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１．訂正の経緯 

当社は、平成25年6月下旬に滞留債権の回収進捗について確認を行ったところ、過去の架空売上計上

及び取引業者を利用した着服の疑いが生じたことから、平成25年7月12日付で調査委員会を設置し、調

査を進めてまいりました。その結果、過年度の架空売上計上及び取引業者を利用した着服が行われてい

ることが判明し、連結財務諸表及び財務諸表に含まれる不適切な会計処理を訂正することと致しまし

た。 

  

２．会計処理 

連結財務諸表及び財務諸表において過大に計上されていた「営業収益」及び「営業原価」を修正する

とともに、架空売上・着服に係る債権の修正等、必要と認められる修正を行いました。 

これらの決算訂正により、当社が平成25年６月18日に提出致しました第42期（自平成24年４月1日

至平成25年３月31日）に係る有価証券報告書の一部を訂正する必要が生じましたので、金融商品取引法

第24条の２第１項の規定に基づき、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。 

なお、訂正後の連結財務諸表及び財務諸表につきましては、有限責任監査法人トーマツにより監査を

受けており、その監査報告書を添付しております。 

また、連結財務諸表及び財務諸表の記載内容に係る訂正箇所については、XBRLの修正も行いましたの

で併せて修正後のXBRL形式のデータ一式（表示情報ファイルを含む）を提出致します。 

１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】



  

第一部 企業情報 

第１ 企業の概況 

１ 主要な経営指標等の推移 

（１）連結経営指標等 

（２）提出会社の経営指標等 

第２ 事業の状況 

１ 業績等の概要 

（１）業績 

（２）キャッシュ・フローの状況 

２ 営業収益の状況 

７ 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 

（１）重要な会計方針及び見積り 

②繰延税金資産の回収可能性 

（２）経営成績の分析及び時期の見通し 

経営成績の分析 

②営業利益 

③営業外損益 

（３）財政状態の分析 

第５ 経理の状況 

１ 連結財務諸表等 

（１）連結財務諸表 

①連結貸借対照表 

②連結損益及び包括利益計算書 

③連結株主資本等変動計算書 

④連結キャッシュ・フロー計算書 

注記事項 

（金融商品関係） 

（税効果会計関係） 

（セグメント情報等） 

セグメント情報 

（１株当たり情報） 

（２）その他 

２ 【訂正事項】



  
２ 財務諸表等 

（１）財務諸表 

①貸借対照表 

②損益計算書 

営業原価明細書 

③株主資本等変動計算書 

注記事項 

（損益計算書関係） 

（税効果会計関係） 

（１株当たり情報） 

④附属明細表 

引当金明細表 

（２）主な資産及び負債の内容 

③売掛金 

  

訂正箇所は  を付して表示しております。 

  

３ 【訂正箇所】



  

 （訂正前） 

第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

回次 第38期 第39期 第40期 第41期 第42期

決算年月 平成21年３月 平成22年３月 平成23年３月 平成24年３月 平成25年３月

営業収益 (百万円) 79,190 78,273 85,565 89,935 89,319

経常利益 (百万円) 3,945 5,023 6,045 6,552 6,332

当期純利益 (百万円) 1,674 2,396 2,836 3,423 3,337

包括利益 (百万円) ― ― 3,241 3,951 3,906

純資産額 (百万円) 19,124 21,566 24,826 28,382 31,872

総資産額 (百万円) 75,066 81,158 85,283 85,164 87,577

１株当たり純資産額 (円) 1,983.94 2,245.82 2,554.02 2,929.91 3,300.23

１株当たり当期純利益 (円) 200.47 286.92 339.57 409.84 399.51

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 22.1 23.1 25.0 28.7 31.5

自己資本利益率 (％) 10.5 13.6 14.1 14.9 12.8

株価収益率 (倍) 8.4 8.5 7.1 7.0 9.8

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 3,589 3,700 5,667 6,363 5,343

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △2,765 △827 △2,968 △206 △1,875

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △999 △1,554 △2,253 △5,800 △2,745

現金及び現金同等物 
の期末残高

(百万円) 1,911 3,229 3,674 4,030 4,753

従業員数 
〔外、平均臨時 
雇用者数〕

(名)
3,543 3,861 4,114 4,054 4,062

〔4,767〕 〔5,385〕 〔5,559〕 〔5,992〕 〔6,343〕



  
（訂正後） 

回次 第38期 第39期 第40期 第41期 第42期

決算年月 平成21年３月 平成22年３月 平成23年３月 平成24年３月 平成25年３月

営業収益 (百万円) 79,190 78,273 85,225 89,718  88,943 

経常利益 (百万円) 3,945 5,023 5,705 6,336  5,956

当期純利益 (百万円) 1,674 2,396 2,563 3,275 3,101

包括利益 (百万円) ― ― 2,968 3,803 3,670

純資産額 (百万円) 19,124 21,566 24,553 27,961 31,215

総資産額 (百万円) 75,066 81,158 85,010 84,744 86,920

１株当たり純資産額 (円) 1,983.94 2,245.82 2,521.36 2,879.58 3,221.62

１株当たり当期純利益 (円) 200.47 286.92 306.90 392.18 371.24

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 22.1 23.1 24.8 28.4 31.0

自己資本利益率 (％) 10.5 13.6 12.9 14.5 12.2

株価収益率 (倍) 8.4 8.5 7.8 7.3 10.5

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 3,589 3,700 5,667 6,363 5,343

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △2,765 △827 △2,968 △206 △1,875

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △999 △1,554 △2,253 △5,800 △2,745

現金及び現金同等物 
の期末残高

(百万円) 1,911 3,229 3,674 4,030 4,753

従業員数 
〔外、平均臨時 
雇用者数〕

(名)
3,543 3,861 4,114 4,054 4,062

〔4,767〕 〔5,385〕 〔5,559〕 〔5,992〕 〔6,343〕



  

 （訂正前） 

(2) 提出会社の経営指標等

回次 第38期 第39期 第40期 第41期 第42期

決算年月 平成21年３月 平成22年３月 平成23年３月 平成24年３月 平成25年３月

営業収益 (百万円) 28,015 29,666 31,576 34,172 34,691

経常利益 (百万円) 2,719 3,325 3,653 4,202 4,058

当期純利益 (百万円) 1,509 1,935 2,020 2,425 2,523

資本金 (百万円) 4,045 4,045 4,045 4,045 4,045

発行済株式総数 (株) 8,356,000 8,356,000 8,356,000 8,356,000 8,356,000

純資産額 (百万円) 15,453 17,153 18,925 21,049 23,286

総資産額 (百万円) 24,678 26,286 29,877 30,786 32,378

１株当たり純資産額 (円) 1,849.88 2,053.45 2,265.59 2,519.90 2,787.76

１株当たり配当額 
(内１株当たり 
中間配当額)

(円) 30.00 32.00 36.00 38.00 40.00

(円) (15.00) (16.00) (17.00) (19.00) (20.00)

１株当たり当期純利益 (円) 180.66 231.71 241.83 290.37 302.12

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 62.6 65.3 63.3 68.4 71.9

自己資本利益率 (％) 10.2 11.9 11.2 12.1 11.4

株価収益率 (倍) 9.4 10.6 9.9 9.9 12.9

配当性向 (％) 16.6 13.8 14.9 13.1 13.2

従業員数 
〔外、平均臨時 
雇用者数〕

(名)
644 640 641 673 662

〔2,527〕 〔3,099〕 〔3,269〕 〔3,672〕 〔3,935〕



  
（訂正後） 

回次 第38期 第39期 第40期 第41期 第42期

決算年月 平成21年３月 平成22年３月 平成23年３月 平成24年３月 平成25年３月

営業収益 (百万円) 28,015 29,666 31,236 33,955 34,315

経常利益 (百万円) 2,719 3,325 3,313 3,985 3,682

当期純利益 (百万円) 1,509 1,935 1,747 2,278 2,287

資本金 (百万円) 4,045 4,045 4,045 4,045 4,045

発行済株式総数 (株) 8,356,000 8,356,000 8,356,000 8,356,000 8,356,000

純資産額 (百万円) 15,453 17,153 18,652 20,628 22,630

総資産額 (百万円) 24,678 26,286 29,604 30,365 31,721

１株当たり純資産額 (円) 1,849.88 2,053.45 2,232.93 2,469.56 2,709.15

１株当たり配当額 
(内１株当たり 
中間配当額)

(円) 30.00 32.00 36.00 38.00 40.00

(円) (15.00) (16.00) (17.00) (19.00) (20.00)

１株当たり当期純利益 (円) 180.66 231.71 209.16 272.71 273.85

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 62.6 65.3 63.0 67.9 71.3

自己資本利益率 (％) 10.2 11.9 9.8 11.6 10.6

株価収益率 (倍) 9.4 10.6 11.5 10.5 14.2

配当性向 (％) 16.6 13.8 17.2 13.9 14.6

従業員数 
〔外、平均臨時 
雇用者数〕

(名)
644 640 641 673 662

〔2,527〕 〔3,099〕 〔3,269〕 〔3,672〕 〔3,935〕



  

（訂正前） 

こうした中、当企業グループの当連結会計年度は、営業収益893億19百万円（前年同期比0.7％減）、

営業利益62億14百万円（同4.8％減）、経常利益63億32百万円（同3.4％減）、当期純利益33億37百万円

（同2.5％減）となりました。  

（訂正後） 

こうした中、当企業グループの当連結会計年度は、営業収益889億43百万円（前年同期比0.9％減）、

営業利益58億38百万円（同7.5％減）、経常利益59億56百万円（同6.0％減）、当期純利益31億１百万円

（同5.3％減）となりました。  

  

（物流センター事業） 

（訂正前） 

当連結会計年度の営業収益は、429億83百万円(前年同期比1.1％増)、営業利益は48億10百万円(同

7.6％減)となりました。 

営業収益におきましては、前年同期比４億49百万円増加いたしました。 

（訂正後） 

当連結会計年度の営業収益は、426億７百万円(前年同期比0.7％増)、営業利益は44億34百万円(同

11.2％減)となりました。 

営業収益におきましては、前年同期比２億90百万円増加いたしました。 

  

（訂正前） 

営業利益におきましては、前年同期比３億97百万円減少いたしました。 

（訂正後） 

営業利益におきましては、前年同期比５億56百万円減少いたしました。 

  

第２ 【事業の状況】

１ 【業績等の概要】

(1) 業績



  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 （訂正前） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、53億43百万円の資金獲得となりました。これは主に税金等調

整前当期純利益63億26百万円、減価償却費30億92百万円がそれぞれ増加し、法人税等の支払額27億52百

万円、売上債権の増減額６億36百万円、仕入債務の増減額４億34百万円がそれぞれ減少したことによる

ものであります。これにより営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ10億20百万

円資金獲得が減少しております。 

 （訂正後） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、53億43百万円の資金獲得となりました。これは主に税金等調

整前当期純利益59億50百万円、減価償却費30億92百万円がそれぞれ増加し、法人税等の支払額27億52百

万円、売上債権の増減額２億41百万円、仕入債務の増減額４億34百万円がそれぞれ減少したことによる

ものであります。これにより営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ10億20百万

円資金獲得が減少しております。 

  

当連結会計年度における営業収益実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

  

（訂正前） 

 
（訂正後） 

 
  

(2) キャッシュ・フローの状況

２ 【営業収益の状況】

 営業収益の実績

セグメントの名称

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

金額(百万円) 前年同期比(％)

物流センター事業 42,983 101.1

貨物自動車運送事業 46,336 97.8

合計 89,319 99.3

セグメントの名称

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

金額(百万円) 前年同期比(％)

物流センター事業 42,607 100.7

貨物自動車運送事業 46,336 97.8

合計 88,943 99.1



  

文中における将来に関する事項の記載につきましては、有価証券報告書提出日現在において当社が判断

したものであります。 

(1) 重要な会計方針及び見積り 

② 繰延税金資産の回収可能性 

（訂正前） 

税効果会計関係の注記に記載のとおり、繰延税金資産として23億81百万円を計上しております。繰

延税金資産の計上につきましては、回収可能性について検討し、一部の子会社において評価性引当額

を計上しております。この23億81百万円全額につきましては、回収可能性を勘案し、将来の税金負担

額を軽減するものと見込んでおります。 

（訂正後） 

税効果会計関係の注記に記載のとおり、繰延税金資産として27億70百万円を計上しております。繰

延税金資産の計上につきましては、回収可能性について検討し、一部の子会社において評価性引当額

を計上しております。この27億70百万円全額につきましては、回収可能性を勘案し、将来の税金負担

額を軽減するものと見込んでおります。 

  

(2) 経営成績の分析及び次期の見通し 

(経営成績の分析) 

② 営業利益 

営業収益に対する営業利益率の推移は次のとおりであります。 

（訂正前） 

 
営業利益率につきましては、当連結会計年度7.0％と対前期比0.3ポイントの減少となりました。こ

れは、物流センター事業での減益が主たる要因であります。 

（訂正後） 

 
営業利益率につきましては、当連結会計年度6.6％と対前期比0.4ポイントの減少となりました。こ

れは、物流センター事業での減益が主たる要因であります。 

７ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

回次 第38期 第39期 第40期 第41期 第42期 第43期計画

営業収益営業利益率(％) 5.2 6.3 6.8 7.3 7.0 7.6

回次 第38期 第39期 第40期 第41期 第42期 第43期計画

営業収益営業利益率(％) 5.2 6.3 6.4 7.0 6.6 7.6



  
③ 営業外損益 

 重要と考える項目は支払利息であり、参考数値の推移は次のとおりであります。 

（訂正前） 

 
（訂正後） 

 
  

(3) 財政状態の分析 

資産、負債及び純資産の状況 

（訂正前） 

当企業グループの当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末比24億12百万円増加し875億77百

万円となりました。これは主に、現金及び預金、受取手形及び売掛金が増加し、流動資産が15億65百万

円増加したことと、設備投資等により固定資産が８億47百万円増加したことによるものであります。 

（訂正後） 

当企業グループの当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末比21億76百万円増加し869億20百

万円となりました。これは主に、現金及び預金、受取手形及び売掛金が増加し、流動資産が13億28百万

円増加したことと、設備投資等により固定資産が８億47百万円増加したことによるものであります。 

  

（訂正前） 

純資産につきましては、前連結会計年度末比34億円90百万円増加し318億72百万円となりました。こ

れは主に、当期純利益33億37百万円の計上と剰余金の配当による減少３億25百万円によるものでありま

す。この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の28.7％から31.5％へと増加しております。  

（訂正後） 

純資産につきましては、前連結会計年度末比32億円54百万円増加し312億15百万円となりました。こ

れは主に、当期純利益31億１百万円の計上と剰余金の配当による減少３億25百万円によるものでありま

す。この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の28.4％から31.0％へと増加しております。  

回次 第38期 第39期 第40期 第41期 第42期

借入金残高(百万円) 38,132 40,038 38,825 34,367 33,190

①支払利息(百万円) 540 511 490 415  368 

②営業利益(百万円) 4,106 4,955 5,796 6,528  6,214 

①÷②(％) 13.2 10.3 8.5 6.4 5.9

営業収益経常利益率(％) 5.0 6.4 7.1 7.3 7.1

回次 第38期 第39期 第40期 第41期 第42期

借入金残高(百万円) 38,132 40,038 38,825 34,367 33,190

①支払利息(百万円) 540 511 490 415  368 

②営業利益(百万円) 4,106 4,955 5,455 6,311  5,838

①÷②(％) 13.2 10.3 9.0 6.6 6.3

営業収益経常利益率(％) 5.0 6.4 6.7 7.1 6.7



  

１ 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省

令第28号)に基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59

号)に基づいて作成しております。 

  

(3) 当社の連結財務諸表及び財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額は、従来、千円単位で記載し

ておりましたが、当連結会計年度及び当事業年度より百万円単位で記載することに変更いたしました。

  

２ 監査証明について 

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度(平成24年４月１日から平成

25年３月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(平成24年４月１日から平成25年３月31日まで)の財務諸

表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。 

なお、金融商品取引法第24条の２第１項の規定に基づき、有価証券報告書の訂正報告書を提出しており

ますが、訂正後の連結財務諸表及び財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けてお

ります。 

  

３ 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組み 

  会計基準等の内容を適切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応することができる体

制の整備をするため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、研修等を受けております。 

第５ 【経理の状況】



  

（訂正前） 

１ 【連結財務諸表等】

(1) 【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24年３月31日)

当連結会計年度
(平成25年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 ※2 4,442 5,080

受取手形及び売掛金 ※6 12,072 ※6 12,850

商品 3 2

貯蔵品 132 123

繰延税金資産 390 393

その他 811 961

貸倒引当金 △36 △29

流動資産合計 17,816 19,381

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 ※2 47,237 ※2 48,519

減価償却累計額 ※3 △23,537 ※3 △25,425

建物及び構築物（純額） 23,700 23,094

機械及び装置 842 1,260

減価償却累計額 △567 △752

機械及び装置（純額） 274 507

車両運搬具 10,699 10,077

減価償却累計額 △10,444 △9,899

車両運搬具（純額） 255 177

土地 ※2 34,113 ※2 34,416

リース資産 4,994 6,540

減価償却累計額 △1,972 △3,006

リース資産（純額） 3,022 3,533

建設仮勘定 80 －

その他 2,091 2,127

減価償却累計額 △1,726 △1,850

その他（純額） 364 276

有形固定資産合計 61,810 62,005

無形固定資産 1,981 2,028

投資その他の資産

投資有価証券 ※1 999 ※1 1,139

長期貸付金 14 12

長期前払費用 84 64

敷金及び保証金 1,255 1,661

繰延税金資産 762 865

その他 ※1 470 ※1 442

貸倒引当金 △33 △23

投資その他の資産合計 3,555 4,161

固定資産合計 67,347 68,195

資産合計 85,164 87,577



（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当連結会計年度
(平成25年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※6 6,161 ※6 5,888

短期借入金 ※2 24,708 ※2 21,740

リース債務 1,017 1,222

未払法人税等 1,515 1,279

未払消費税等 528 371

賞与引当金 546 592

役員賞与引当金 46 46

その他 3,044 3,101

流動負債合計 37,570 34,242

固定負債

長期借入金 ※2 9,658 ※2 11,449

リース債務 2,218 2,529

繰延税金負債 1,027 1,151

退職給付引当金 4,915 4,939

役員退職慰労引当金 348 423

負ののれん 517 314

その他 523 654

固定負債合計 19,211 21,462

負債合計 56,782 55,704

純資産の部

株主資本

資本金 4,045 4,045

資本剰余金 3,951 3,951

利益剰余金 16,498 19,509

自己株式 △8 △8

株主資本合計 24,486 27,498

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △12 69

その他の包括利益累計額合計 △12 69

少数株主持分 3,908 4,305

純資産合計 28,382 31,872

負債純資産合計 85,164 87,577



  
（訂正後） 

（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当連結会計年度
(平成25年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 ※2 4,442 5,080

受取手形及び売掛金 ※6 11,369 ※6 11,752 

商品 3 2

貯蔵品 132 123

繰延税金資産 639 781

その他 844 1,013

貸倒引当金 △36 △29

流動資産合計 17,396 18,724

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 ※2 47,237 ※2 48,519

減価償却累計額 ※3 △23,537 ※3 △25,425

建物及び構築物（純額） 23,700 23,094

機械及び装置 842 1,260

減価償却累計額 △567 △752

機械及び装置（純額） 274 507

車両運搬具 10,699 10,077

減価償却累計額 △10,444 △9,899

車両運搬具（純額） 255 177

土地 ※2 34,113 ※2 34,416

リース資産 4,994 6,540

減価償却累計額 △1,972 △3,006

リース資産（純額） 3,022 3,533

建設仮勘定 80 －

その他 2,091 2,127

減価償却累計額 △1,726 △1,850

その他（純額） 364 276

有形固定資産合計 61,810 62,005

無形固定資産 1,981 2,028

投資その他の資産

投資有価証券 ※1 999 ※1 1,139

長期貸付金 14 12

長期前払費用 84 64

敷金及び保証金 1,255 1,661

繰延税金資産 762 865

その他 ※1 485 ※1 468

貸倒引当金 △48 △49

投資その他の資産合計 3,555 4,161

固定資産合計 67,347 68,195

資産合計 84,744 86,920



（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当連結会計年度
(平成25年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※6 6,161 ※6 5,888

短期借入金 ※2 24,708 ※2 21,740

リース債務 1,017 1,222

未払法人税等 1,515 1,279

未払消費税等 528 371

賞与引当金 546 592

役員賞与引当金 46 46

その他 3,044 3,101

流動負債合計 37,570 34,242

固定負債

長期借入金 ※2 9,658 ※2 11,449

リース債務 2,218 2,529

繰延税金負債 1,027 1,151

退職給付引当金 4,915 4,939

役員退職慰労引当金 348 423

負ののれん 517 314

その他 523 654

固定負債合計 19,211 21,462

負債合計 56,782 55,704

純資産の部

株主資本

資本金 4,045 4,045

資本剰余金 3,951 3,951

利益剰余金 16,078 18,853

自己株式 △8 △8

株主資本合計 24,066 26,841

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △12 69

その他の包括利益累計額合計 △12 69

少数株主持分 3,908 4,305

純資産合計 27,961 31,215

負債純資産合計 84,744 86,920



  

（訂正前） 

②【連結損益及び包括利益計算書】

（単位：百万円）

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
 至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
 至 平成25年３月31日)

営業収益 89,935 89,319

営業原価 81,259 80,928

営業総利益 8,675 8,390

販売費及び一般管理費

役員報酬 436 418

給料及び手当 554 540

賞与引当金繰入額 42 61

役員賞与引当金繰入額 49 48

退職給付費用 31 29

役員退職慰労引当金繰入額 31 66

租税公課 153 159

その他 849 853

販売費及び一般管理費合計 2,147 2,176

営業利益 6,528 6,214

営業外収益

受取利息 1 1

受取配当金 32 26

受取手数料 64 60

固定資産売却益 83 84

負ののれん償却額 203 203

助成金収入 51 72

雑収入 119 113

営業外収益合計 556 562

営業外費用

支払利息 415 368

固定資産除売却損 ※1 39 ※1 28

雑損失 77 46

営業外費用合計 531 443

経常利益 6,552 6,332

特別損失

投資有価証券評価損 18 6

固定資産売却損 ※2 57 －

災害による損失 12 －

保険解約損 11 －

特別損失合計 100 6

税金等調整前当期純利益 6,452 6,326

法人税、住民税及び事業税 2,523 2,510

法人税等調整額 19 4

法人税等合計 2,542 2,515

少数株主損益調整前当期純利益 3,909 3,811

少数株主利益 486 474

当期純利益 3,423 3,337



（単位：百万円）

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
 至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
 至 平成25年３月31日)

少数株主利益 486 474

少数株主損益調整前当期純利益 3,909 3,811

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 41 94

その他の包括利益合計 ※3 41 ※3 94

包括利益 3,951 3,906

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 3,457 3,419

少数株主に係る包括利益 494 487



  
（訂正後） 

（単位：百万円）

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
 至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
 至 平成25年３月31日)

営業収益 89,718 88,943

営業原価 81,251 80,918

営業総利益 8,467 8,025

販売費及び一般管理費

貸倒引当金繰入額 7 6

役員報酬 436 418

給料及び手当 554 540

賞与引当金繰入額 42 61

役員賞与引当金繰入額 49 48

退職給付費用 31 29

役員退職慰労引当金繰入額 31 66

租税公課 153 159

その他 850 858

販売費及び一般管理費合計 2,155 2,187

営業利益 6,311 5,838

営業外収益

受取利息 1 1

受取配当金 32 26

受取手数料 64 60

固定資産売却益 83 84

負ののれん償却額 203 203

助成金収入 51 72

雑収入 119 113

営業外収益合計 556 562

営業外費用

支払利息 415 368

固定資産除売却損 ※1 39 ※1 28

雑損失 77 46

営業外費用合計 531 443

経常利益 6,336 5,956

特別損失

投資有価証券評価損 18 6

固定資産売却損 ※2 57 －

災害による損失 12 －

保険解約損 11 －

特別損失合計 100 6

税金等調整前当期純利益 6,235 5,950

法人税、住民税及び事業税 2,523 2,510

法人税等調整額 △49 △135

法人税等合計 2,473 2,375

少数株主損益調整前当期純利益 3,762 3,575

少数株主利益 486 474

当期純利益 3,275 3,101



（単位：百万円）

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
 至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
 至 平成25年３月31日)

少数株主利益 486 474

少数株主損益調整前当期純利益 3,762 3,575

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 41 94

その他の包括利益合計 ※3 41 ※3 94

包括利益 3,803 3,670

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 3,309 3,182

少数株主に係る包括利益 494 487



  

（訂正前） 

  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23年４月１日
 至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
 至 平成25年３月31日)

株主資本

資本金

当期首残高 4,045 4,045

当期末残高 4,045 4,045

資本剰余金

当期首残高 3,951 3,951

当期末残高 3,951 3,951

利益剰余金

当期首残高 13,392 16,498

当期変動額

剰余金の配当 △317 △325

当期純利益 3,423 3,337

当期変動額合計 3,106 3,011

当期末残高 16,498 19,509

自己株式

当期首残高 △7 △8

当期変動額

自己株式の取得 0 －

当期変動額合計 0 －

当期末残高 △8 △8

株主資本合計

当期首残高 21,381 24,486

当期変動額

剰余金の配当 △317 △325

当期純利益 3,423 3,337

自己株式の取得 0 －

当期変動額合計 3,105 3,011

当期末残高 24,486 27,498

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

当期首残高 △46 △12

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

33 81

当期変動額合計 33 81

当期末残高 △12 69

その他の包括利益累計額合計

当期首残高 △46 △12

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

33 81

当期変動額合計 33 81

当期末残高 △12 69



（単位：百万円）

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
 至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
 至 平成25年３月31日)

少数株主持分

当期首残高 3,491 3,908

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 416 396

当期変動額合計 416 396

当期末残高 3,908 4,305

純資産合計

当期首残高 24,826 28,382

当期変動額

剰余金の配当 △317 △325

当期純利益 3,423 3,337

自己株式の取得 0 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 450 478

当期変動額合計 3,555 3,490

当期末残高 28,382 31,872



  
（訂正後） 

（単位：百万円）

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
 至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
 至 平成25年３月31日)

株主資本

資本金

当期首残高 4,045 4,045

当期末残高 4,045 4,045

資本剰余金

当期首残高 3,951 3,951

当期末残高 3,951 3,951

利益剰余金

当期首残高 13,119 16,078

当期変動額

剰余金の配当 △317 △325

当期純利益 3,275 3,101

当期変動額合計 2,958 2,775

当期末残高 16,078 18,853

自己株式

当期首残高 △7 △8

当期変動額

自己株式の取得 0 －

当期変動額合計 0 －

当期末残高 △8 △8

株主資本合計

当期首残高 21,108 24,066

当期変動額

剰余金の配当 △317 △325

当期純利益 3,275 3,101

自己株式の取得 0 －

当期変動額合計 2,958 2,775

当期末残高 24,066 26,841

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

当期首残高 △46 △12

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

33 81

当期変動額合計 33 81

当期末残高 △12 69

その他の包括利益累計額合計

当期首残高 △46 △12

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

33 81

当期変動額合計 33 81

当期末残高 △12 69



（単位：百万円）

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
 至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
 至 平成25年３月31日)

少数株主持分

当期首残高 3,491 3,908

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 416 396

当期変動額合計 416 396

当期末残高 3,908 4,305

純資産合計

当期首残高 24,553 27,961

当期変動額

剰余金の配当 △317 △325

当期純利益 3,275 3,101

自己株式の取得 0 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 450 478

当期変動額合計 3,408 3,253

当期末残高 27,961 31,215



  

（訂正前） 

  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23年４月１日
 至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
 至 平成25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 6,452 6,326

減価償却費 3,018 3,092

負ののれん償却額 △203 △203

貸倒引当金の増減額（△は減少） △26 △15

賞与引当金の増減額（△は減少） △42 15

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △1 0

退職給付引当金の増減額（△は減少） △219 12

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △11 64

受取利息及び受取配当金 △34 △27

支払利息 415 368

固定資産除売却損 96 28

有価証券評価損益（△は益） 18 6

売上債権の増減額（△は増加） △1,124 △636

仕入債務の増減額（△は減少） 300 △434

未払消費税等の増減額（△は減少） 307 △78

その他の資産・負債の増減額 202 △44

その他 △51 △59

小計 9,099 8,412

利息及び配当金の受取額 34 27

利息の支払額 △409 △372

災害損失の支払額 △107 －

法人税等の支払額 △2,305 △2,752

法人税等の還付額 52 27

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,363 5,343

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 △542 △492

定期預金の払戻による収入 582 559

有形固定資産の取得による支出 △506 △1,268

有形固定資産の売却による収入 390 96

無形固定資産の取得による支出 △143 △197

投資有価証券の取得による支出 △5 △3

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

－ △282

敷金の差入による支出 △57 △352

敷金の回収による収入 19 38

貸付けによる支出 △35 △33

その他 91 59

投資活動によるキャッシュ・フロー △206 △1,875



（単位：百万円）

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
 至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
 至 平成25年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △3,003 △4,169

長期借入れによる収入 2,654 7,937

長期借入金の返済による支出 △4,109 △4,945

自己株式の純増減額（△は増加） 0 －

配当金の支払額 △317 △325

少数株主への配当金の支払額 △77 △90

リース債務の返済による支出 △946 △1,152

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,800 △2,745

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 356 722

現金及び現金同等物の期首残高 3,674 4,030

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 4,030 ※1 4,753



  
（訂正後） 

（単位：百万円）

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
 至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
 至 平成25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 6,235 5,950

減価償却費 3,018 3,092

負ののれん償却額 △203 △203

貸倒引当金の増減額（△は減少） △18 △5

賞与引当金の増減額（△は減少） △42 15

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △1 0

退職給付引当金の増減額（△は減少） △219 12

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △11 64

受取利息及び受取配当金 △34 △27

支払利息 415 368

固定資産除売却損 96 28

有価証券評価損益（△は益） 18 6

売上債権の増減額（△は増加） △896 △241

仕入債務の増減額（△は減少） 300 △434

未払消費税等の増減額（△は減少） 307 △78

その他の資産・負債の増減額 184 △73

その他 △51 △59

小計 9,099 8,412

利息及び配当金の受取額 34 27

利息の支払額 △409 △372

災害損失の支払額 △107 －

法人税等の支払額 △2,305 △2,752

法人税等の還付額 52 27

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,363 5,343

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 △542 △492

定期預金の払戻による収入 582 559

有形固定資産の取得による支出 △506 △1,268

有形固定資産の売却による収入 390 96

無形固定資産の取得による支出 △143 △197

投資有価証券の取得による支出 △5 △3

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

－ △282

敷金の差入による支出 △57 △352

敷金の回収による収入 19 38

貸付けによる支出 △35 △33

その他 91 59

投資活動によるキャッシュ・フロー △206 △1,875



（単位：百万円）

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
 至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
 至 平成25年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △3,003 △4,169

長期借入れによる収入 2,654 7,937

長期借入金の返済による支出 △4,109 △4,945

自己株式の純増減額（△は増加） 0 －

配当金の支払額 △317 △325

少数株主への配当金の支払額 △77 △90

リース債務の返済による支出 △946 △1,152

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,800 △2,745

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 356 722

現金及び現金同等物の期首残高 3,674 4,030

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 4,030 ※1 4,753



  

      

２  金融商品の時価等に関する事項 

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、次表に含まれておりません。 

（訂正前） 

 
（※１）デリバティブ取引は、債権・債務を差し引きした合計を表示しており、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。 

【注記事項】

(金融商品関係)

前連結会計年度（平成24年３月31日） (単位：百万円)

連結貸借対照表 
計上額 

時価 差額

(１) 現金及び預金 4,442 4,442 ―

(２) 受取手形及び売掛金 12,072 12,072 ―

(３) 投資有価証券 596 596 ―

(４) 長期貸付金 14 14 (0)

(５) 敷金及び保証金 1,255 1,180 (74)

資産計 18,382 18,307 (75)

(１) 支払手形及び買掛金 (6,161) (6,161) ―

(２) 短期借入金 (24,708) (24,708) ―

(３) リース債務（流動) (1,017) (1,017) ―

(４) 長期借入金 (9,658) (9,515) 143

(５) リース債務（固定） (2,218) (2,125) 92

負債計 (43,765) (43,529) 235

デリバティブ取引(※１) 1 1 ―



  
（訂正後） 

 
（※１）デリバティブ取引は、債権・債務を差し引きした合計を表示しており、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。 

前連結会計年度（平成24年３月31日） (単位：百万円)

連結貸借対照表 
計上額 

時価 差額

(１) 現金及び預金 4,442 4,442 ―

(２) 受取手形及び売掛金 11,369 11,369 ―

(３) 投資有価証券 596 596 ―

(４) 長期貸付金 14 14 (0)

(５) 敷金及び保証金 1,255 1,180 (74)

資産計 17,679 17,604 (75)

(１) 支払手形及び買掛金 (6,161) (6,161) ―

(２) 短期借入金 (24,708) (24,708) ―

(３) リース債務（流動) (1,017) (1,017) ―

(４) 長期借入金 (9,658) (9,515) 143

(５) リース債務（固定） (2,218) (2,125) 92

負債計 (43,765) (43,529) 235

デリバティブ取引(※１) 1 1 ―



  
（訂正前） 

 
（※１）デリバティブ取引は、債権・債務を差し引きした合計を表示しており、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。 

（訂正後） 

 
（※１）デリバティブ取引は、債権・債務を差し引きした合計を表示しており、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。 
  

当連結会計年度（平成25年３月31日） (単位：百万円)

連結貸借対照表 
計上額 

時価 差額

(１) 現金及び預金 5,080 5,080 －

(２) 受取手形及び売掛金 12,850 12,850 －

(３) 投資有価証券 736 736 －

(４) 長期貸付金 12 12 (0)

(５) 敷金及び保証金 1,661 1,595 (65)

資産計 20,341 20,275 (65)

(１) 支払手形及び買掛金 (5,888) (5,888) －

(２) 短期借入金 (21,740) (21,740) －

(３) リース債務（流動) (1,222) (1,222) －

(４) 長期借入金 (11,449) (11,284) 165

(５) リース債務（固定） (2,529) (2,452) 77

負債計 (42,830) (42,588) 242

デリバティブ取引(※１) (11) (11) －

当連結会計年度（平成25年３月31日） (単位：百万円)

連結貸借対照表 
計上額 

時価 差額

(１) 現金及び預金 5,080 5,080 －

(２) 受取手形及び売掛金 11,752 11,752 －

(３) 投資有価証券 736 736 －

(４) 長期貸付金 12 12 (0)

(５) 敷金及び保証金 1,661 1,595 (65)

資産計 19,243 19,177 (65)

(１) 支払手形及び買掛金 (5,888) (5,888) －

(２) 短期借入金 (21,740) (21,740) －

(３) リース債務（流動) (1,222) (1,222) －

(４) 長期借入金 (11,449) (11,284) 165

(５) リース債務（固定） (2,529) (2,452) 77

負債計 (42,830) (42,588) 242

デリバティブ取引(※１) (11) (11) －



  
(注３)金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額 

（訂正前） 

 
（訂正後） 

 
  

（訂正前） 

 
（訂正後） 

前連結会計年度（平成24年３月31日） (単位：百万円)

１年以内
１年超 
５年以内

５年超 
10年以内

10年超

現金及び預金 4,442 ― ― ―

受取手形及び売掛金 12,072 ― ― ―

長期貸付金 0 9 2 1

敷金及び保証金 684 220 145 205

合計 17,200 230 147 206

前連結会計年度（平成24年３月31日） (単位：百万円)

１年以内
１年超 
５年以内

５年超 
10年以内

10年超

現金及び預金 4,442 ― ― ―

受取手形及び売掛金 11,369 ― ― ―

長期貸付金 0 9 2 1

敷金及び保証金 684 220 145 205

合計 16,497 230 147 206

当連結会計年度（平成25年３月31日） (単位：百万円)

１年以内
１年超 
５年以内

５年超 
10年以内

10年超

現金及び預金 5,080 ― ― ―

受取手形及び売掛金 12,850 ― ― ―

長期貸付金 1 8 1 1

敷金及び保証金 722 434 324 180

合計 18,653 443 325 181

当連結会計年度（平成25年３月31日） (単位：百万円)

１年以内
１年超 
５年以内

５年超 
10年以内

10年超

現金及び預金 5,080 ― ― ―

受取手形及び売掛金 11,752 ― ― ―

長期貸付金 1 8 1 1

敷金及び保証金 722 434 324 180

合計 17,556 443 325 181



  

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 

（訂正前） 

 
（訂正後） 

   

(税効果会計関係)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日)

当連結会計年度 
(平成25年３月31日)

(繰延税金資産)

 賞与引当金 206百万円 225百万円

 退職給付引当金 1,767 1,760

 役員退職慰労引当金 124 148

 会員権評価損 4 39

 未払事業税 120 110

 繰越欠損金 95 93

 土地評価差額金（資産） 256 409

 その他 303 288

  繰延税金資産小計 2,879 3,074

 評価性引当額 △490 △692

  繰延税金資産計 2,388 2,381

(繰延税金負債)

 固定資産圧縮積立金 △767 △742

 土地評価差額金（負債） △1,416 △1,416

 その他 △79 △116

  繰延税金負債計 △2,263 △2,275

  繰延税金資産負債の純額 125 106

前連結会計年度 
(平成24年３月31日)

当連結会計年度 
(平成25年３月31日)

(繰延税金資産)

 賞与引当金 206百万円 225百万円

 退職給付引当金 1,767 1,760

 役員退職慰労引当金 124 148

 会員権評価損 4 39

 未払事業税 120 110

 繰越欠損金 95 93

 土地評価差額金（資産） 256 409

 売掛金 249 388

 その他 303 288

  繰延税金資産小計 3,128 3,463

 評価性引当額 △490 △692

  繰延税金資産計 2,637 2,770

(繰延税金負債)

 固定資産圧縮積立金 △767 △742

 土地評価差額金（負債） △1,416 △1,416

 その他 △79 △116

  繰延税金負債計 △2,263 △2,275

  繰延税金資産負債の純額 374 495



  
２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

（訂正前） 

 
(注) 前連結会計年度は、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。 

（訂正後） 

 
(注) 前連結会計年度は、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。 

前連結会計年度 
(平成24年３月31日)

当連結会計年度 
(平成25年３月31日)

法定実効税率 ― 37.2％

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 ― 0.5％

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 ― △0.1％

住民税均等割 ― 1.7％

評価性引当額 ― 2.1％

負ののれんの償却 ― △1.2％

その他 ― △0.4％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 ― 39.8％

前連結会計年度 
(平成24年３月31日)

当連結会計年度 
(平成25年３月31日)

法定実効税率 ― 37.2％

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 ― 0.6％

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 ― △0.1％

住民税均等割 ― 1.8％

評価性引当額 ― 2.2％

負ののれんの償却 ― △1.3％

その他 ― △0.5％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 ― 39.9％



  

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 

（訂正前） 

(単位：百万円) 

 
（訂正後）   

                                      (単位：百万円) 

 
  

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前連結会計年度(自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日)

報告セグメント
調整額

連結財務諸表 
計上額物流センター 

事業
貨物自動車運送

事業
合計

営業収益

  外部顧客への営業収益 42,533 47,401 89,935 ― 89,935

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

535 1,576 2,112 △2,112 ―

計 43,069 48,978 92,047 △2,112 89,935

セグメント利益 5,208 1,315 6,523 4 6,528

セグメント資産 29,759 52,711 82,470 2,693 85,164

セグメント負債 8,171 46,323 54,495 2,286 56,782

その他の項目

  減価償却費 1,168 1,778 2,947 8 2,955

  のれん償却費 16 5 22 ― 22

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額

532 1,631 2,163 ― 2,163

報告セグメント
調整額

連結財務諸表 
計上額物流センター 

事業
貨物自動車運送

事業
合計

営業収益

  外部顧客への営業収益 42,317 47,401 89,718 ― 89,718

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

535 1,576 2,112 △2,112 ―

計 42,852 48,978 91,830 △2,112 89,718

セグメント利益 4,991 1,315 6,307 4 6,311

セグメント資産 29,056 52,711 81,767 2,976 84,744

セグメント負債 8,171 46,323 54,495 2,286 56,782

その他の項目

  減価償却費 1,168 1,778 2,947 8 2,955

  のれん償却費 16 5 22 ― 22

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額

532 1,631 2,163 ― 2,163



  

（訂正前） 

(単位：百万円) 

 
（訂正後）  

                              (単位：百万円) 

当連結会計年度(自  平成24年４月１日  至  平成25年３月31日)

報告セグメント
調整額

連結財務諸表 
計上額物流センター 

事業
貨物自動車運送

事業
合計

営業収益

  外部顧客への営業収益 42,983 46,336 89,319 ― 89,319

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

623 1,385 2,009 △2,009 ―

計 43,607 47,721 91,329 △2,009 89,319

セグメント利益 4,810 1,396 6,207 6 6,214

セグメント資産 30,890 52,122 83,013 4,564 87,577

セグメント負債 7,240 45,812 53,053 2,651 55,704

その他の項目

  減価償却費 1,209 1,810 3,020 8 3,029

  のれん償却費 19 5 25 ― 25

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額

1,038 1,143 2,181 897 3,079

報告セグメント
調整額

連結財務諸表 
計上額物流センター 

事業
貨物自動車運送

事業
合計

営業収益

  外部顧客への営業収益 42,607 46,336 88,943 ― 88,943

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

623 1,385 2,009 △2,009 ―

計 43,231 47,721 90,953 △2,009 88,943

セグメント利益 4,434 1,396 5,831 6 5,838

セグメント資産 29,792 52,122 81,915 5,005 86,920

セグメント負債 7,240 45,812 53,053 2,651 55,704

その他の項目

  減価償却費 1,209 1,810 3,020 8 3,029

  のれん償却費 19 5 25 ― 25

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額

1,038 1,143 2,181 897 3,079



  

（訂正前） 

 
  

１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。 

 
  

 
  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日)

１株当たり純資産額 2,929円91銭 3,300円23銭

１株当たり当期純利益金額 409円84銭 399円51銭

前連結会計年度 当連結会計年度
項目 (自 平成23年４月１日 (自 平成24年４月１日

至 平成24年３月31日) 至 平成25年３月31日)

 １株当たり当期純利益金額

  当期純利益（百万円） 3,423 3,337

  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） 3,423 3,337

  普通株式の期中平均株式数（株） 8,353,349 8,353,188

項目 前連結会計年度 当連結会計年度
（平成24年３月31日） （平成25年３月31日）

純資産の部の合計額（百万円） 28,382 31,872

  純資産の部の合計額から控除する金額（百万円）

   少数株主持分 3,908 4,305

  普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 24,474 27,567

  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（株）
8,353,188 8,353,188



  
（訂正後） 

 
  

１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。 

 
  

前連結会計年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日)

１株当たり純資産額 2,879円58銭 3,221円62銭

１株当たり当期純利益金額 392円18銭 371円24銭

前連結会計年度 当連結会計年度
項目 (自 平成23年４月１日 (自 平成24年４月１日

至 平成24年３月31日) 至 平成25年３月31日)

 １株当たり当期純利益金額

  当期純利益（百万円） 3,275 3,101

  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） 3,275 3,101

  普通株式の期中平均株式数（株） 8,353,349 8,353,188

項目 前連結会計年度 当連結会計年度
（平成24年３月31日） （平成25年３月31日）

純資産の部の合計額（百万円） 27,961 31,215

  純資産の部の合計額から控除する金額（百万円）

   少数株主持分 3,908 4,305

  普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 24,053 26,910

  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（株）
8,353,188 8,353,188



  

当連結会計年度における四半期情報 

（訂正前） 

 
  

 
  

（訂正後） 

 
  

(2) 【その他】

（累計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当連結会計年度

営業収益 (百万円) 22,132 44,149 68,265 89,319

税金等調整前 
四半期(当期)純利
益金額

(百万円) 1,736 3,305 5,467 6,326

四半期(当期)純利
益金額

(百万円) 870 1,728 2,832 3,337

１株当たり 
四半期(当期)純利
益金額

(円) 104.27 206.96 339.14 399.51

（会計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり 
四半期純利益金額

(円) 104.27 102.69 132.19 60.37

（累計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当連結会計年度

営業収益 (百万円) 22,051 44,003 67,999 88,943

税金等調整前 
四半期(当期)純利
益金額

(百万円) 1,655 3,158 5,201 5,950

四半期(当期)純利
益金額

(百万円) 819 1,636 2,665 3,101

１株当たり 
四半期(当期)純利
益金額

(円) 98.15 195.91 319.16 371.24

（会計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり 
四半期純利益金額

(円) 98.15 97.77 123.24 52.08



  

（訂正前） 

２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

①【貸借対照表】

（単位：百万円）

前事業年度
(平成24年３月31日)

当事業年度
(平成25年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,486 2,084

受取手形 ※4 4 ※4 1

売掛金 ※1 4,575 ※1 5,185

貯蔵品 18 20

前払費用 169 239

繰延税金資産 178 167

短期貸付金 ※1 1,024 ※1 25

その他 106 161

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 7,563 7,885

固定資産

有形固定資産

建物 ※2 13,500 ※2 13,920

減価償却累計額 △4,797 △5,254

建物（純額） 8,702 8,666

構築物 1,259 1,260

減価償却累計額 △794 △850

構築物（純額） 465 409

機械及び装置 535 791

減価償却累計額 △359 △412

機械及び装置（純額） 176 378

車両運搬具 459 410

減価償却累計額 △445 △400

車両運搬具（純額） 13 9

工具、器具及び備品 525 533

減価償却累計額 △342 △383

工具、器具及び備品（純額） 183 149

土地 ※2 6,819 ※2 7,100

リース資産 1,155 1,878

減価償却累計額 △477 △734

リース資産（純額） 678 1,144

有形固定資産合計 17,040 17,859

無形固定資産

借地権 43 43

ソフトウエア 277 306

リース資産 5 0

電話加入権 7 7

水道施設利用権 2 1

無形固定資産合計 336 359



（単位：百万円）

前事業年度
(平成24年３月31日)

当事業年度
(平成25年３月31日)

投資その他の資産

投資有価証券 403 461

関係会社株式 4,465 4,540

出資金 0 0

関係会社出資金 67 67

長期前払費用 22 26

繰延税金資産 245 261

差入保証金 465 763

関係会社長期貸付金 160 135

その他 16 16

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 5,846 6,274

固定資産合計 23,223 24,492

資産合計 30,786 32,378

負債の部

流動負債

支払手形 ※4 4 －

買掛金 2,117 1,817

短期借入金 ※2 620 ※2 390

1年内返済予定の長期借入金 ※2 937 ※2 971

リース債務 237 310

未払金 961 1,013

未払費用 64 94

未払法人税等 1,003 717

未払消費税等 253 80

前受金 25 32

預り金 12 12

前受収益 2 8

賞与引当金 238 225

役員賞与引当金 24 23

その他 0 0

流動負債合計 6,504 5,697

固定負債

長期借入金 ※2 1,881 ※2 1,459

リース債務 482 897

退職給付引当金 448 474

役員退職慰労引当金 204 253

資産除去債務 142 146

その他 70 162

固定負債合計 3,232 3,393

負債合計 9,737 9,091



（単位：百万円）

前事業年度
(平成24年３月31日)

当事業年度
(平成25年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 4,045 4,045

資本剰余金

資本準備金 3,951 3,951

資本剰余金合計 3,951 3,951

利益剰余金

利益準備金 48 48

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金 60 57

別途積立金 10,779 12,779

繰越利益剰余金 2,190 2,391

利益剰余金合計 13,077 15,275

自己株式 △8 △8

株主資本合計 21,066 23,264

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △17 22

評価・換算差額等合計 △17 22

純資産合計 21,049 23,286

負債純資産合計 30,786 32,378



  
（訂正後） 

（単位：百万円）

前事業年度
(平成24年３月31日)

当事業年度
(平成25年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,486 2,084

受取手形 ※4 4 ※4 1

売掛金 ※1 3,872 ※1 4,087

貯蔵品 18 20

前払費用 169 239

繰延税金資産 427 555

短期貸付金 ※1 1,024 ※1 25

その他 139 213

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 7,142 7,229

固定資産

有形固定資産

建物 ※2 13,500 ※2 13,920

減価償却累計額 △4,797 △5,254

建物（純額） 8,702 8,666

構築物 1,259 1,260

減価償却累計額 △794 △850

構築物（純額） 465 409

機械及び装置 535 791

減価償却累計額 △359 △412

機械及び装置（純額） 176 378

車両運搬具 459 410

減価償却累計額 △445 △400

車両運搬具（純額） 13 9

工具、器具及び備品 525 533

減価償却累計額 △342 △383

工具、器具及び備品（純額） 183 149

土地 ※2 6,819 ※2 7,100

リース資産 1,155 1,878

減価償却累計額 △477 △734

リース資産（純額） 678 1,144

有形固定資産合計 17,040 17,859

無形固定資産

借地権 43 43

ソフトウエア 277 306

リース資産 5 0

電話加入権 7 7

水道施設利用権 2 1

無形固定資産合計 336 359



（単位：百万円）

前事業年度
(平成24年３月31日)

当事業年度
(平成25年３月31日)

投資その他の資産

投資有価証券 403 461

関係会社株式 4,465 4,540

出資金 0 0

関係会社出資金 67 67

長期前払費用 22 26

繰延税金資産 245 261

差入保証金 465 763

関係会社長期貸付金 160 135

その他 31 42

貸倒引当金 △15 △26

投資その他の資産合計 5,846 6,274

固定資産合計 23,223 24,492

資産合計 30,365 31,721

負債の部

流動負債

支払手形 ※4 4 －

買掛金 2,117 1,817

短期借入金 ※2 620 ※2 390

1年内返済予定の長期借入金 ※2 937 ※2 971

リース債務 237 310

未払金 961 1,013

未払費用 64 94

未払法人税等 1,003 717

未払消費税等 253 80

前受金 25 32

預り金 12 12

前受収益 2 8

賞与引当金 238 225

役員賞与引当金 24 23

その他 0 0

流動負債合計 6,504 5,697

固定負債

長期借入金 ※2 1,881 ※2 1,459

リース債務 482 897

退職給付引当金 448 474

役員退職慰労引当金 204 253

資産除去債務 142 146

その他 70 162

固定負債合計 3,232 3,393

負債合計 9,737 9,091



（単位：百万円）

前事業年度
(平成24年３月31日)

当事業年度
(平成25年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 4,045 4,045

資本剰余金

資本準備金 3,951 3,951

資本剰余金合計 3,951 3,951

利益剰余金

利益準備金 48 48

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金 60 57

別途積立金 10,779 12,779

繰越利益剰余金 1,769 1,734

利益剰余金合計 12,657 14,619

自己株式 △8 △8

株主資本合計 20,645 22,607

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △17 22

評価・換算差額等合計 △17 22

純資産合計 20,628 22,630

負債純資産合計 30,365 31,721



  

（訂正前） 

②【損益計算書】

（単位：百万円）

前事業年度
(自 平成23年４月１日
 至 平成24年３月31日)

当事業年度
(自 平成24年４月１日
 至 平成25年３月31日)

営業収益 ※1 34,172 ※1 34,691

営業原価 ※2 29,521 ※2 30,267

営業総利益 4,650 4,423

販売費及び一般管理費

貸倒引当金繰入額 0 0

役員報酬 152 130

給料及び手当 136 144

賞与 15 19

賞与引当金繰入額 14 15

役員賞与引当金繰入額 23 23

退職給付費用 13 14

役員退職慰労引当金繰入額 17 48

福利厚生費 37 40

交際費 14 15

旅費及び交通費 17 19

租税公課 65 72

通信費 4 4

水道光熱費 3 3

支払手数料 42 44

減価償却費 9 8

その他 30 28

販売費及び一般管理費合計 599 635

営業利益 4,051 3,787

営業外収益

受取利息 4 8

受取配当金 ※3 122 ※3 214

受取賃貸料 8 7

受取手数料 24 22

雑収入 45 50

営業外収益合計 205 303

営業外費用

支払利息 41 26

賃貸収入原価 1 4

雑損失 11 1

営業外費用合計 54 32

経常利益 4,202 4,058

特別損失

投資有価証券評価損 9 －

保険解約損 11 －

特別損失合計 21 －

税引前当期純利益 4,180 4,058

法人税、住民税及び事業税 1,662 1,560

法人税等調整額 93 △25

法人税等合計 1,755 1,535

当期純利益 2,425 2,523



  
（訂正後） 

（単位：百万円）

前事業年度
(自 平成23年４月１日
 至 平成24年３月31日)

当事業年度
(自 平成24年４月１日
 至 平成25年３月31日)

営業収益 ※1 33,955 ※1 34,315

営業原価 ※2 29,513 ※2 30,256

営業総利益 4,442 4,058

販売費及び一般管理費

貸倒引当金繰入額 7 10

役員報酬 152 130

給料及び手当 136 144

賞与 15 19

賞与引当金繰入額 14 15

役員賞与引当金繰入額 23 23

退職給付費用 13 14

役員退職慰労引当金繰入額 17 48

福利厚生費 37 40

交際費 14 15

旅費及び交通費 17 19

租税公課 65 72

通信費 4 4

水道光熱費 3 3

支払手数料 42 44

減価償却費 9 8

その他 30 28

販売費及び一般管理費合計 607 646

営業利益 3,834 3,411

営業外収益

受取利息 4 8

受取配当金 ※3 122 ※3 214

受取賃貸料 8 7

受取手数料 24 22

雑収入 45 50

営業外収益合計 205 303

営業外費用

支払利息 41 26

賃貸収入原価 1 4

雑損失 11 1

営業外費用合計 54 32

経常利益 3,985 3,682

特別損失

投資有価証券評価損 9 －

保険解約損 11 －

特別損失合計 21 －

税引前当期純利益 3,964 3,682

法人税、住民税及び事業税 1,662 1,560

法人税等調整額 23 △165

法人税等合計 1,686 1,395

当期純利益 2,278 2,287



  

１ 物流センター事業 

  

（訂正前） 

 
（訂正後） 

【営業原価明細書】

前事業年度 当事業年度
(自 平成23年４月１日 (自 平成24年４月１日
至 平成24年３月31日) 至 平成25年３月31日)

区分 金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

Ⅰ 人件費 8,314 29.6 8,779 30.4

Ⅱ 経費

 １ 傭車費 3,427 3,638

 ２ 減価償却費 951 994

 ３ 荷造費 3,136 3,609

 ４ 運賃 8,059 6,846

 ５ 運行費 91 104

 ６ 地代家賃 1,833 2,449

 ７ リース料 567 520

 ８ その他 1,680 1,956

   経費計 19,749 70.4 20,119 69.6

   物流センター事業原価 28,064 100.0 28,899 100.0

前事業年度 当事業年度
(自 平成23年４月１日 (自 平成24年４月１日
至 平成24年３月31日) 至 平成25年３月31日)

区分 金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

Ⅰ 人件費 8,314 29.6 8,779 30.4

Ⅱ 経費

 １ 傭車費 3,427 3,638

 ２ 減価償却費 951 994

 ３ 荷造費 3,136 3,609

 ４ 運賃 8,051 6,836

 ５ 運行費 91 104

 ６ 地代家賃 1,833 2,449

 ７ リース料 567 520

 ８ その他 1,680 1,956

   経費計 19,742 70.4 20,109 69.6

   物流センター事業原価 28,056 100.0 28,888 100.0



  

（訂正前） 

③【株主資本等変動計算書】

（単位：百万円）

前事業年度
(自 平成23年４月１日
 至 平成24年３月31日)

当事業年度
(自 平成24年４月１日
 至 平成25年３月31日)

株主資本

資本金

当期首残高 4,045 4,045

当期末残高 4,045 4,045

資本剰余金

資本準備金

当期首残高 3,951 3,951

当期末残高 3,951 3,951

資本剰余金合計

当期首残高 3,951 3,951

当期末残高 3,951 3,951

利益剰余金

利益準備金

当期首残高 48 48

当期末残高 48 48

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金

当期首残高 59 60

当期変動額

固定資産圧縮積立金の積立 4 －

固定資産圧縮積立金の取崩 △3 △3

当期変動額合計 1 △3

当期末残高 60 57

別途積立金

当期首残高 8,929 10,779

当期変動額

別途積立金の積立 1,850 2,000

当期変動額合計 1,850 2,000

当期末残高 10,779 12,779

繰越利益剰余金

当期首残高 1,933 2,190

当期変動額

固定資産圧縮積立金の積立 △4 －

固定資産圧縮積立金の取崩 3 3

別途積立金の積立 △1,850 △2,000

剰余金の配当 △317 △325

当期純利益 2,425 2,523

当期変動額合計 256 201

当期末残高 2,190 2,391



（単位：百万円）

前事業年度
(自 平成23年４月１日
 至 平成24年３月31日)

当事業年度
(自 平成24年４月１日
 至 平成25年３月31日)

利益剰余金合計

当期首残高 10,969 13,077

当期変動額

固定資産圧縮積立金の積立 － －

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △317 △325

当期純利益 2,425 2,523

当期変動額合計 2,108 2,197

当期末残高 13,077 15,275

自己株式

当期首残高 △7 △8

当期変動額

自己株式の取得 0 －

当期変動額合計 0 －

当期末残高 △8 △8

株主資本合計

当期首残高 18,958 21,066

当期変動額

剰余金の配当 △317 △325

当期純利益 2,425 2,523

自己株式の取得 0 －

当期変動額合計 2,107 2,197

当期末残高 21,066 23,264

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

当期首残高 △33 △17

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 16 39

当期変動額合計 16 39

当期末残高 △17 22

評価・換算差額等合計

当期首残高 △33 △17

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 16 39

当期変動額合計 16 39

当期末残高 △17 22

純資産合計

当期首残高 18,925 21,049

当期変動額

剰余金の配当 △317 △325

当期純利益 2,425 2,523

自己株式の取得 0 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 16 39

当期変動額合計 2,123 2,237

当期末残高 21,049 23,286



  
（訂正後）  

（単位：百万円）

前事業年度
(自 平成23年４月１日
 至 平成24年３月31日)

当事業年度
(自 平成24年４月１日
 至 平成25年３月31日)

株主資本

資本金

当期首残高 4,045 4,045

当期末残高 4,045 4,045

資本剰余金

資本準備金

当期首残高 3,951 3,951

当期末残高 3,951 3,951

資本剰余金合計

当期首残高 3,951 3,951

当期末残高 3,951 3,951

利益剰余金

利益準備金

当期首残高 48 48

当期末残高 48 48

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金

当期首残高 59 60

当期変動額

固定資産圧縮積立金の積立 4 －

固定資産圧縮積立金の取崩 △3 △3

当期変動額合計 1 △3

当期末残高 60 57

別途積立金

当期首残高 8,929 10,779

当期変動額

別途積立金の積立 1,850 2,000

当期変動額合計 1,850 2,000

当期末残高 10,779 12,779

繰越利益剰余金

当期首残高 1,660 1,769

当期変動額

固定資産圧縮積立金の積立 △4 －

固定資産圧縮積立金の取崩 3 3

別途積立金の積立 △1,850 △2,000

剰余金の配当 △317 △325

当期純利益 2,278 2,287

当期変動額合計 109 △34

当期末残高 1,769 1,734



（単位：百万円）

前事業年度
(自 平成23年４月１日
 至 平成24年３月31日)

当事業年度
(自 平成24年４月１日
 至 平成25年３月31日)

利益剰余金合計

当期首残高 10,696 12,657

当期変動額

固定資産圧縮積立金の積立 － －

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △317 △325

当期純利益 2,278 2,287

当期変動額合計 1,960 1,961

当期末残高 12,657 14,619

自己株式

当期首残高 △7 △8

当期変動額

自己株式の取得 0 －

当期変動額合計 0 －

当期末残高 △8 △8

株主資本合計

当期首残高 18,685 20,645

当期変動額

剰余金の配当 △317 △325

当期純利益 2,278 2,287

自己株式の取得 0 －

当期変動額合計 1,960 1,961

当期末残高 20,645 22,607

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

当期首残高 △33 △17

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 16 39

当期変動額合計 16 39

当期末残高 △17 22

評価・換算差額等合計

当期首残高 △33 △17

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 16 39

当期変動額合計 16 39

当期末残高 △17 22

純資産合計

当期首残高 18,652 20,628

当期変動額

剰余金の配当 △317 △325

当期純利益 2,278 2,287

自己株式の取得 0 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 16 39

当期変動額合計 1,976 2,001

当期末残高 20,628 22,630



  

※１ 営業収益における事業区分は次のとおりであります。 

（訂正前） 

 
（訂正後） 

 
  

※２ 営業原価における事業区分は次のとおりであります。 

（訂正前） 

 
（訂正後） 

【注記事項】

(損益計算書関係)

前事業年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

当事業年度
(自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日)

物流センター事業収入 32,560百万円 33,158百万円

運送事業収入 1,611 1,532

前事業年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

当事業年度
(自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日)

物流センター事業収入 32,344百万円 32,782百万円

運送事業収入 1,611 1,532

前事業年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

当事業年度
(自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日)

物流センター事業原価 28,064百万円 28,899百万円

運送事業原価 1,457 1,368

前事業年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

当事業年度
(自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日)

物流センター事業原価 28,056百万円 28,888百万円

運送事業原価 1,457 1,368



  

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 

 （訂正前） 

 
 （訂正後） 

(税効果会計関係)

前事業年度 
(平成24年３月31日)

当事業年度 
(平成25年３月31日)

(繰延税金資産)

賞与引当金 88百万円 83百万円

退職給付引当金 156 165

役員退職慰労引当金 71 88

未払事業税 74 62

資産除去債務 49 50

未払費用他 1 ―

その他 45 49

 繰延税金資産計 487 500

(繰延税金負債)

固定資産圧縮積立金 △32 △30

有形固定資産 △30 △29

その他有価証券評価差額金 ― △12

 繰延税金負債計 △63 △72

 繰延税金資産負債の純額 424 428

前事業年度 
(平成24年３月31日)

当事業年度 
(平成25年３月31日)

(繰延税金資産)

賞与引当金 88百万円 83百万円

退職給付引当金 156 165

役員退職慰労引当金 71 88

未払事業税 74 62

資産除去債務 49 50

未払費用他 1 ―

売掛金 249 388

その他 45 49

 繰延税金資産計 736 889

(繰延税金負債)

固定資産圧縮積立金 △32 △30

有形固定資産 △30 △29

その他有価証券評価差額金 ― △12

 繰延税金負債計 △63 △72

 繰延税金資産負債の純額 673 817



  

（訂正前） 

 
１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。 

 
  

 
  

（訂正後） 

 
１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。 

 
  

(１株当たり情報)

前事業年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

当事業年度
(自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日)

１株当たり純資産額 2,519円90銭 2,787円76銭

１株当たり当期純利益金額 290円37銭 302円12銭

前事業年度 当事業年度
項目 (自 平成23年４月１日 (自 平成24年４月１日

至 平成24年３月31日) 至 平成25年３月31日)

１株当たり当期純利益金額

   当期純利益（百万円） 2,425 2,523

   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） 2,425 2,523

   普通株式の期中平均株式数（株） 8,353,349 8,353,188

項目
前事業年度 

（平成24年３月31日）
当事業年度 

（平成25年３月31日）

純資産の部の合計額（百万円） 21,049 23,286

  純資産の部の合計額から控除する金額（百万円）

   普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 21,049 23,286

   普通株式の発行済株式数（株） 8,356,000 8,356,000

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（株）

8,353,188 8,353,188

前事業年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

当事業年度
(自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日)

１株当たり純資産額 2,469円56銭 2,709円15銭

１株当たり当期純利益金額 272円71銭 273円85銭

前事業年度 当事業年度
項目 (自 平成23年４月１日 (自 平成24年４月１日

至 平成24年３月31日) 至 平成25年３月31日)

１株当たり当期純利益金額

   当期純利益（百万円） 2,278 2,287

   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） 2,278 2,287

   普通株式の期中平均株式数（株） 8,353,349 8,353,188

項目
前事業年度 

（平成24年３月31日）
当事業年度 

（平成25年３月31日）

純資産の部の合計額（百万円） 20,628 22,630

  純資産の部の合計額から控除する金額（百万円）

   普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 20,628 22,630

   普通株式の発行済株式数（株） 8,356,000 8,356,000

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（株）

8,353,188 8,353,188



  

  
  

（訂正前） 

 
（訂正後） 

 
  

  

③ 売掛金 

相手先別内訳 
  

（訂正前） 

 
（訂正後） 

④ 【附属明細表】
【引当金明細表】

区分
当期首残高 
(百万円)

当期増加額 
(百万円)

当期減少額 
(目的使用) 
(百万円)

当期減少額 
(その他) 
(百万円)

当期末残高 
(百万円)

 貸倒引当金 0 0 0 0 0

賞与引当金 238 225 238 ― 225

役員賞与引当金 24 23 24 ― 23

役員退職慰労引当金 204 48 ― ― 253

区分
当期首残高 
(百万円)

当期増加額 
(百万円)

当期減少額 
(目的使用) 
(百万円)

当期減少額 
(その他) 
(百万円)

当期末残高 
(百万円)

 貸倒引当金 15 11 ― 0 26

賞与引当金 238 225 238 ― 225

役員賞与引当金 24 23 24 ― 23

役員退職慰労引当金 204 48 ― ― 253

(2) 【主な資産及び負債の内容】

相手先 金額(百万円)

㈱スクロール 294

㈱日本アクセス 215

コヴィディエンジャパン㈱ 195

プリマハム㈱ 193

㈱スーパーレックス 145

その他 4,140

合計 5,185

相手先 金額(百万円)

㈱スクロール 294

㈱日本アクセス 215

コヴィディエンジャパン㈱ 195

プリマハム㈱ 193

㈱スーパーレックス 145

その他 3,042

合計 4,087



  
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 

  

（訂正前） 

 
（訂正後） 

 

当期首残高 
(百万円) 

  
(Ａ)

当期発生高 
(百万円) 

  
(Ｂ)

当期回収高 
(百万円) 

  
(Ｃ)

当期末残高 
(百万円) 

  
(Ｄ)

回収率(％) 
 

(Ｃ)
×100

(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)
(Ａ)＋(Ｄ)

２
(Ｂ)
365

4,575 36,425 35,815 5,185 87.35 48.9

当期首残高 
(百万円) 

  
(Ａ)

当期発生高 
(百万円) 

  
(Ｂ)

当期回収高 
(百万円) 

  
(Ｃ)

当期末残高 
(百万円) 

  
(Ｄ)

回収率(％) 
 

(Ｃ)
×100

(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)
(Ａ)＋(Ｄ)

２
(Ｂ)
365

3,872 36,030 35,815 4,087 89.76 40.3



  

 

  

 

株式会社ハマキョウレックス 

 
  

 

 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている株式会社ハマキョウレックスの平成24年４月１日から平成25年３月31日までの連結会計年

度の訂正後の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益及び包括利益計算書、連結株主資本等変

動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注

記及び連結附属明細表について監査を行った。 

  

連結財務諸表に対する経営者の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作

成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

  

監査人の責任 

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して

監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的

な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。 

監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監

査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に

基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもの

ではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、

連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計

方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示

を検討することが含まれる。 

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

  

監査意見 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、株式会社ハマキョウレックス及び連結子会社の平成25年３月31日現在の財政状態並びに同日をもっ

て終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示

しているものと認める。 

  

強調事項 

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成25年５月17日開催の取締役会において、ＳＧホール

ディングス株式会社の子会社である佐川グローバルロジスティクス株式会社との間で株式交換契約を締結す

独立監査人の監査報告書

平成25年８月13日

取 締 役 会  御 中

有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員
公認会計士  谷    津    良    明  ㊞

業 務 執 行 社 員

指定有限責任社員
公認会計士  山  田  剛  己  ㊞

業 務 執 行 社 員



ること及び会社とＳＧホールディングス株式会社との間で資本・業務提携契約を締結することを決議し、

同日付にて株式交換契約および資本・業務提携契約を締結した。 

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。 

  

その他の事項 

有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、連結財務諸表を訂正してい

る。なお、当監査法人は、訂正前の連結財務諸表に対して平成25年６月12日に監査報告書を提出した。 

  

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以  上 
  

 
  

※１ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。

２ 連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。



  

 
  
 

株式会社ハマキョウレックス 

   

 

 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」
に掲げられている株式会社ハマキョウレックスの平成24年４月１日から平成25年３月31日までの第42期事業
年度の訂正後の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、
その他の注記及び附属明細表について監査を行った。 
  
財務諸表に対する経営者の責任 
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成

し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 
  
監査人の責任 
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表

明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。 
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手

続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
含まれる。 
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

  
監査意見 
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、株式会社ハマキョウレックスの平成25年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の
経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 
  

強調事項 
重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成25年５月17日開催の取締役会において、ＳＧホール

ディングス株式会社の子会社である佐川グローバルロジスティクス株式会社との間で株式交換契約を締結す
ること及び会社とＳＧホールディングス株式会社との間で資本・業務提携契約を締結することを決議し、同
日付にて株式交換契約および資本・業務提携契約を締結した。 
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。 

  
その他の事項 
有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、財務諸表を訂正している。な

お、当監査法人は、訂正前の財務諸表に対して平成25年６月12日に監査報告書を提出した。 
  
利害関係 
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  
以  上 

独立監査人の監査報告書

平成25年８月13日

取 締 役 会  御 中

有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員
公認会計士  谷    津    良    明  ㊞

業 務 執 行 社 員

指定有限責任社員
公認会計士  山  田  剛  己  ㊞

業 務 執 行 社 員



  
※１ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。
２ 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。


