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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】 

  

(注) １ 当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、中間連結会計期間等に係る主要な経営指標等の推移については、記

載しておりません。 

２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３ 前事業年度において関係会社及び関係会社社債を処分したため、前事業年度及び当中間会計期間における持分法を適用し

た場合の投資損益は、計上がありません。 

４ 前々事業年度及び前事業年度の潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式がないため記載してお

りません。 

回次 第84期中 第85期中 第86期中 第84期 第85期 

会計期間 

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成15年 
  ９月30日 

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日 

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ３月31日 

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日 

営業収入 (千円) 2,677,691 2,839,632 3,168,031 5,367,296 5,866,852

経常利益 (千円) 37,647 63,991 67,179 126,533 149,668

中間(当期)純利益 (千円) 59,227 53,623 31,203 161,553 169,160

持分法を適用した場合の 
投資損失 

(千円) 19,785 ― ― 215 ―

資本金 (千円) 1,915,119 1,915,119 2,077,434 1,915,119 2,077,434

発行済株式総数 (千株) 37,609 37,609 44,102 37,609 44,102

純資産額 (千円) 1,495,328 1,633,612 2,283,083 1,596,070 2,124,424

総資産額 (千円) 3,510,133 3,763,398 4,994,615 3,639,198 4,646,153

１株当たり純資産額 (円) 39.76 43.43 51.76 42.45 48.17

１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) 1.57 1.42 0.70 4.30 4.25

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) ― ― 0.70 ― ―

１株当たり中間 
(年間)配当額 

(円) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

自己資本比率 (％) 42.6 43.4 45.7 43.9 45.7

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) 91,953 13,119 6,390 94,409 163,557

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) 20,047 △32,360 △2,753 △13,287 △260,447

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △114,368 △40,104 66,057 8,191 759,932

現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

(千円) 468,866 500,084 1,291,880 559,313 1,222,185

従業員数 (名) 125 126 134 124 126



２ 【事業の内容】 

当社の事業目的は定款に記載されているとおりでありますが、現在行っている事業の内容は次のとおりでありま

す。 

  

  

３ 【関係会社の状況】 

当社は、子会社等は有しておりませんので、中間連結財務諸表並びにセグメント情報等も作成しておりません。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 提出会社の状況 

平成17年９月30日現在の従業員数は134名（就業人員）であります。 

  

(2) 労働組合の状況 

当社の労働組合は全日本港湾労働組合関西地方阪神支部に属し、組合員数は109名でユニオンショップ制でありま

す。 

なお、労使関係については概ね良好であります。 

  

事業別 事業内容

一般港湾運送事業 

港湾運送事業法による個品限定（海貨無限定）業者として、海運貨物取扱業務、すなわ
ち不特定多数の荷主並びに船会社より委託された輸移出入船積貨物（個品運送貨物）の
港湾において行うはしけ運送及び沿岸荷役作業等の各種港湾業務を一貫引受けして行う
業務 

一般区域貨物自動車 
運送事業 

大小各型トラックによる一般陸運貨物の現地運送並びに集配業務、長距離貨物輸送業務
及び隔地間連絡輸送業務 
国際海上コンテナ貨物の内陸輸送業務 

通関業 通関業法に基づく輸出入貨物の通関手続業務

倉庫業 倉庫業法に基づく普通倉庫の保管、荷役業務

損害保険代理業 自動車、火災、傷害及び海上等の各種損害保険の代理店業務

宅地建物取引業 宅地建物の売買・賃借等の代理並びに媒介業務



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

  

(1) 営業の概況 

当上期の内外情勢はイラク情勢があまり表面化しないまでも依然不安定要素となり、アメリカ経済も不透明感が

払拭できない状況にありました。また、原油価格の高騰から世界経済に与える影響が計り知れなくなっています。

一方、わが国経済情勢は、大手企業については民間の自助努力によって景気回復の兆しがはっきりとした形で見え

隠れする状況になってきました。しかし中小企業においてはまだまだ厳しい状況が続いております。しかし、個人

消費は底堅く、住宅、家電を中心に好決算が期待されております。しかし、原油高騰は国内景気にも影を落とすよ

うになってきました。 

このような中で当物流業界は規制緩和と荷主企業の物流合理化による運賃料金は厳しい状況のうちに推移しまし

た。これに追い討ちをかけるように燃料費の高騰や東京港、大阪港を中心にコンテナヤードの搬入搬出時の大渋滞

が作業効率と収入の悪化と経費増に拍車がかかっています。 

このような事業環境のもと、当社は顧客ニーズに対応した積極的営業活動を展開するとともに、事務の効率化、

経費の削減に努め、業績の向上に全力をあげました。結果は次の通りとなりました。 

  

  港湾運送部門は、部門総売上 2,435,018千円（前年同期比＋17.0%）となりました。 

輸出貨物の取扱いは、前期に引き続き、家電、機械、情報関連機器等が順調に堅調な動きを示したため、887,339

千円（前年同期比＋13.3%）となりました。 

輸入貨物の取扱いは、1,489,540千円（前年同期比＋18.8%）となりました。中国からの国際複合一貫輸送が依然

好調に推移した事に加え、新たな顧客開拓をすすめることによって増収につなげることができました。しかし、港

の素通りが顕著になる中で収益率の悪化の歯止めがきかない状況にあります。 

近海貨物の取扱いは引き続く沖縄経済の停滞にもかかわらず、営業努力により大幅な増収となり、58,137千円

（前年同期比＋30.8%）を計上しました。 

  

港湾運送部門の部門別売上構成比率は、76.9%（前年同期比＋3.6%）を占めております。 

  

  自動車運送部門は、部門総売上 616,880千円（前年同期比△5.7%）となりました。 

海上コンテナー輸送は、規制緩和、荷主メーカーの物流合理化と企業間競争から収受運賃・料金は依然として厳

しい状況が続きました。それに加えて原油高の影響をまともに受けて収益率の低下は甚だしいものがありました。

また、ヤードの改善されない搬出入の渋滞による稼働率の低下も収益率の悪化につながり、売上は 553,587千円

（前年同期比△6.5%）となりました。 

フェリーは大阪―九州間の隔地間連絡輸送の取扱いと北海道航路は国内景気の低迷を受け収益が悪化しました

が、営業努力の結果、売上は微増し、57,776千円（前年同期比＋1.2%）となりました。 

トラック輸送は5,516千円（前年同期比＋9.4％）となりました。 

  

自動車運送部門の部門別売上構成比率は、19.5%（前年同期比△3.5%）を占めております。 

  



倉庫部門は、部門総売上 110,232千円（前年同期比＋12.0%）となりました。 

堺倉庫は国内貨物の物流を中心に取扱いを行っております。積極的営業努力に傾注いたしました結果、売上は

68,232千円（前年同期比＋18.4%）となりました。 

  

倉庫部門の部門別売上構成比率は、3.5%（前年同期比±0%）を占めております。 

  

保険代理店その他収入は、5,900千円（前年同期比＋5.4%）となり、部門別売上構成比率は、0.2%を占めておりま

す。 

  

以上のように全ての部門で営業努力を傾注いたしました結果、一部の部門を除いて当社の中核部門は前年同期比

において大幅に増収を図ることができました。 

  

当中間会計期間の営業収入は 3,168,031千円（前年同期比+11.6%）、経常利益は 67,179千円（前年同期比

+5.0%）、中間純利益は 31,203千円（前年同期比△41.8%）となりました。 

当中間会計期間においては、特別利益 25,432千円（うち有価証券売却益 25,199千円）を計上したものの、資産

内容査定の厳格化を主要因とした特別損失 29,821千円（うち貸倒引当金繰入 11,999千円、貸倒損失 17,754千円）

を計上したために、中間純利益が前年同期比で大幅に減少いたしました。 

  

また、当社の今期の４つの基本方針である ①中国を中心とした東アジアでの営業拡大 ②関東・名古屋地区での

一層の営業拡大 ③神戸六甲フレート・ステーション（KRFS）の合理的な運用 ④国際物流部門の新たな商品化 など

は、引き続き今後の発展の大きな要になると考えております。 

  

  

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は6,390千円で、引き続きプラスになっております。しかしながらその金

額は、税引前中間純利益の減少等により前中間期比△6,729千円となっております。 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は△2,753千円（前中間期は△32,360千円）となりました。これは投資有

価証券の取得による支出が前中間期比30,674千円減少したこと等によるものです。 

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は66,057千円（前中間期は△40,104千円）となりました。これは財務内

容の改善から銀行からの資金調達が容易になり、借入金が増加したことなどによるものです。 

その結果、現金及び現金同等物の中間期末残高は 1,291,880千円となりました。 

  



２ 【取扱の状況】 

取扱実績 

部門別収入実績 

  

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

３ 【対処すべき課題】 

当中間会計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありま

せん。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

該当事項はありません。 

  

５ 【研究開発活動】 

該当事項はありません。 

  

部門の名称 収入実績(千円) 前年同期比(％) 

港湾運送部門 2,435,018 17.0 

自動車運送部門 616,880 △5.7 

倉庫部門 110,232 12.0 

保険その他の部門 5,900 5.4 

合計 3,168,031 11.6 



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

特記すべき事項はありません。 

  



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

  

② 【発行済株式】 

  

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

① 新株予約権 

  

  

(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株であります。 

２ 新株予約権の行使の条件 

 (1) 各新株予約権の一部行使はできないものとする。ただし、当社が1単元の株式の数を減少した場合には、減少後の1単元

またはその整数倍の数の株式を目的として、各新株予約権の一部を行使できるものとする。 

種類 会社が発行する株式の総数(株) 

普通株式 150,000,000 

計 150,000,000 

種類 
中間会計期間末 
現在発行数(株) 
(平成17年９月30日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成17年12月26日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容 

普通株式 44,102,586 52,243,375
大阪証券取引所
市場第二部 

― 

計 44,102,586 52,243,375 ― ― 

株主総会の特別決議日（平成１６年６月２９日）

  
中間会計期間末現在
(平成17年９月30日) 

提出日の前月末現在 
(平成17年11月30日) 

新株予約権の数（個） 992 （注）１ 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 992,000 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり 123 同左 

新株予約権の行使期間 
平成１８年７月１日～
平成２３年６月３０日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する 
場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格総額  122,016,000
資本組入額 １株当たり 62 同左 

新株予約権の行使の条件 （注）２ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
  

新株予約権を譲渡するときは、取締
役会の承認を要するものとする。 

同左 



 (2) 新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役、従業員、顧問の地位にあることを要す。ただし、行使期間の

開始前に任期満了による退任、定年退職した場合、平成18年7月1日から1年以内に限り新株予約権を行使できるものと

する。 

 (3) 新株予約権者は、行使期間中に当社の取締役、従業員、顧問を任期満了による退任、定年退職した場合、当該退任、退

職の日から６ヶ月以内に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合においても、行使期間を超えて新

株予約権を行使できないものとする。 

 (4) （2）および（3）は、新株予約権者である取締役が当社の完全子会社またはそれに準ずる当社の非上場子会社の取締役

に就任するために取締役を退任し当社の顧問に就任した場合、および新株予約権者である従業員、顧問が当社の取締役

に就任するために退職、退任した場合には適用されないものとする。 

 (5) その他の条件については、定時株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権割当の対象者との間で締

結する契約に定めるものとする。 

  

(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 （注）１ 平成17年６月29日開催の定時株主総会の決議により、平成17年６月30日に資本準備金162,930千円を取り崩して未処理損

失の補填といたしました。 

２ 平成17年11月28日を払込期日とする１株につき0.2株の割合をもって行った株主割当増資により、発行済株式総数が

8,140千株、資本金及び資本準備金がそれぞれ244,223千円増加しております。 

  

(4) 【大株主の状況】 

平成17年９月30日現在 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(千株) 

発行済株式
総数残高 
(千株) 

資本金増減額
  

(千円) 

資本金残高
  

(千円) 

資本準備金 
増減額 
(千円) 

資本準備金
残高 
(千円) 

平成17年４月１日～ 
平成17年９月30日(注)１ 

― 44,102 ― 2,077,434 △162,930 ―

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株) 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％) 

大運協力会社持株会 大阪市西区西本町１丁目10－10 1,313 2.98

柴 田 剛 志  千葉県市川市八幡４丁目13－2 1,204 2.73

加 藤 清 行 愛媛県新居浜市一宮町１丁目14－４ 1,070 2.43

リーマン ブラザーズ アジア 
キャピタル カンパニー 
（常任代理人 リーマン・ブラ
ザーズ証券会社 東京支店） 

INTERNATIONAL FINANCE CENTRE 8
FINANCE STREET CENTRAL HONG KONG  
（東京都港区六本木６丁目10－１） 

1,000 2.27

大運従業員持株会 大阪市西区西本町１丁目10－10 699 1.59

岩 本 幸 一 埼玉県加須市大門町５－23 675 1.53

松 田 芳 郎 愛媛県今治市近見町２丁目１－50 642 1.46

大 久 保 和 男 横浜市青葉区奈良町1566－336 600 1.36

藤 本 弘 和 大阪府吹田市山手町４丁目25－４ 522 1.18

加 藤 寛 一 大阪市住吉区南住吉１丁目17－９ 456 1.03

計 ― 8,182 18.55



(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成17年９月30日現在 

(注) １ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が64,000株(議決権64個)含まれておりま

す。 

２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己株式713株が含まれております。 

  

② 【自己株式】 

平成17年９月30日現在 

  

区分 株式(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式) 
(自己保有株式)

普通株式 36,000
― ― 

完全議決権株式(その他) 普通株式 43,541,000 43,541 ― 

単元未満株式 普通株式 525,586 ― ― 

発行済株式総数 44,102,586 ― ― 

総株主の議決権 ― 43,541 ― 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数 
(株) 

他人名義
所有株式数 
(株) 

所有株式数
の合計 
(株) 

発行済株式総数
に対する所有 
株式数の割合(％)

(自己保有株式) 
株式会社大運 

大阪市西区西本町 
１－10－10 

36,000 ― 36,000 0.08

計 ― 36,000 ― 36,000 0.08



２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

(注) 最高・最低株価は、大阪証券取引所市場第二部におけるものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  

月別 平成17年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高(円) 100 104 116 139 143 156

最低(円) 98 96 98 112 127 134



第５ 【経理の状況】 

１ 中間財務諸表の作成方法について 

当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以

下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

ただし、前中間会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)については、「財務諸表等の用語、様式及

び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年１月30日 内閣府令第５号)附則第３項のただし書き

により、改正前の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、第85期中間会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日ま

で)及び第86期中間会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)の中間財務諸表について、友朋監査法人、

公認会計士三原康則氏の中間監査を受けております。 

  

３ 中間連結財務諸表について 

当社は、子会社を有していないので、中間連結財務諸表は作成しておりません。 

  



【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

    前中間会計期間末 

(平成16年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前事業年度 
要約貸借対照表 
(平成17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
(％) 金額(千円) 構成比

(％) 

(資産の部)          

Ⅰ 流動資産          

１ 現金及び預金 ※３  732,842 1,468,547   1,414,744 

２ 受取手形 ※１  6,699 50,740   7,441 

３ 営業未収金    937,010 867,390   839,284 

４ 有価証券 ※３  10,494 10,494   10,494 

５ 貯蔵品    701 663   692 

６ 立替金    240,833 173,800   210,536 

７ 繰延税金資産    13,649 17,200   17,200 

８ その他 ※５  75,736 81,798   78,303 

貸倒引当金    △4,685 △4,347   △4,204 

流動資産合計    2,013,283 53.5 2,666,288 53.4   2,574,493 55.4

Ⅱ 固定資産          

１ 有形固定資産 ※２        

(1) 建物 ※３ 288,936   271,906 284,384   

(2) 車両運搬具   95,552   119,444 99,169   

(3) 土地 ※３ 573,132   573,132 573,132   

(4) その他   10,269 967,891 10,297 974,781 9,322 966,008 

２ 無形固定資産    4,435 4,396   4,412 

３ 投資その他の資産          

(1) 投資有価証券 ※３ 343,855   909,239 704,539   

(2) 長期立替金   289,780   338,870 284,105   

(3) 破産債権・ 
更生債権   285,110   58,293 59,265   

(4) 繰延税金資産   32,389   ― ―   

(5) その他 ※３ 326,598   298,621 294,545   

貸倒引当金   △479,945   △263,852 △251,853   

投資損失引当金   △20,000 777,788 ― 1,341,172 ― 1,090,602 

固定資産合計    1,750,115 46.5 2,320,350 46.4   2,061,024 44.4

Ⅲ 繰延資産          

１ 新株発行費    ― ― 7,976 7,976 0.2   10,635 0.2

資産合計    3,763,398 100.0 4,994,615 100.0   4,646,153 100.0

           



  

  

    前中間会計期間末 

(平成16年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前事業年度 
要約貸借対照表 
(平成17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
(％) 金額(千円) 構成比

(％) 

(負債の部)          

Ⅰ 流動負債          

１ 支払手形    129,133 124,794   149,286 

２ 営業未払金    490,131 404,162   407,082 

３ 短期借入金 ※３  311,000 903,500   723,000 

４ 一年以内返済予定の 
長期借入金 ※３  259,220 289,228   341,608 

５ 賞与引当金    34,800 42,600   33,520 

６ その他    293,994 275,949   223,147 

流動負債合計    1,518,279 40.3 2,040,234 40.8   1,877,643 40.4

Ⅱ 固定負債          

１ 長期借入金 ※３  482,716 420,252   481,156 

２ 退職給付引当金    9,021 20,393   12,682 

３ 社債    100,000 100,000   100,000 

４ その他    19,769 130,651   50,247 

固定負債合計    611,506 16.3 671,297 13.4   644,085 13.9

負債合計    2,129,786 56.6 2,711,531 54.3   2,521,728 54.3

(資本の部)          

Ⅰ 資本金    1,915,119 50.9 2,077,434 41.6   2,077,434 44.7

Ⅱ 資本剰余金          

１ 資本準備金    615 ―   162,930 

資本剰余金合計    615 0.0 ― ―   162,930 3.5

Ⅲ 利益剰余金          

１ 中間未処分利益又は 
中間(当期)未処理 
損失(△) 

   △289,289 20,376   △173,757 

利益剰余金合計    △289,289 △7.7 20,376 0.4   △173,757 △3.5

Ⅳ その他有価証券 
評価差額金    8,491 0.2 189,219 3.8   60,605 1.3

Ⅴ 自己株式    △1,326 △0.0 △3,947 △0.1   △2,788 △0.1

資本合計    1,633,612 43.4 2,283,083 45.7   2,124,424 45.7

負債資本合計    3,763,398 100.0 4,994,615 100.0   4,646,153 100.0

           



② 【中間損益計算書】 

  

  

    
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
要約損益計算書 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 百分比

(％) 金額(千円)
百分比
(％) 金額(千円) 百分比

(％) 

Ⅰ 営業収入    2,839,632 100.0 3,168,031 100.0   5,866,852 100.0

Ⅱ 営業原価    2,614,975 92.1 2,918,365 92.1   5,386,773 91.8

営業総利益    224,656 7.9 249,665 7.9   480,078 8.2

Ⅲ 一般管理費    157,518 5.5 180,177 5.7   314,435 5.4

営業利益    67,137 2.4 69,488 2.2   165,643 2.8

Ⅳ 営業外収益          

１ 受取利息配当金   2,114   7,615 2,620   

２ その他の営業外収益   13,299 15,413 0.5 15,994 23,610 0.7 26,765 29,386 0.5

Ⅴ 営業外費用          

１ 支払利息   16,027   20,747 36,226   

２ 新株発行費償却   ―   2,658 5,317   

３ その他の営業外費用   2,532 18,560 0.6 2,512 25,919 0.8 3,818 45,361 0.8

経常利益    63,991 2.3 67,179 2.1   149,668 2.6

Ⅵ 特別利益          

１ 車両運搬具売却益   589   40 589   

２ 投資有価証券売却益   20,820   25,199 34,818   

３ 貸倒引当金戻入益   2,211   ― 682   

４ その他の特別利益   33 23,654 0.8 193 25,432 0.8 ― 36,090 0.6

Ⅶ 特別損失          

１ 貸倒引当金繰入   ―   11,999 262   

２ 貸倒損失   ―   17,754 ―   

３ 車両運搬具除売却損   652   67 213   

４ その他の特別損失   46 698 0.0 ― 29,821 0.9 19 495 0.1

税引前中間(当期) 
純利益    86,947 3.1 62,791 2.0   185,263 3.2

法人税、住民税 
及び事業税 ※２ 33,323   31,587 4,353   

法人税等調整額   ― 33,323 1.2 ― 31,587 1.0 11,479 16,102 0.3

中間(当期)純利益    53,623 1.9 31,203 1.0   169,160 2.9

前期繰越損失    342,912 10,827   342,912 

自己株式処分差損    ― ―   5 

中間未処分利益又は 
中間(当期)未処理 
損失(△) 

   △289,289 20,376   △173,757 

           



③ 【中間キャッシュ・フロー計算書】 

  

   
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前事業年度の要約 
キャッシュ・フロー 

計算書 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

  

１ 税引前中間(当期)純利益  86,947 62,791 185,263

２ 減価償却費  27,069 28,421 56,678

３ 繰延資産償却費  ― 2,658 5,317

４ 貸倒引当金の増加額又は減
少額 

 △1,698 12,142 △174

５ 賞与引当金の増加額  2,300 9,080 1,020

６ 退職給付引当金の増加額  4,421 7,711 8,082

７ 受取利息及び受取配当金  △2,114 △7,615 △2,620

８ 支払利息  16,027 20,747 36,226

９ 投資有価証券売却益  △20,820 △25,199 △34,818

10 有形固定資産売却益  △560 △40 △589

11 有形固定資産除売却損  623 67 495

12 貸倒損失  ― 17,754 ―

13 売上債権の増加額  △162,289 △34,103 △62,432

14 割引手形の増加額又は 
    減少額 

 4,682 △38,473 1,491

15 棚卸資産の増加額又は 
減少額 

 △26 28 △17

16 仕入債務の増加額又は 
    減少額 

 95,610 △27,411 32,714

17 長期前払費用の減少額  2,480 600 7,527

18 その他の資産の増加額又は
減少額 

 △4,612 △25,263 30,372

19 その他の負債の増加額 
又は減少額 

 △16,702 16,845 △60,849

小計  31,337 20,742 203,685

20 利息及び配当金の受取額  2,114 7,615 2,620

21 利息の支払額  △14,895 △21,414 △33,952

22 法人税等の支払額  △5,435 △552 △8,795

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 13,119 6,390 163,557



  

   
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前事業年度の要約 
キャッシュ・フロー 

計算書 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

  

１ 有価証券の取得による支出  △33 ― ―

２ 定期預金の預入による支出  △23,604 △23,709 △28,004

３ 定期預金の払戻による収入  22,000 39,600 66,600

４ 有形固定資産の取得による 
支出 

 △27,493 △49,035 △34,257

５ 有形固定資産の売却による 
収入 

 1,100 1,826 1,400

６ 投資有価証券の取得による 
支出 

 △82,096 △51,421 △420,707

７ 投資有価証券の売却による 
収入 

 77,450 89,911 157,704

８ 貸付金による支出  ― △10,500 △5,000

９ 貸付金回収による収入  3,000 5,400 3,800

10 その他投資活動による支出  △2,683 △4,826 △4,819

11 その他投資活動による収入  ― ― 2,836

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △32,360 △2,753 △260,447

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

  

１ 短期借入による収入  288,000 1,220,000 1,088,000

２ 短期借入金の返済による 
支出 

 △291,700 △1,089,500 △679,700

３ 長期借入による収入  145,000 90,000 395,000

４ 長期借入金の返済による 
支出 

 △181,324 △153,284 △350,496

５ 新株発行による収入  ― ― 324,629

６ 新株発行費の支出  ― ― △15,952

７ 自己株式の売却による収入  ― ― 23

８ 自己株式の取得による支出  △80 △1,158 △1,571

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 △40,104 66,057 759,932

Ⅳ  現金及び現金同等物に係る 
    換算差額 

 116 ― △169

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加又
は減少額 

 △59,228 69,694 662,872

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
期首残高 

 559,313 1,222,185 559,313

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

※ 500,084 1,291,880 1,222,185

    



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券 

  ① 満期保有目的の債券 

    償却原価法 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券 

  ① 満期保有目的の債券 

同左 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券 

  ① 満期保有目的の債券 

同左 

  ② その他有価証券 

    時価のあるもの 

    中間決算末日の市場価格等

に基づく時価法(評価差額

は全部資本直入法により処

理し、売却原価は総平均法

により算定) 

  ② その他有価証券 

同左 

  ② その他有価証券 

    時価のあるもの 

    決算末日の市場価格等に基

づく時価法(評価差額は全

部資本直入法により処理

し、売却原価は総平均法に

より算定) 

時価のないもの 

    評価基準および評価方法は

総平均法における原価法 

      時価のないもの 

    評価基準および評価方法は

総平均法における原価法 

 (2) たな卸資産 

    貯蔵品 

    先入先出法による原価法 

  

 (2) たな卸資産 

   貯蔵品 

同左 

 (2) たな卸資産 

    貯蔵品 

同左 

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

   定率法によっております。 

   ただし建物については定額法

によっております。 

   なお、耐用年数及び残存価額

については、法人税法に規定

する方法と同一の基準によっ

ております。 

   ただし車両運搬具のうち、け

ん引車及び被けん引車の法定

耐用年数は４年であるが、こ

れを前者については６年で、

また後者については10年で、

定率法により償却しておりま

す。 

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

同左 

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

同左 

 (2) 無形固定資産 

   定額法によっております。 

   なお、耐用年数については、

法人税法に規定する方法と同

一の基準によっております。 

 (2) 無形固定資産 

同左 

 (2) 無形固定資産 

同左 

 (3) 長期前払費用 

   均等償却をしております。 

   なお、償却期間については、

法人税法に規定する方法と同

一の基準によっております。 

  

 (3) 長期前払費用 

同左 

 (3) 長期前払費用 

同左 

３ 繰延資産の償却方法 

――― 

３ 繰延資産の償却方法 

(1) 新株発行費 

   商法施行規則規定の最長期間

(３年間)で均等償却しておりま

す。 

３ 繰延資産の償却方法 

 (1) 新株発行費 

同左 



  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

４ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備

えるため、回収不能見込額を

計上しております。 

① 一般債権 

    貸倒実績率法により計上し

ております。 

② 貸倒懸念債権及び破産更生

債権 

財務内容評価法によってお

ります。 

４ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備

えるため、回収不能見込額を

計上している。 

① 一般債権 

同左 

  

② 貸倒懸念債権及び破産更生

債権 

同左 

４ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備

えるため、回収不能見込額を

計上しております。 

① 一般債権 

同左 

  

② 貸倒懸念債権及び破産更生

債権 

同左 

 (2) 賞与引当金 

   従業員に支給する賞与に充て

るため、支給見込額に基づき

計上しております。 

 (2) 賞与引当金 

同左 

 (2) 賞与引当金 

同左 

 (3) 退職給付引当金 

   従業員の退職金の支出に備え

るため、当会計年度末におけ

る退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき、当中間会

計期間末において発生してい

ると認められる額を計上して

おります。 

   なお、会計基準変更差異

(187,081千円)については、

15年による按分額を費用処理

しております。 

 (3) 退職給付引当金 

同左 

 (3) 退職給付引当金 

   従業員の退職金の支出に備え

るため、当期末における退職

給付債務及び年金資産に基づ

き、当期末に発生している額

を計上しております。 

   会計基準変更差異(187,081千

円)については、15年による

按分額を費用処理しておりま

す。 

 (4) 投資損失引当金 

   関係会社株式等の実質価額の

下落による損失に備えるた

め、投資先の財政状態等を勘

案した損失負担見込額を計上

しております。 

 (4) 投資損失引当金 

――― 

 (4) 投資損失引当金 

――― 

５ リース取引の処理方法 

  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につ

いては、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっ

ております。 

５ リース取引の処理方法 

同左 

５ リース取引の処理方法 

同左 

６ 中間キャッシュ・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

預金及び取得日から満期日まで

の期間が３ヶ月以内の定期預金

であります。 

６ 中間キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

同左 

６ キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲 

同左 

７ その他中間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、税抜方式を採用して

おります。 

７ その他中間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 

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 

同左 



会計処理の変更 

  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

――― （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間会計期間から「固定資産の 

減損に係る会計基準」(「固定資産

の減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」(企業会計審議会 平成

14年8月9日))及び「固定資産の減損

に係る会計基準の適用指針」(企業

会計基準委員会 平成15年10月31日

会計基準適用指針第6号)を適用して

おります。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

――― 



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

  
  

前中間会計期間末 
(平成16年９月30日) 

当中間会計期間末
(平成17年９月30日) 

前事業年度末 
(平成17年３月31日) 

※１ 受取手形割引高 34,222千円 ※１ 受取手形割引高 ― 千円 ※１ 受取手形割引高 31,031千円

      

※２ 有形固定資産の減価償却累計

額 

945,851千円 

※２ 有形固定資産の減価償却累計

額 

978,347千円 

※２ 有形固定資産の減価償却累計

額 

972,547千円 

      

※３ 担保資産 

  (1) 担保差入資産 

定期預金 334,761千円

建物 146,507千円

土地 573,132千円

有価証券・ 
投資有価証
券 

81,424千円

※３ 担保資産 

  (1) 担保差入資産 

定期預金 423,309千円

建物 138,826千円

土地 573,132千円

有価証券・
投資有価証
券 

25,792千円

※３ 担保資産 

  (1) 担保差入資産 

預金 392,760千円

建物 142,665千円

土地 573,132千円

有価証券・ 
投資有価証
券 

24,420千円

  (2) 債務の内容 

短期借入金 219,000千円

一年以内 
返済予定の 
長期借入金 

259,220千円

長期借入金 482,716千円

  (2) 債務の内容 

短期借入金 507,500千円

一年以内
返済予定の 
長期借入金 

289,228千円

長期借入金 420,252千円

  (2) 債務の内容 

短期借入金 375,000千円

一年以内
返済予定の 
長期借入金 

301,608千円

長期借入金 471,156千円

      

 ４ 偶発債務 

   銀行借入に対する保証債務 

阪神コンテナ 
・ビジネス㈱ 

34,033千円

計 34,033千円

 ４ 偶発債務 

――― 

   

 ４ 偶発債務 

   銀行借入に対する保証債務 

阪神コンテナ 
・ビジネス㈱ 

46,010千円

計 46,010千円

      

※５ 消費税等の取扱い 

   仮払消費税等及び仮受消費税

等は、相殺のうえ、流動資産の

「その他」に含めて表示してお

ります。 

※５ 消費税等の取扱い 

同左 

※５ 消費税等の取扱い 

同左 



(中間損益計算書関係) 

  

  
  

(中間キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ 減価償却実施額 

有形固定資産 26,880千円

無形固定資産 16千円

１ 減価償却実施額 

有形固定資産 28,255千円

無形固定資産 16千円

１ 減価償却実施額 

有形固定資産 56,291千円

無形固定資産 39千円

      

※２ 税効果会計の適用に当たり

「簡便法」を採用しているので、

法人税等調整額を含めた金額で、

一括掲記しております。 

※２      同左 ――― 

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間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中間期末残

高と中間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 

現金及び預金勘定 732,842千円

預入期間が３ヶ月 
を超える定期預金 

△232,758千円

現金及び 
現金同等物 

500,084千円

現金及び預金勘定 1,468,547千円

預入期間が３ヶ月
を超える定期預金

△176,667千円

現金及び 
現金同等物 

1,291,880千円

現金及び預金勘定 1,414,744千円

預入期間が３ヶ月 
を超える定期預金 

△192,558千円

現金及び
現金同等物 

1,222,185千円



(リース取引関係) 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額 

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額 

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末残

高相当額 

  
工具器具備品
(千円) 

    

取得価額 
相当額 

67,896  

減価償却累 
計額相当額 

54,044  

中間期末 
残高相当額 

13,852  

  
工具器具備品
(千円) 

取得価額 
相当額 

20,103

減価償却累 
計額相当額 

11,233

中間期末 
残高相当額 

8,870

工具器具備品
(千円) 

    

取得価額
相当額 

20,103   

減価償却累
計額相当額

9,551   

期末残高
相当額 

10,552   

  なお、取得価額相当額は、未経

過リース料中間期末残高が有形固

定資産の中間期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法

により算定している。 

同左 同左 

      

② 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年以内 4,981千円

１年超 8,870千円

合計 13,852千円

② 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年以内 3,363千円

１年超 5,506千円

合計 8,870千円

② 未経過リース料期末残高相当額 

  

１年以内 3,363千円

１年超 7,188千円

合計 10,552千円

  なお、未経過リース料中間期末

残高相当額は、未経過リース料中

間期末残高が有形固定資産中間期

末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定し

ている。 

同左 同左 

      

③ 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 6,688千円

減価償却費 
相当額 

6,688千円

③ 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 1,681千円

減価償却費
相当額 

1,681千円

③ 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 9,988千円

減価償却費
相当額 

9,988千円

      

④ 減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

いる。 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 



(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成16年９月30日) 

１ 時価のある有価証券 

  

  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

  

区分 
中間貸借対照表計上額

(千円) 
時価
(千円) 

差額 
(千円) 

満期保有目的の債券  

国債・地方債等 ― ― ―

社債 ― ― ―

その他 10,461 10,494 33

計 10,461 10,494 33

区分 
取得原価
(千円) 

中間貸借対照表計上額
(千円) 

差額 
(千円) 

その他有価証券  

① 株式 243,376 257,389 14,013

② 債券  

国債・地方債等 ― ― ―

社債 ― ― ―

その他 ― ― ―

③ その他 24,000 24,379 379

計 267,376 281,768 14,392

区分 
中間貸借対照表計上額

(千円) 

満期保有目的の債券 6,000

子会社株式及び関連会社株式 20,000

その他有価証券 

非上場株式 62,086

計 88,086



当中間会計期間末(平成17年９月30日) 

１ 時価のある有価証券 

  

  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

  

区分 
中間貸借対照表計上額

(千円) 
時価
(千円) 

差額 
(千円) 

満期保有目的の債券  

国債・地方債等 ― ― ―

社債 ― ― ―

その他 10,494 10,494 ―

計 10,494 10,494 ―

区分 
取得原価
(千円) 

中間貸借対照表計上額
(千円) 

差額 
(千円) 

その他有価証券  

① 株式 500,620 814,455 313,835

② 債券  

国債・地方債等 ― ― ―

社債 ― ― ―

その他 ― ― ―

③ その他 24,000 30,876 6,876

計 524,620 845,332 320,711

区分 
中間貸借対照表計上額

(千円) 

その他有価証券 

非上場株式 63,906



前事業年度末(平成17年３月31日) 

１ 時価のある有価証券 

  

  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

  

区分 
貸借対照表計上額

(千円) 
時価
(千円) 

差額 
(千円) 

満期保有目的の債券  

国債・地方債等 ― ― ―

社債 ― ― ―

その他 10,494 10,494 ―

計 10,494 10,494 ―

区分 
取得原価
(千円) 

貸借対照表計上額
(千円) 

差額 
(千円) 

その他有価証券  

① 株式 515,411 615,795 100,383

② 債券  

国債・地方債等 ― ― ―

社債 ― ― ―

その他 ― ― ―

③ その他 24,000 26,337 2,337

計 539,411 642,132 102,721

区分 
貸借対照表計上額

(千円) 

その他有価証券 

非上場株式 62,406



(デリバティブ取引関係) 

  

  

(持分法損益等) 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当社は、デリバティブ取引を全く利

用していないので該当事項はありま

せん。 

同左 同左 

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

関連会社に対する投資額 

20,000千円 

前事業年度において関係会社株式

及び関係会社社債を処分したた

め、持分法を適用した場合の投資

損益は、計上がありません。 

同左 

投資損失引当金 △20,000千円

差引 ― 千円

持分法を適用した場合の投資の金額 

― 千円 

持分法を適用した場合の投資利益の 

金額 ― 千円



 (１株当たり情報) 

  

  
(注) １株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１株当たり純資産額 43円43銭 １株当たり純資産額 51円76銭 １株当たり純資産額 48円17銭

１株当たり中間純利益 1円42銭 １株当たり中間純利益 0円70銭 １株当たり当期純利益 4円25銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、潜在株式が

ないため記載していない。 

潜在株式調整後１株
当たり中間純利益 

0円70銭
 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、潜在株式が

存在しないため記載していない。 

  
前中間会計期間

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

中間損益計算書 
(損益計算書)上の 
  
  
  
中間(当期)純利益 

(千円) 53,623 31,203 169,160

普通株式に係る 
中間(当期)純利益 

(千円) 53,623 31,203 169,160

普通株式に帰属しない金額 (千円) ― ― ―

普通株式の期中平均株式数 (千株) 37,609 44,102 39,837

中間(当期)純利益調整額 (千円) ― ― ―

普通株式増加数 (千株) ― 27 ―

(うち新株予約権方式による 
ストックオプション) 

(千株) ― (27) ―

希薄化効果を有しないため、 
潜在株式調整後１株当たり 
中間(当期)純利益の算定に 
含まれなかった潜在株式の概要 

  ― ― ―



(重要な後発事象) 

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

 平成16年８月16日開催の取締役会

において、下記のとおり株主割当に

よる新株式発行を決議し、平成16年

11月26日に払込が完了いたしまし

た。 

 本件株主割当による新株式発行

(申込期日 平成16年11月10日)の申

込状況は以下のとおりでありまし

た。 

１．発行総数 7,521,999株 

(376,099,950円) 

２．申込総数 6,492,587株 

(324,629,350円) 

３．失権総数 1,029,412株 

( 51,470,600円) 

 この結果、平成16年11月26日付で

資 本 金 は 162,314 千 円 増 加 し

2,077,434 千 円、資 本 準 備 金 は

162,314千円増加し162,930千円とな

りました。また発行済株式総数は

6,492千株増加し44,102千株となり

ました。 

 平成17年８月15日開催の取締役会

において、下記のとおり株主割当に

よる新株式発行を決議し、平成17年

11月28日に払込が完了いたしまし

た。 

 本件株主割当による新株式発行

(申込期日 平成17年11月10日)の申

込状況は以下のとおりでありまし

た。 

１．発行総数 8,820,517株 

(529,231,020円) 

２．申込総数 8,140,789株 

(488,447,340円) 

３．失権総数   679,728株 

( 40,783,680円) 

  この結果、平成17年11月28日付で

資 本 金 は 244,223 千 円 増 加 し

2,321,658 千 円、資 本 準 備 金 は

244,223千円増加し244,223千円とな

りました。また発行済株式総数は

8,140千株増加し52,243千株となり

ました。 

――― 



  
当中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

 平成16年８月16日開催の取締役会

において決議いたしました株主割当

による新株式発行の概要は以下のと

おりであります。 

１．発行新株 

  式数 
7,521,999株 

２．割当方法 平成16年９月30日

(木)最終の株主に

対して、その所有

株式につき0.2株の

割合 

３．発行価額 １株につき金50円 

４．発行価額 

  の総額 
376,099,950円 

５．資本金組 

  入額 
１株につき金25円 

６．払込金額 １株につき金50円 

７．申込期間 平成16年10月25日

(月)から平成16年

11月10日(水) 

８．払込期日 平成16年11月26日

(金) 

９．配当起算日 平成16年10月１日

(金) 

10. 調達資金 

  の使途 

当社の運転資金へ

の充当 

11. その他 申込期間内までに

申込みのないとき

は、新株引受権を

失う。また引受の

ない失権株式につ

いては、募集を打

ち切り再募集は行

わない。 

 平成17年８月15日開催の取締役会

において決議いたしました株主割当

による新株式発行の概要は以下のと

おりであります。 

１．発行新株 

  式数 
8,820,517株 

２．割当方法 平成17年９月30日

(金)最終の株主に

対して、その所有

株式につき0.2株の

割合 

３．発行価額 １株につき金60円 

４．発行価額 

  の総額 
529,231,020円 

５．資本金組 

  入額 
１株につき金30円 

６．払込金額 １株につき金60円 

７．申込期間 平成17年10月24日

(月)から平成17年

11月10日(木) 

８．払込期日 平成17年11月28日

(月) 

９．配当起算日平成17年10月１日

(土) 

10. 調達資金 

  の使途 

当社の運転資金へ

の充当 

11. その他 申込期間内までに

申込みのないとき

は、新株引受権を

失う。また引受の

ない失権株式につ

いては、募集を打

ち切り再募集は行

わない。 

  



(2) 【その他】 

特記事項はありません。 



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

  

  

(1) 
有価証券報告書 
及びその添付書類 

事業年度 
(第85期) 

自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

  
平成17年６月29日 
近畿財務局長に提出 

(2) 
有価証券届出書 
及びその添付書類 

株主割当による増資   
平成17年８月15日 
近畿財務局長に提出 



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 

  



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成16年12月24日

株式会社大運 

取締役会 御中 

  

  

当監査法人ならびに私は、証券取引法第193条の2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

いる株式会社大運の平成16年4月1日から平成17年3月31日までの第85期事業年度の中間会計期間（平成16年4月1日から平

成16年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間キャッシュ・フロー計算

書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人ならびに私の責任は独立の立

場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人ならびに私は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人ならびに私に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査

手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人ならびに私は、中間監査の結果として中間財

務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人ならびに私は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、株式会社大運の平成16年9月30日現在の財政状態ならびに同日をもって終了する中間会計期間（平成16

年4月1日から平成16年9月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているもの

と認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員ならびに私との間には、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 

  

監査法人の名称 友朋監査法人 

代表社員 
業務執行社員 
公認会計士 

  池  永  洋  宣  ㊞ 

事務所名 三原公認会計士事務所 

公認会計士   三  原  康  則  ㊞ 

  
※ 上記は、中間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(半期報告書提出会社)が別途保管

している。 



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成17年12月26日

株式会社大運 

取締役会 御中 

  

  

当監査法人ならびに私は、証券取引法第193条の2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

いる株式会社大運の平成17年4月1日から平成18年3月31日までの第86期事業年度の中間会計期間（平成17年4月1日から平

成17年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間キャッシュ・フロー計算

書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人ならびに私の責任は独立の立

場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人ならびに私は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人ならびに私に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査

手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人ならびに私は、中間監査の結果として中間財

務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人ならびに私は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、株式会社大運の平成17年9月30日現在の財政状態ならびに同日をもって終了する中間会計期間（平成17

年4月1日から平成17年9月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているもの

と認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員ならびに私との間には、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 

  

監査法人の名称 友朋監査法人 

代表社員 
業務執行社員 
公認会計士 

  池  永  洋  宣  ㊞ 

事務所名 三原公認会計士事務所 

公認会計士   三  原  康  則  ㊞ 

  
※ 上記は、中間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(半期報告書提出会社)が別途保管

している。 
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