利息 5,273 6,358

貸与資産減価償却費 － 1,266

その他 1 2

営業外費用合計 5,274 7,627

経常利益 712,893 754,416

特別利益   

固定資産売却益 ※2  9,102 ※2  3,968

投資有価証券売却益 － 30,890

貸倒引当金戻入額 274 －

特別利益合計 9,376 34,859

特別損失   

固定資産売却損 ※3  2,623 ※3  4

固定資産除却損 ※4  146 ※4  33

投資有価証券評価損 78,088 －

減損損失 ※5  － ※5  22,190

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,200

特別損失合計 80,858 23,428

税引前当期純利益 641,411 765,846

法人税、住民税及び事業税 307,820 314,407

法人税等調整額 △4,012 8,276

法人税等合計 303,808 322,683

当期純利益 337,602 443,163
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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21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23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    1,910,965  33.1   1,834,706  31.5

(うち賞与引当金繰入
額)   (71,597)  (62,020)

(うち退職給付費用)   (17,824)  (15,955)

Ⅱ 経費    

傭車料    2,163,376  2,203,230

減価償却費    476,547  356,289

その他    1,215,546  3,855,469  66.9  1,435,166  3,994,686  68.5

営業原価    5,766,435  100.0   5,829,393  100.0

    
前事業年度

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23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    127,889  147,454

賃貸用施設借上料    321,105  332,304

その他    95,719  544,714  100.0  94,803  574,562  100.0

営業原価    544,714  100.0   574,562  100.0

東部ネットワーク㈱（9036）平成23年3月期決算短信［日本基準］（非連結）

－ 14 －



(3）その他の事業費用 

２ 商品売上原価 

    
前事業年度

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23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          16,604  39.7        16,056  38.3

(うち賞与引当金繰入
額)         (609)             (490)      

(うち退職給付費用)         (221)             (182)      

Ⅱ 経費                                      

減価償却費    900              775            

その他    24,274  25,175  60.3  25,074  25,849  61.7

営業原価          41,779  100.0        41,906  100.0

    
前事業年度

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23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    2,388,598  2,479,798

合計    2,388,598  2,479,798

Ⅲ 期末商品棚卸高   － －

商品売上原価    2,388,598  2,479,798
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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 197 197

当期変動額   

当期変動額合計 － －

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   

当期変動額合計 － －

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 1,869,474 1,855,638

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △13,836 △14,034

当期変動額合計 △13,836 △14,034

当期末残高 1,855,638 1,841,603

別途積立金   

前期末残高 9,852,160 10,052,160

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
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当期末残高 10,052,160 10,252,160

繰越利益剰余金   

前期末残高 618,193 664,300

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 13,836 14,034

別途積立金の積立 △200,000 △200,000

剰余金の配当 △109,717 △82,287

当期純利益 337,602 443,163

土地再評価差額金の取崩 4,385 －

当期変動額合計 46,107 174,910

当期末残高 664,300 839,211

利益剰余金合計   

前期末残高 12,429,239 12,661,510

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △109,717 △82,287

当期純利益 337,602 443,163

土地再評価差額金の取崩 4,385 －

当期変動額合計 232,271 360,876

当期末残高 12,661,510 13,022,386

自己株式   

前期末残高 △194,894 △194,894

当期変動額   

自己株式の取得 － △61

当期変動額合計 － △61

当期末残高 △194,894 △194,955

株主資本合計   

前期末残高 13,315,099 13,547,370

当期変動額   

剰余金の配当 △109,717 △82,287

当期純利益 337,602 443,163

自己株式の取得 － △61

土地再評価差額金の取崩 4,385 －

当期変動額合計 232,271 360,814

当期末残高 13,547,370 13,908,184
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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 103,925 193,395

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 89,469 △82,889

当期変動額合計 89,469 △82,889

当期末残高 193,395 110,506

土地再評価差額金   

前期末残高 △450,981 △455,366

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 △455,366 △455,366

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △347,055 △261,971

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 85,083 △82,889

当期変動額合計 85,083 △82,889

当期末残高 △261,971 △344,860

純資産合計   

前期末残高 12,968,044 13,285,399

当期変動額   

剰余金の配当 △109,717 △82,287

当期純利益 337,602 443,163

自己株式の取得 － △61

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） 85,083 △82,889

当期変動額合計 317,354 277,925

当期末残高 13,285,399 13,563,324
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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21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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 641,411 765,846

減価償却費 636,223 527,644

減損損失 － 22,190

貸倒引当金の増減額（△は減少） △274 192

賞与引当金の増減額（△は減少） 684 △9,398

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △2,800 1,520

退職給付引当金の増減額（△は減少） 534 410

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △16,000 8,500

受取利息及び受取配当金 △23,286 △23,454

支払利息 5,273 6,358

投資有価証券売却損益（△は益） － △30,890

固定資産売却損益（△は益） △6,478 △3,963

固定資産除却損 146 33

投資有価証券評価損益（△は益） 78,088 －

売上債権の増減額（△は増加） 85,004 △61,212

仕入債務の増減額（△は減少） △60,659 158,710

預り保証金の増減額（△は減少） 25,867 6,154

未払消費税等の増減額（△は減少） 12,004 △17,863

その他の資産の増減額（△は増加） △23,411 △35,834

その他の負債の増減額（△は減少） 80,507 △27,167

小計 1,432,834 1,287,774

利息及び配当金の受取額 23,601 23,991

利息の支払額 △5,273 △6,358

法人税等の支払額 △295,781 △325,127

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,155,380 980,279

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 △400,000 △100,000

定期預金の払戻による収入 400,000 410,000

有形固定資産の取得による支出 △1,079,221 △1,425,237

有形固定資産の売却による収入 19,393 8,429

無形固定資産の取得による支出 △44,360 △31,950

投資有価証券の取得による支出 △1,356 △1,334

投資有価証券の売却による収入 － 92,872

貸付けによる支出 △3,520 △4,630

貸付金の回収による収入 3,543 4,184

差入保証金の差入による支出 － △500,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,105,523 △1,547,665
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

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 － △61

配当金の支払額 △109,717 △82,287

財務活動によるキャッシュ・フロー △109,717 △82,349

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △59,859 △649,735

現金及び現金同等物の期首残高 3,094,565 3,034,705

現金及び現金同等物の期末残高 ※  3,034,705 ※  2,384,970
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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

(6）重要な会計方針

項目 
前事業年度

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23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。  

(1）満期保有目的の債券 

同左 

  (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。 

(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。  

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21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23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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(7）会計処理方法の変更

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

────── （資産除去債務に関する会計基準の適用） 

   当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基準」

（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び「資産除

去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第21号 平成20年３月31日）を適用しております。 

 これにより、営業利益、経常利益はそれぞれ132千円、

税引前当期純利益は1,333千円減少しております。 

また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変

動額は1,576千円であります。  

(8）財務情報に関する注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成22年３月31日） 

当事業年度 
（平成23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      千円50,498

構築物         5,308

土地    347,150

計  402,957

建物      千円47,250

構築物         4,985

土地    347,150

計  399,386

(ロ）上記に対応する債務 (ロ）上記に対応する債務 

※２．国庫補助金等の受入れにより、車両運搬具の取得

価額から控除している圧縮記帳額は21,600千円であ

ります。  

長期預り保証金      千円188,641

※２．               ────── 

長期預り保証金      千円188,641

※３．「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。 

※３．「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 千円6,161,290

・再評価後の帳簿価額 千円5,854,616

・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 千円

（うち賃貸等不動産1,105,530千円）でありま

す。  

1,753,288

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

（うち賃貸等不動産 千円）でありま

す。  

1,872,833

1,175,587
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（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23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 千円 4,800 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 千円でありま

す。 

9,102 ※２．固定資産売却益は、車両運搬具 千円でありま

す。 

3,968

※３．固定資産売却損は、車両運搬具 千円、土地

千円であります。                

2,413

209

※３．固定資産売却損は、車両運搬具4千円であります。 

※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       千円 53

構築物          1

機械及び装置          63

工具、器具及び備品          28

計           146

構築物       千円 8

工具、器具及び備品        24

計            33

※５．       ────── ※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。 

  当社は、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。 

 草加施設の再開発による建替えが決定されたことに

伴い、除却する固定資産については帳簿価額を全額減

額とし、当該減少額と既存建物等の解体費用を特別損

失に計上しております。 

なお、減損損失の内訳は、建物11,630千円、構築物

3,744千円、機械及び装置1,389千円、解体費用5,426

千円であります。        

場所 用途 種類 金額(千円)

埼玉県 

草加市 

不動産賃貸

施設 
建物、構築物等 22,190 
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前事業年度（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 

（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  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22年４月１日 至平成23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．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（注）   263  0  －  263

合計  263  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22年６月29日 

定時株主総会 
普通株式  41,144  7.50 平成22年３月31日 平成22年６月30日 

平成22年11月５日 

取締役会 
普通株式  41,143  7.50 平成22年９月30日 平成22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23年６月28日 

定時株主総会 
普通株式  41,143 利益剰余金  7.50 平成23年３月31日 平成23年６月29日
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前事業年度（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。 

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。 

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。  

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。   

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23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22年３月31日現在） （平成23年３月31日現在） 

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

現金及び預金勘定      千円2,384,970

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金 
 －

現金及び現金同等物       2,384,970

（リース取引関係）

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23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

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1,214,676

合計 千円1,292,832

（金融商品関係）
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（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。  

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。 

  

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。 

なお、上表には、関係会社株式（22,102千円）を含めております。  

  

  
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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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 
  

  

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。 

  

当事業年度（自平成22年４月１日 至平成23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。 

有価証券及び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。 

差入保証金は、不動産の賃貸借契約等に基づく金銭の差入であり、差入先の信用リスクに晒されておりま

す。 

当該リスクについては、相手先の状況を定期的にモニタリングし、財務状況の悪化等の早期把握によりリス

ク軽減を図っております。  

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。 

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。  

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。   

  
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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（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36.8％は特定の大口顧客に対するものであります。  

２．金融商品の時価等に関する事項 

 平成23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）有価証券及び投資有価証券 

 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。 

  

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）有

価証券及び投資有価証券」には含めておりません。また、差入保証金についても市場価格がなく、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、時価開示の対象とはしておりません。 

なお、上表には、関係会社株式（22,102千円）を含めております。  

  

  
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  2,384,970  2,384,970  －

(2）営業未収入金  949,698  949,698  －

(3）有価証券及び投資有価証券    

① 満期保有目的の債券  20,000    20,078    78

② その他有価証券  677,699    677,699    －

 資産計  4,032,368  4,032,446  78

(1）営業未払金  651,050  651,050  －

(2）預り建設協力金  296,526  301,840  5,313

(3）長期預り保証金  802,787  768,765  △34,022

負債計  1,750,364  1,721,656  △28,708

区分  貸借対照表計上額（千円） 

(1）非上場株式  52,142

(2）差入保証金  925,692
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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 
  

  

４．預り建設協力金の決算日後の返済予定額 
  

 前事業年度（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 関係会社株式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．減損処理を行った有価証券（その他有価証券） 

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。 

  

  
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  2,381,019  －  －  －

営業未収入金  949,698  －  －  －

有価証券及び投資有価証券         

 満期保有目的の債券        

社債  20,000  －  －  －

合計  3,350,717  －  －  －

  
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 21,851 92,040 123,085 59,548 

（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  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
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 当事業年度（平成23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 関係会社株式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）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。  

  

４．当事業年度中に売却したその他有価証券（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日）  

  

前事業年度（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。 

当事業年度（自平成22年４月１日 至平成23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。  

前事業年度（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22年４月１日 至平成23年３月31日） 

 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  20,078  78

小計  20,000  20,078  78

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  20,078  78

  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  443,192  238,384  204,808

小計  443,192  238,384  204,808

貸借対照表計上額が

取得原価を超えない

もの 

株式  234,506  254,212  △19,705

小計  234,506  254,212  △19,705

合計  677,699  492,596  185,103

種類 売却額（千円）
売却益の合計額

（千円） 
売却損の合計額

（千円） 

株式    92,872  30,890 －

（デリバティブ取引関係）

（持分法損益等）
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前事業年度（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、取引金額及び期末残高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。  

  

当事業年度（自平成22年４月１日 至平成23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、取引金額及び期末残高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） 

個人主要

株主  
中村 亘宏 － － 当社相談役

（被所有）

直接25.8 
当社相談役

相談役報酬

の支払  
 12,800

未払金 

未払費用 
6,900

3,900

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 
当社相談役

相談役報酬

の支払  
 13,200

未払金 

未払費用 
7,800

3,900

東部ネットワーク㈱（9036）平成23年3月期決算短信［日本基準］（非連結）

－ 33 －



（税効果会計関係）

前事業年度 
（平成22年３月31日） 

当事業年度 
（平成23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 1,317

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

繰延税金資産  

貸倒引当金 1,395

賞与引当金 28,108

退職給付引当金 2,192

役員退職慰労引当金 34,375

減損損失 2,186

未払事業税 13,007

未払事業所税 306

一括償却資産 747

投資有価証券評価損 31,469

土地再評価差額金 967,576

その他 30,554

繰延税金資産小計 1,111,921

評価性引当額 △306,532

繰延税金資産計 805,389

繰延税金負債     

固定資産圧縮積立金 △1,243,159

その他有価証券評価差額金 △74,596

土地再評価差額金 △843,987

その他 △15,337

繰延税金負債計 △2,177,080

繰延税金資産（負債）の純額 △1,371,691

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 
 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

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であるた

め注記を省略しております。 
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 前事業年度（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22年４月１日 至平成23年３月31日） 

 該当事項はありません。  

前事業年度（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22年４月１日 至平成23年３月31日） 

 該当事項はありません。  

当事業年度末（平成23年３月31日） 

  

 資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの  

イ 当該資産除去債務の概要  

厚木物流センターの不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。  

ロ 当該資産除去債務の金額の算定方法  

 使用見込期間を取得から10年と見積り、割引率は1.36％を使用して資産除去債務の金額を計算しておりま

す。 

 ハ 当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減 

  

  

（注）当事業年度より「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び

「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を

適用したことによる期首時点における残高であります。  

（退職給付関係）

  
前事業年度

（平成22年３月31日） 
当事業年度 

（平成23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) 

  

  千円△5,030

 －

 △5,030

  

  千円△5,440

 －

 △5,440

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20,629

 4,239

 16,389

千円18,659

 1,914

 16,745

（ストック・オプション等関係）

（企業結合等関係）

（資産除去債務関係）

期首残高（注） 千円1,576

時の経過による調整額  21

期末残高  1,597
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前事業年度（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、減少額は海老名市に

対する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。  

  

（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 6,179,787

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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当事業年度（自 平成22年４月１日 至 平成23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、主な増加額は東部北陸物流センター新設に伴う用地及び建設工事等（1,478,136千

円）、草加施設用地の追加取得(68,452千円)であり、減少額は草加施設建替えによる減損損失（15,374千

円）、減価償却費（142,278千円）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、適切に市場価格を反映していると考えられる指標を用いて

自社で算定した金額によっております。 

また、当事業年度において新規取得したものについては、時価の変動が軽微であると考えられるため、貸

借対照表計上額をもって時価としております。  

  

また、賃貸等不動産に関する平成23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、草加施設建替え関連の減損損失であり「特別損失」に計上されております。   

  

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 

 6,776,907 1,394,309 8,171,217 7,484,966

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 

 657,806 237,044 420,761 △22,190
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当事業年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

１．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源

の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

当社は、本社に営業本部と管理本部を置き、製品・サービスを扱う各事業部門を統括管理し、新規事業の開発

等、包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

したがいまして、当社は、営業本部を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「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」の４つを報告セグメントとしておりま

す。 

「貨物自動車運送事業」は、当社の主たる事業として、関東圏を中心に東北圏から近畿圏に輸送ネットワークを

持ち、各種製品の輸送サービスを提供しております。「商品販売事業」は、主に石油製品、セメント及び車両等の

販売をしております。「不動産賃貸事業」は、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提供して

おります。「その他事業」は、自動車整備業及び損保代理業等であります。自動車整備業は、自社整備工場を保有

し、民間車検、車両修理・整備等のサービスを提供しております。 

   

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法  

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「重要な会計方針」における記載と同一であります。  

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。 

  

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

前事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

（注）１．調整額は、以下のとおりであります。 

（1）セグメント利益の調整額△279,075千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用で、報告セグ

メントに帰属しない一般管理費であります。 

（2）セグメント資産の調整額4,708,710千円は、各報告セグメントに帰属しない全社資産で、主に預金及び

本社に係る固定資産であります。  

（3）減価償却費の調整額30,886千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。 

（4）有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額15,163千円は、本社保有車両等の取得であります。

２．報告セグメント利益の合計額は、財務諸表計上額（営業利益）と一致しております。   

（セグメント情報等）

ａ．セグメント情報

  （単位：千円）

  

報告セグメント
調整額 
（注）１  

財務諸表計
上額 
（注）２ 

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 計 

売上高               

外部顧客への売上高  6,264,891  2,411,424  1,027,150  75,853  9,779,319  －  9,779,319

計  6,264,891  2,411,424  1,027,150  75,853  9,779,319  －  9,779,319

セグメント利益  417,602  13,017  478,397  27,192  936,209  △279,075  657,133

セグメント資産   4,964,993  306,648  7,152,723  34,709  12,459,074  4,708,710 17,167,785

その他の項目                                          

減価償却費  476,547  －  127,889  900  605,337  30,886  636,223

有形固定資産及び無形固定

資産の増加額  
 488,224  －  587,917  －  1,076,142  15,163  1,091,306
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当事業年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

（注）１．調整額は、以下のとおりであります。 

（1）セグメント利益の調整額△270,690千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用で、報告セグ

メントに帰属しない一般管理費であります。 

（2）セグメント資産の調整額3,512,387千円は、各報告セグメントに帰属しない全社資産で、主に預金及び

本社に係る固定資産であります。  

（3）減価償却費の調整額21,859千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。 

（4）有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額915千円は、本社建物の設備投資等であります。  

２．報告セグメント利益の合計額は、財務諸表計上額（営業利益）と一致しております。 

  

前事業年度（自  平成21年４月１日  至  平成22年３月31日） 

１．地域ごとの情報 

(1）売上高 

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。   

  

(2）有形固定資産 

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。  

  

２．主要な顧客ごとの情報 

(単位：千円)

  

  （単位：千円）

  

報告セグメント
調整額 
（注）１ 

財務諸表計
上額 
（注）２ 

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 

計

売上高               

外部顧客への売上高  6,357,778  2,495,656  1,061,168  78,598  9,993,200  －  9,993,200

計  6,357,778  2,495,656  1,061,168  78,598  9,993,200  －  9,993,200

セグメント利益  460,034  6,176  482,659  30,065  978,935  △270,690  708,245

セグメント資産   4,684,805  380,261  9,095,980  52,783  14,213,831  3,512,387 17,726,218

その他の項目                                          

減価償却費  356,289  －  147,454  775  504,518  21,859  526,378

有形固定資産及び無形固定

資産の増加額  
 407,408  －  1,266,715  840  1,674,963  915  1,675,878

ｂ．関連情報

顧客の氏名又は名称  売上高  関連するセグメント名  

コカ・コーライーストジャパンプロダクツ株式会社  1,709,928 貨物自動車運送事業  

セントラルジャパンロジスティックス株式会社   1,480,408 貨物自動車運送事業 

山村倉庫株式会社   1,332,905 貨物自動車運送事業 
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当事業年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

１．地域ごとの情報 

(1）売上高 

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。   

  

(2）有形固定資産 

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。  

  

２．主要な顧客ごとの情報 

(単位：千円)

  

前事業年度（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22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

（単位：千円）

  

  

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22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

   

前事業年度（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22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

（追加情報）  

当事業年度（自平成22年４月１日 至平成23年３月31日）  

当事業年度より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３月27

日）及び「セグメント情報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20号 平成20年

３月21日）を適用しております。 

  

顧客の氏名又は名称  売上高  関連するセグメント名  

コカ・コーライーストジャパンプロダクツ株式会社  1,590,503 貨物自動車運送事業  

セントラルジャパンロジスティックス株式会社   1,586,203 貨物自動車運送事業 

山村倉庫株式会社   1,369,853 貨物自動車運送事業 

ｃ．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

  
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 全社・消去  合計  

減損損失   － － 22,190 －  － 22,190

ｄ．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

ｅ．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
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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株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

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

１株当たり純資産額 円 銭 2,472 46

１株当たり当期純利益金額 円 銭 80 78

 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21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

当期純利益（千円）  337,602  443,163

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）  337,602  443,163

期中平均株式数（株）  5,485,869  5,485,785

（重要な後発事象）
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(1）役員の異動 

① 代表取締役の異動  

該当事項はありません。 

  

② その他の役員の異動  

・新任監査役候補  

非常勤監査役（社外監査役） 野口 誠 （現 みずほファクター株式会社常務取締役）     

・退任予定監査役  

非常勤監査役（社外監査役） 内田晃彦 

  

③ 就任予定日 

平成23年6月28日   

  

 (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。 

５．その他

事業区分 

前事業年度
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23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  1,117  1,223,781  1,024  1,320,996

清涼飲料、びん・容器輸

送部門 
 1,521  4,955,304  1,599  4,951,493

その他輸送部門  －  85,806  －  85,288

小計  2,638  6,264,891  2,623  6,357,778

商品販売事業  －  2,411,424  －  2,495,656

不動産賃貸事業  －  1,027,150  －  1,061,168

その他事業  

自動車整備部門等  －  75,853  －  78,598

合計  2,638  9,779,319  2,623  9,993,200

区分 

前事業年度
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

金額（千円） 委託比率(％) 金額（千円） 委託比率(％)

傭車料  2,163,376  34.5  2,203,230  34.7
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② 主要顧客別売上高状況  

（注） 売上高には、消費税等は含まれておりません。  

相手先 

前事業年度
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23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 
 1,709,928  17.5  1,590,503  15.9

セントラルジャパンロジスティ

ックス株式会社 
 1,480,408  15.1  1,586,203  15.9

山村倉庫株式会社  1,332,905  13.6  1,369,853  13.7
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