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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】

　

回次 第84期 第85期 第86期 第87期 第88期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

売上高 (千円) 5,367,2965,866,8526,365,2756,843,5109,448,993

経常利益又は経常損失(△) (千円) 126,533 149,668 27,471 113,147△82,205

当期純利益又は当期純損失(△) (千円) 161,553 169,160 109,902 95,120△476,193

持分法を適用した
場合の投資損失

(千円) 215 ― ― ─ ─

資本金 (千円) 1,915,1192,077,4342,321,6582,321,6582,321,658

発行済株式総数 (株) 37,609,99944,102,58652,243,37552,243,37558,643,375

純資産額 (千円) 1,596,0702,124,4242,756,1782,684,6122,628,229

総資産額 (千円) 3,639,1984,646,1535,345,5665,880,6855,956,188

１株当たり純資産額 (円) 42.45 48.17 52.83 51.47 44.88

１株当たり配当額
(１株当たり
中間配当額)

(円)
(円)

0
(0)

0
(0)

1
(　0)

1.50
(　0 )

1
(　　0)

１株当たり当期純利益
又は当期純損失（△）

(円) 4.30 4.25 2.35 1.82 △8.13

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) ― ― 2.34 1.82 ─

自己資本比率 (％) 43.9 45.7 51.6 45.7 44.1

自己資本利益率 (％) 10.1 9.1 4.5 3.5 △17.9

株価収益率 (倍) 17.2 27.6 70.2 65.9 ─

配当性向 (％) 0.0 0.0 42.5 82.4 ─

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 94,409 163,557 △8,269 △14,589△262,562

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △13,287△260,447△69,062△224,860△393,456

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 8,191 759,932 311,160 689,299△419,570

現金及び現金同等物
の期末残高

(千円) 559,3131,222,1851,456,0141,905,863869,808

従業員数 (名) 124 126 134 133 191

(注) １　当社は連結財務諸表を作成していないので、連結会計年度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　第85期に関係会社株式及び関係会社社債を処分したため、第85期以降において、持分法を適用した場合の投資

損失は計上がありません。

４　潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、第85期以前においては潜在株式が存在しないため、また、88

期においては１株当たり当期純損失であるため、記載しておりません。

５　第87期における１株当たり配当額 1.50円には、合併記念配当 0.50円が含まれております。
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２ 【沿革】

昭和20年３月大阪海運株式会社を設立、港湾運送事業、貨物自動車業、通関業等を開始。

昭和22年３月現神戸支店を設置。

昭和23年４月現東京営業所を設置。

昭和32年12月現名古屋支店を設置。

昭和36年２月関西運送株式会社を吸収合併。

昭和36年10月大阪証券取引所の市場第２部に上場。

昭和37年１月商号を大阪海運株式会社より株式会社大運へ変更。

昭和38年10月大阪堺倉庫竣工。

昭和52年２月本店の所在地を現在地に移転。

昭和59年11月大阪南港雑貨センターを設置。

昭和63年11月六甲物流センター竣工。

昭和63年11月神戸支店を現在地に移転。

平成２年11月大阪南港物流センターを設置。

平成19年４月関西商運株式会社を吸収合併。

　

３ 【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。

そのうち港湾荷役事業は、関西商運株式会社との合併に伴い、新たに行うようになった事業であります。

　

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無限定業者として、貨物の船積み、陸揚げのための貨物の運送及
び荷捌きを一貫引受けして行う業務

港湾荷役事業 船会社、荷主、元請港運事業者の委託を受け、沿岸荷役(無限定）を行う業務

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

　

４ 【関係会社の状況】

当社は関係会社を有していないので、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。
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５ 【従業員の状況】

(1) 提出会社の状況

平成20年３月31日現在

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)

191 38.0 10.2 4,380

(注) １　従業員数は、就業人員であります。

２　平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

３　平成19年3月31日現在の従業員数133名と比較して58名（43.6％）増加しております。

その主要な要因は、関西商運株式会社との合併であります。

　

(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159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。
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第２ 【事業の状況】

１ 【業績等の概要】

(1) 業績

当期の世界経済は、サブプライムローン問題に端を発した金融資本市場の混乱を背景に、景気の減速化

が強まりました。米国では住宅市場の一層の冷え込みや原油価格の一段の高騰、信用収縮の深刻化などか

ら個人消費は押し下げられ、景気は減速しております。また、米国景気の影響を受けユーロ圏の景気も緩

やかに減速してきております。一方でアジアの景気は中国を中心に拡大が続いておりますが、中国の景気

は政府による引き締め策の影響や米国経済の減速により輸出の伸びがやや鈍化したものの、固定資産投

資は依然として高い伸びを示しており、高い成長が続いております。わが国の景気は、米国経済の減速や

円高・原油高など経営環境の悪化を背景に、民間設備投資の減少、個人消費の弱さなどから景気回復は足

踏み状態となっております。

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の厳しい状況を改善

できないままに推移しました。これに追い討ちをかけるように燃料費の高騰や６大港におけるコンテナ

ヤードの搬入搬出時の滞留問題が作業効率の悪化による諸経費の増加につながっています。

当社はこのような事業環境のもと、顧客ニーズに対応した積極的営業活動を展開すると同時に、一層の

事務の効率化、経費の削減に努め、業績の向上に全力を挙げました。結果は次の通りとなりました。

　

当社の基幹である港湾運送部門の総売上は、8,036,839千円（前期比+48.5%）となりました。

輸出部門の取扱いは、3,068,685千円（前期比+65.4%）となりました。

家電、機械情報関連機器等が本年度も堅調な動きを示し、プラント輸出は国際複合輸送部門も絡め継続的

に推移しました。また、繊維、雑貨については日系企業の東アジア特に中国での生産体制が確立しているた

め、現地工場向け輸出の比率が大きく、輸入部門の取り扱いと一連の流れに大きな変化はでておりません。

輸入部門の取扱いは、3,440,554千円（前期比△0.4%）となりました。

売上高は新たな顧客開拓を進める営業努力の結果、堅調に推移しました。特に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、プラント輸入も継続しました。

しかしながら、自社倉庫上屋にてコンテナ出しを行う行為が大幅に減少し、通関後荷主に直送の作業が大

半を占め、作業収入の悪化傾向が続きました。また、コンピューターの有効利用による事務効率化を図って

おりますが、労働集約型産業からの脱皮は継続した課題であります。

近海貨物の取扱いは、合併効果により1,076,022千円（前期比+947.2%）となりました。

前期は沖縄経済も一定下げ止まり感が確認される状況でありました。しかしながら、今期は原油高の影響

から船社の燃料費割賦金が年間複数回に及ぶに至り、荷主に負担要請するも厳しい状況が続いておりま

す。現在の燃料費の高止まりに加え、荷主の代理店変更など不安定要素が大きく影響しておりますが、営

業担当者を投入し新たな市場拡大に努力しております。

従来当社には取扱いがなく、関西商運株式会社から引き継いだ港湾荷役業の取扱いは、中古自動車、鋼

材の本船荷役が活発な動きを見せ、451,576千円となりました。

　

自動車運送部門の総売上は、1,189,773千円（前期比△1.6%）となりました。

海上コンテナー輸送は、参入規制緩和、排ガス規制による車両入れ替えに加え、荷主メーカーの物流合

理化から企業間競争が激化し、収受運賃・料金は依然として厳しい状況が続きました。また、大阪港をは

じめに５大港でのヤード搬出入の慢性的滞留問題から１台あたりの稼働率が大幅に低下しました。運賃
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・料金の下落に加えて輸送効率の支障からの収益率の悪化につながりました。また、原油高止まりの影響

は、大きく輸送業者の経営を圧迫しておりますが、荷主からの輸送コスト低減要求が厳しく、運賃・料金

に転嫁することが極めて厳しい状態が続いております。併せて、NOx・PM規制による車両の入れ替えも進

めております。このような状況でありましたが、売上は前期とほぼ同額の1,082,009千円（前期比

+0.9％）となりました。

フェリー輸送は、大阪―九州間の隔地間連絡輸送の取扱いと北海道航路は地方での景気の復活が確認

できない状況であり、93,301千円（前期比△25.2％）でありました。

トラック輸送は、14,461千円（前期比+26.1％）となりました。

　

倉庫部門の売上は、208,340千円（前期比+0.0％）となりました。

堺倉庫は保税部分と国内貨物の保管、物流を取り扱っており、積極的営業努力に傾注しておりますが、内

貨物流の荷動きに明るさが見えない状況が続いています。

南港Ｒ物流センターは内貨物流センターとして専用貸しのため安定的に推移しました。

なお、南港雑貨センターＱ－１・３、神戸六甲物流センター、神戸六甲フレートステーションは社内独

立採算制を徹底し収支を捉えておりますが、港湾運送部門に包括しております。

　

保険その他部門の収入は、前期のような生命保険の大口加入がなく、14,040千円（前期比△7.4%）にと

どまりました。

以上のように全ての部門で営業努力を傾注しました結果、関西商運株式会社との合併による営業基盤

の引受効果もあって、一部を除いて当社の中核部門は前年同期比において増収を図ることができました。

しかしながら、合併に伴う経費が大幅に発生し、利益面で厳しい状況となりました。

　

　

当社の当期営業収入は、合併に伴い前期比+38.1％の9,448,993千円を計上しました。しかしながら営業

損失 96,083千円、経常損失82,205千円、当期純損失は476,193千円となりました。

　

平成２１年３月期は、当社主要荷主の生産調整が一段落して売上高が回復し、利益を引き上げる要因に

なるものと思われます。平成２０年３月期に計上した特別損失は、すべて一時的なもので今後に影響を及

ぼすものではありません。今後、効率のよい荷主への重点傾斜、合併後十分でなかった人件費の見直し等

に注力し、業績の回復を図る所存であります。
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第87期(前期)(千円) 第88期(当期)(千円) 対前期増減(千円) 増減比(％)

営業収入 6,843,510 9,448,993 2,605,483 +38.1

営業利益又は営業損失（△） 115,916 △96,083 △211,999 ─

経常利益又は経常損失（△） 113,147 △82,205 △195,353 ─

当期純利益又は当期純損失（△） 95,120 △476,193 △571,313 ─

　

(2) キャッシュ・フローの状況

当期のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動により△262,562千円、投資活動により△393,456

千円、財務活動により△419,570千円となりました。この結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前期末

比△1,036,055千円の869,808千円となりました。

（イ）営業活動によるキャッシュ・フロー

△262,562千円（前期は△14,589千円）でありました。これは、税引前当期純損失の計上371,933千円、

法人税等の支払80,708千円が主な要因となっています。（法人税等の支払は、実態は投資有価証券売却益

に対して課税された額が多いですが、キャッシュ・フロー計算書上は、「営業活動によるキャッシュ・フ

ロー」で減算されます。）

（ロ）投資活動によるキャッシュ・フロー

△393,456千円（前期は△224,860千円）となりました。これは、担保差入をした定期預金 287,500千

円、投資有価証券の取得・売却による収支差△187,105千円などによるものです。

（ハ）財務活動によるキャッシュ・フロー

△419,570千円（前期は689,299千円）となりました。これは、借入金（社債を含む）の借入・返済によ

る収支差△343,300千円などに起因するものです。
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２ 【取扱の状況】

取扱実績

部門別収入実績

部門の名称 収入実績(千円) 前期比(％)

港湾運送部門 8,036,839 +48.5

自動車運送部門 1,189,773 △1.6

倉庫部門 208,340 +0.0

保険その他部門 14,040 △7.4

合計 9,448,993 38.1

(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】

当物流業界におきましては規制緩和と荷主からの物流合理化要請により適正運賃料金の収受が厳し

く、薄利多売を行わざるを得ない状況が拡大してきております。

このような状況の下、当社は如何なる経済環境にあっても安定した収益を図れるように荷主に直結した輸

送システムの開発を目指しております。

①合併に伴う港運業への脱皮 ②中国を中心とした東アジアでの拠点作りによる営業拡大 ③関東・名

古屋地区での一層の営業拡大 ④国際物流部門の新たな商品化⑤海上コンテナ輸送部門の充実が当社の

５つの基本方針であります。

海上コンテナー輸送は極めて厳しい環境にありますが実運送部門としての位置づけを全社的に確認し

充実発展させることが当社の大きな要になると考えております。

併せて、このような営業強化策に加えて、財務体質の改善を目指して一層の経費削減と省力化に取組

み、経営の効率化と安定収益を目指します。

また、株主と連携した施策を実行して営業基盤の確立を図ってまいります。
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４ 【事業等のリスク】

１　特有の法令に係るもの

ＮＯｘ・ＰＭ法の規制により、自動車排気ガス対策の強化が求められております。当社としても、ＮＯ

ｘ・ＰＭ法規制対応車両を順次入れ替えて行く必要があり、その設備投資が一時的に発生し、当社の業績

に影響を及ぼすことが予想されます。

　

２　ストックオプションと株式の希薄化について

当社は、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき平成１６年６月２９日開催

の定時株主総会の特別決議によりストックオプション制度を採用しております。この新株予約権の付与

により潜在株式が発生することとなり、平成１８年７月１日から平成２３年６月３０日までの新株予約

権行使期間中において株式の希薄化が予想されます。

　

３　当業界における海上運賃・関税等の一時的立替について

当業界では長年の慣例として、荷主が払うべき海上運賃及び関税・消費税をサービスの一環として、一

時的に立替払いを行うことが一般的となっており、営業活動の拡大とともに増加して行く傾向にありま

す。これが営業活動におけるキャッシュ・フローの推移に今後も影響を及ぼすものと予想されます。

　

５ 【経営上の重要な契約等】

関西商運株式会社との合併

当社（以下「大運」という）及び関西商運株式会社（以下「関西商運」という）は平成19年４月１日

を期日として、大運を存続会社、関西商運を消滅会社とする合併を行いました。（合併登記日は平成19年

４月２日）

　

合併の概要は以下のとおりです。

１.　合併の目的

両社は本合併によって、より充実した陸海空、国際複合一貫輸送体制を構築し、さらなる収益機会を

獲得し企業価値の最大化を実現してまいります。

２.　合併の要旨

①　合併の日程

合併契約書締結取締役会　　平成18年４月27日

合併契約書締結　　　　　　平成18年４月27日

合併契約書承認株主総会　　平成18年６月28日

合併期日　　　　　　　　　平成19年４月１日

合併登記日　　　　　　　　平成19年４月２日

②　合併方式

大運を存続会社、関西商運を消滅会社とする吸収合併方式

３.　合併比率

①　株式の割当比率

関西商運の株式１株に対して、大運の株式800株を割当交付する。

②　合併により発行する新株式数

普通株式　6,400,000株

（株券交付日：平成19年４月１日以降

　配当起算日：平成19年４月１日）
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４.　合併交付金

合併交付金の支払はありません。

　

６ 【研究開発活動】

該当事項はありません。
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７ 【財政状態及び経営成績の分析】

文中の将来に関する事項は、当事業年度末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

当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成しており

ます。

当社経営陣は、財務諸表の作成に際し、決算日における資産・負債の報告数値及び偶発資産・負債の開

示、ならびに報告期間における収入・費用の報告数値に影響を与える見積り及び仮定設定を行わねばな

りません。経営陣は、貸倒債権、投資、法人税等、財務活動、退職金、偶発事象に関する見積り及び判断に対

して、継続して評価を行っております。経営陣は、過去の実績や状況に応じ合理的であると考えられる

様々な要因に基づき、見積り及び判断を行い、その結果は、他の方法では判断しにくい資産・負債の簿価

及び収入・費用の報告数字についての判断の基礎となります。実際の結果は、見積り特有の不確実性が存

在するため、これらの見積りと異なる場合があります。

　

(2) 当事業年度の経営成績の分析

当社の当期営業収入は、合併に伴い前期比+38.1％の9,448,993千円を計上しました。しかしながら営業

損失 96,083千円、経常損失82,205千円、当期純損失は476,193千円となりました。

減益要因は、当社主要荷主の生産調整が予想より長引いたこと、合併に伴うのれん償却 41,013千円

（一般管理費に計上）等であり、その他特別損失 344,560千円を計上しました。特別損失の内訳は、貸倒

損失 149,146千円、貸倒引当金繰入 90,801千円、投資有価証券評価損 43,015千円、合併関連一時費用

 22,275千円等であります。また、貸倒損失は、主に当社協力会社の解散に伴い発生したもの、貸倒引当金

繰入増加は、当社協力会社への長期立替金に対する引当の追加計上が主要な要因であります。

　

(3) 中長期的な会社の経営戦略

当社は多様化する荷主及び市場の変化に応え得る企業体制の確立によって如何なる環境の変化にも対

応できるよう、中長期的視点に立った施設の充実、新たな輸送方法の研究・開発とそれを担う人材の育成

を目指しております。

特に下記を重点項目としております。

１．当社上海事務所を基盤に、中国市場の更なる拡充と新たな拠点作りを行います。

２．阪神港中心としながら、関東・名古屋港での実績を積み重ねて全国規模の企業へ脱皮することによ

り、更なる営業拡大を目指します。

３．国際物流部門における自社仕立てによる小口混載貨物の集荷体制の確立を目指してまいります。
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(4) 財政状態の分析

(流動資産)

流動資産は、前期末比11.3%減少し、2,889,769千円となりました。これは、主として現金及び預金が

760,155千円、短期貸付金が124,600千円減少したことなどによります。

(固定資産)

固定資産は、前期末比17.3%増加し、3,066,419千円となりました。これは、のれん発生（779,265千円増

加）などによるものです。

この結果、総資産は、前期末比1.3%増加し、5,956,188千円となりました。

（流動負債）

流動負債は、前期末比3.4%減少し、2,124,739千円となりました。これは、主として短期借入金（１年以

内返済予定の長期借入金を含む）が343,120千円減少したためです。

（固定負債）

固定負債は、前期末比20.7%増加し、1,203,219千円となりました。これは主として長期借入金が119,820

千円増加したことによります。

この結果、負債合計は、前期末比4.1%増加し、3,327,958千円となりました。

（純資産）

純資産合計は、前期末比2.1%減少し、2,628,229千円となりました。主な減少要因は、資本剰余金908,718

千円増加、利益剰余金554,624千円減少、その他有価証券評価差額金411,335千円減少などです。

(5) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

当期における現金及び現金同等物の期末残高は、前期末比△1,036,055千円の869,808千円となりまし

た。　

　

(6) 経営者の問題認識と今後の方針について

当社経営陣は、現在の事業環境及び入手可能な情報に基づき最善の経営方針を立案するよう努めてお

りますが、ここ数年における当業界のビジネス環境の変化を鑑みると、当社を取り巻く事業環境は、更に

厳しさを増すことが予想されます。当社としましては、如何なる状況においても対応可能な企業体制の確

立とそれを担う人材の育成が急務となっております。

  収入計画の完全実施と経費の更なる削減、また株主と連携した施策の実行による安定収益の確保と経

営の効率化を図ります。また安定した経営基盤を確立し、配当を継続できるよう注力してまいります。
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第３ 【設備の状況】

１ 【設備投資等の概要】

当期の設備投資の主なものは、国内本部のトレーラー等代替のための費用であります。

　

　

２ 【主要な設備の状況】

平成20年３月31日現在

事業所名
(所在地)

事業部門
の名称

設備の内容
帳簿価額(千円) 従業

員数
(名)建物及び

構築物
機械装置
及び運搬具

土地
(面積㎡)

工具・器具
・備品

合計

本社
(大阪市西区)

港湾運送事業
通関業

事務所設備 1,512 3,111       ― 8,11512,73840

神戸支店
六甲物流センター
神戸六甲フレート
　ステーション
(神戸市東灘区)

港湾運送事業
通関業

保税上屋設備
・土地他

129,321 453
573,132
(4,904)

1,195704,10319

名古屋支店
(名古屋市中区)

港湾運送事業
通関業

事務設備 12 291       ― 485 78815

国内本部
(大阪市住之江区)

貨物自動車運
送事業
港湾運送事業

トレーラー・
シャーシー他

─ 151,542       ― 320 151,86244

南港雑貨センター
(大阪市住之江区)

港湾運送事業
フォークリフ
ト他

424 7,839       ― 557 8,82115

南港物流センター
(大阪市住之江区)

倉庫業
プラットホー
ム他

3,264 133       ― 77 3,475─

堺営業所
(堺市)

倉庫業 倉庫上屋他 80,4642,205       ― 366 83,0361

東京営業所 
(東京都港区)

港湾運送事業 

通関業
     ― ─ ─        ─ 214 214 5

弁天営業所 
(大阪市港区)

港湾運送事業 

通関業

保税上屋設備・

フォークリフト他
33,6536,757 3,05110,51653,97832

上海事務所
(中国)

情報収集・調
査等

事務所設備 60,920 ─        ― ─ 60,9201

(注) １　現在休止中の設備はありません。

２　上記の金額には消費税等は含まれておりません。

３　上記の他、賃借設備の主なものは次のとおりであります。

　
事業所名
(所在地)

事業部門の名称 設備の内容
年間リース料
(千円)

リース契約
残高(千円)

各事業所分を一括して契約
してあるため一括表示して
おります。

港湾輸送事業・通関業
・貨物自動車運送事業
・倉庫業

ＮＥＣ製等コン
ピューター及び周辺
機器

25,212 71,497

　

３ 【設備の新設、除却等の計画】

平成20年３月31日現在、実施中のもの並びに計画中のものはありません。
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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】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 150,000,000

計 150,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(平成20年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年６月26日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 58,643,37558,643,375
大阪証券取引所
市場第二部

―

計 58,643,37558,643,375― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

①　新株予約権

　

株主総会の特別決議日（平成１６年６月２９日）

事業年度末現在
(平成20年３月31日)

提出日の前月末現在
(平成20年５月31日)

新株予約権の数（個） 　978 （注）１ 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─ ─

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） 978,000 同左

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり 110 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 １株当たり 110
資本組入額 １株当たり  55

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

代用払込みに関する事項 ─ ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

─ ─

(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。
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　(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）及び（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、及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、定時株主総会決議及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) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。
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(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(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16年11月26日(注)16,492,58744,102,586162,3142,077,434162,314162,930

平成17年６月30日(注)2 ― 44,102,586 ― 2,077,434△162,930 ―

平成17年11月28日(注)38,140,78952,243,375244,2232,321,658244,223244,223

平成19年４月１日(注)46,400,00058,643,375 ― 2,321,658908,8001,153,023

(注) １　平成16年８月16日開催の取締役会決議に基づき、平成16年11月26日に１株につき0.2株の割合をもって行った

株主割当増資による増加であります。

２　平成17年６月29日開催の定時株主総会の決議に基づき、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。

３　平成17年８月15日開催の取締役会決議に基づき、平成17年11月28日に１株につき0.2株の割合をもって行った

株主割当増資による増加であります。

４　発行済株式総数の増加6,400千株及び資本準備金の増加908,800千円は、関西商運株式会社との合併に伴うもの

であります。株式割当比率につきましては、関西商運株式会社の株式１株に対して当社の株式800株を割当交

付いたしました。

　

(5) 【所有者別状況】

平成20年３月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数1,000株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計
個人以外 個人

株主数
(人)

─ 8 26 52 4 ─ 5,8815,971 ―

所有株式数
(単元)

─ 1,158 969 2,582 98 ─ 52,75157,5581,085,375

所有株式数
の割合(％)

─ 2.01 1.68 4.49 0.17 ─ 91.65100.00 ―

(注) １　自己株式81,567株は「個人その他」に81単元及び「単元未満株式の状況」に567株含まれております。

２　「その他の法人」の中には証券保管振替機構名義の株式が55単元含まれております。
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(6) 【大株主の状況】

平成20年３月31日現在

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 1,802 3.07

藤　本　弘　和 大阪府吹田市 1,514 2.58

柴　田　剛　志 千葉県市川市 1,365 2.33

松　田　芳　郎 愛媛県今治市 1,127 1.92

大運従業員持株会 大阪市西区西本町1丁目10-10 1,065 1.82

加　藤　清　行 愛媛県新居浜市 855 1.46

柴　田　芳　男 愛知県岡崎市 544 0.93

中　塚　英　雄 兵庫県川西市 500 0.85

猪　狩　政　臣 茨城県笠間市 500 0.85

澤　　吉　　修 大阪府高槻市 472 0.80

計 ― 9,746 16.62

　

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成20年３月31日現在

区分 株式数(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(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 81,000

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

57,477,000
57,477 ―

単元未満株式 普通株式1,085,375― ―

発行済株式総数 58,643,375― ―

総株主の議決権 ― 57,477 ―

(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55,000株(議決権55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567株が含まれております。
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② 【自己株式】

平成20年３月31日現在

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

81,000― 81,000 0.14

計 ― 81,000― 81,000 0.14

　

(8) 【ストックオプション制度の内容】

当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。

当制度は、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、平成16年６月29日第84期

定時株主総会終結時に在任する取締役、従業員及び顧問に対して新株予約権を発行する旨平成16年６月

29日の定時株主総会において特別決議されたものであります。

当該制度の内容は、次のとおりであります。

　

決議年月日 平成16年６月29日

付与対象者の区分及び人数(名)
当社取締役　　８
当社従業員　　22
当社顧問　　　８

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数(株) 978,000

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株あたり 110

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

新株予約権の行使の条件 (注)

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。

代用払込みに関する事項                           ──

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

                          ──

(注)　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。

　(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)及び(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、及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、定時株主総会決議及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。
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２ 【自己株式の取得等の状況】
　

【株式の種類等】 会社法第155条第７号による普通株式の取得
　

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

　

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

会社法第155条第７号による取得

区分 株式数(株) 価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式 7,874 809,181

当期間における取得自己株式 640 40,360

(注)　当期間における取得株式数には、平成20年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによ

る株式数は含めておりません。

　

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

　

区分

当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額

(円)
株式数(株)

処分価額の総額
(円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

─ ─ ─ ─

消却の処分を行った取得自己株式 ─ ─ ─ ─

合併、株式交換、会社分割に係る
移転を行った取得自己株式

─ ─ ─ ─

その他 （単元未満株式所有株主か
らの売却依頼）

12,520 1,668,919 ─ ─

保有自己株式数 81,567 ─ 82,207 ─

(注)　当期間における保有株式数には、平成20年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び

買増請求による株式数は含めておりません。
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３ 【配当政策】

当社は、株主への利益還元を第一として、配当原資確保のための収益力を強化し、継続的かつ安定的な

利益配分を行なうことを基本方針としております。

当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回を目指しておりますが、現状は当社収益力を鑑

み、年１回の配当とさせていただいております。今後につきましては、収益力の向上により、年２回の配当

を視野に入れて取り組んでおります。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であ

ります。

第88期の剰余金の配当につきましては、安定的な配当の継続と当期の業績等を勘案いたしまして、期末

配当において１株当たり１円としております。

内部留保金の使途につきましては、今後の事業展開への備えと財務体質の強化に投入してまいります。

　なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定めております。

(注)　基準日が当期に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日 配当金の総額（円） １株当たり配当額（円）

平成20年６月26日定時株主総会 58,643,375 1.0

　

４ 【株価の推移】

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

　

回次 第84期 第85期 第86期 第87期 第88期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

最高(円) 82 132 212 165 136

最低(円) 41 65 96 93 50

(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。

　

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】

　

月別 平成19年10月 平成19年11月 平成19年12月 平成20年１月 平成20年２月 平成20年３月

最高(円) 103 93 79 63 69 64

最低(円) 90 65 62 50 59 53

(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。
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５ 【役員の状況】

　

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(千株)

代表取締役
会長 
 

澤　吉　　修 昭和17年３月24日

昭和40年６月 大阪関汽商運㈱入社

(注)2 472

昭和63年１月 関西商運㈱入社

平成３年６月 同社取締役就任

平成５年６月 同社常務取締役就任

平成６年４月 同社取締役社長就任

平成19年４月 当社代表取締役会長就任(現)

代表取締役
社長

髙　橋　健　一 昭和23年７月24日

昭和49年５月 当社入社

(注)3 100

平成７年10月 営業三部開発兼企画室課長

平成８年７月 営業三部開発兼企画室次長

平成９年７月 管理部部長兼企画室室長

平成14年６月 取締役企画室室長就任

平成15年６月 常務取締役企画室室長就任

平成16年４月 代表取締役専務営業本部長就任

平成19年４月 代表取締役社長就任(現)

専務取締役 営業本部長 大　村　　清 昭和20年11月５日

平成15年５月 当社入社

(注)4 39

平成15年５月 営業部部長

平成16年４月 執行役員営業副本部長就任

平成17年６月 常務取締役営業副本部長就任

平成19年４月 専務取締役営業本部長就任(現)

常務取締役 管理本部長 西　川　秀　夫 昭和24年８月７日

昭和45年10月 当社入社

(注)4 63

平成５年７月 管理部経理課課長

平成８年３月 管理部経理次長

平成10年８月 管理部部長

平成15年６月 取締役管理本部長就任

平成17年６月 常務取締役管理本部長就任(現)

常務取締役 営業副本部長 中　村　修　二 昭和24年７月15日

平成47年10月 大阪関汽商運㈱入社

(注)2 127

平成63年１月 関西商運㈱入社

平成10年６月 同社取締役就任

平成16年６月 同社常務取締役就任

平成19年４月 当社常務取締役営業副本部長就任

(現)

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(千株)

取締役　　相
談役 
 

河　原　建　夫 昭和17年９月２日

昭和40年７月 日本トレード・サービス㈱入社

(注)4 120

昭和56年３月 当社入社

平成元年６月 開発部開発課長

平成２年７月 開発部次長

平成３年６月 開発部部長

平成５年６月 取締役営業副本部長兼開発部長就任

平成７年６月 常務取締役営業本部長就任

平成９年６月 専務取締役営業本部長就任

平成12年６月 代表取締役専務営業本部長就任

平成13年６月 代表取締役社長就任

平成19年４月 取締役相談役就任(現)

取締役 上海事務所所長 平　川　道　晴 昭和20年１月22日

昭和42年４月 当社入社

(注)3 23

平成元年６月 開発部複合輸送課課長

平成２年７月 複合輸送部次長

平成４年５月 開発部部長

平成10年８月 国際物流部部長兼上海事務所所長

平成14年６月 取締役上海事務所所長就任(現)
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取締役 港運事業部担当 中　山　幸　典 昭和26年１月18日

昭和48年４月大阪関汽商運㈱入社

(注)2 63
昭和63年１月関西商運㈱入社

平成14年６月同社取締役就任

平成19年４月当社取締役港運事業部担当就任(現)

監査役
(常勤)

春　岡　　夸 昭和14年１月28日

昭和11年11月 関西商運㈱監査役就任　

(注)5 32
平成13年３月 新富運送㈱代表取締役就任

平成17年３月 同社退任

平成19年４月 当社監査役就任

監査役 村　山　　　修 昭和12年９月10日

昭和34年６月 当社入社

(注)6 400

昭和40年６月 企業分離による退社

昭和40年６月 大阪関汽商運㈱入社

昭和63年１月 関西商運㈱入社

平成６年４月 同社取締役就任

平成６年６月 当社非常勤監査役就任(現)

平成８年６月 関西商運㈱専務取締役就任

平成16年６月 同社取締役副社長就任(現)

監査役 岩　上　　　順 昭和27年８月18日

昭和62年３月 新和監査法人（現：あずさ監査法

人）入所

(注)6 ─
平成元年７月 独立開業するとともに、ファーサイト

監査法人設立に参加

代表社員に就任(現)

平成19年６月 当社非常勤監査役就任(現)

計 1,440

　 (注) １　監査役　村山修、岩上順の両氏は、会社法第２条第16項に定める社外監査役であります。

２　平成19年４月１日合併に際して就任後、２年以内の終了する事業年度に関する定時株主総会の締結まで。

３　平成18年６月28日選任後、２年以内の終了する事業年度に関する定時株主総会の締結まで。

４　平成19年６月28日選任後、２年以内の終了する事業年度に関する定時株主総会の締結まで。

５　平成19年４月１日合併に際して就任後、４年以内の終了する事業年度に関する定時株主総会の締結まで。

６　平成19年６月28日選任後、４年以内の終了する事業年度に関する定時株主総会の締結まで。
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６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、上場企業としての社会的使命と責任を

果たし、継続的な成長・発展を目指すため、コーポレート・ガバナンスの充実が重要な経営課題であると

の認識に立ち、社外取締役及び複数の社外監査役の選任等による取締役会及び監査役会の機能強化、労使

協議による経営委員会の設置により会社経営の透明性を高め、株主の視点に立った施策の実施に努めて

おります。

　

(1) 会社の機関の内容及び内部統制システムの状況

①　会社の機関の基本説明

当社は監査役制度を採用しており、物流業者という事業の性格及び組織の規模から取締役を８名と

し、監査役は常勤監査役１名、社外監査役２名で監査役会を構成しており、迅速な経営判断と相互監視

及び適正な監査を行なう体制を敷いております。

②　会社の機関等の関連図

                                                                     (平成20年6月26日現在)

　

    ③　会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況

当社の内部統制システムとしましては、社外取締役及び社外監査役を選任することにより、会社の経

営・業務の監視を強め、経営委員会の設置により労使一体となった監視体制の中で更なる企業経営の

透明性の確保を目指しております。

　

平成19年11月28日をもって、社外取締役　加藤清行が一身上の都合により辞任いたしました。現在、社

外取締役として適当な人物を探しております。
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監査役会の監査は、取締役会その他重要な会議に出席するほか、取締役等からその職務の執行状況を

聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事務所において業務及び財産の状況を調査いたし

ます。また、会計監査人から報告及び説明を受け、計算書類等について検討いたします。

なお、平成17年６月に内部監査機関として、社長直轄の内部監査室を設置し、その監査内容を監査役

会及び会計監査人に報告して承認を得ることといたしました。内部監査室は、当社の定款、業務規定及

び社内規定等に違反する行為がないか監査を行い、各部門に対する内部牽制体制を確立し、内部統制の

充実を図るものであります。平成20年6月26日現在、内部監査室の人員は6名であります。

　

財務報告の信頼性と適正性を確保するため、金融商品取引法の定めに従い有効かつ正当な評価がで

きるよう内部統制システムを構築し、適切な運用に努めます。

市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対しては、一切の関係をもちません。

また、反社会的勢力からの不当な要求にたいしては、毅然とした態度で対応いたします。

反社会的勢力への対応については、当社のコンプライアンスの重要項目の一つとして位置付け、管理

部を対応統括部署とし、全社に周知徹底いたします。

詳細な社内ルールにつきましては、今後さらに整備していく意向であります。

　

　

　

(2) リスク管理体制の整備の状況

当社のリスク管理体制は、会社経営に重大な影響を及ぼす様々な危機を事前に予知・未然に防止し、万

一発生した場合には迅速かつ的確に対処することにより被害を最小限に食い止め、平常の業務体制へ早

期に復帰するため、事故防止対策会議を開催し、当社のリスク管理体制の整備に取組んでおります。また、

随時当社顧問弁護士に相談し指導を受けております。

　

(3) 役員報酬の内容

　

区分 支給人員 当期支給額

社内取締役 10名 84,590千円

社外取締役 1名 3,200千円

社内監査役 1名 4,800千円

社外監査役 3名 3,660千円

計 15名 96,250千円

　(注)　当期支給額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与を含みません。

　

(4) 監査報酬の内容

　

支払先 監査内容 当期報酬額

かがやき監査法人
公認会計士法第２条第１項に規定する
業務に基づく報酬

15,900千円

　(注) １　上記金額には、消費税を含みません。

　　　 ２　会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務のほかに、財務報告に係る内部統制

　　　　　システム等に対する指導・助言業務を委託し対価を支払っております。

　

(5) 会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人間関係、資本的関係、取引関係等の概要

村山監査役（社外監査役）は、ケイエスエス株式会社の代表取締役であり、同社と当社との間には資本

関係はありませんが、取引関係があります。
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岩上監査役（社外監査役）は、ファーサイト公認会計士事務所長であり、財務及び会計に関する相当程

度の知見を有しております。同社と当社との間には資本関係及び取引関係はありません。

なお、いずれの取引も、定型的な取引であり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありま

せん。

　

(6) 会計監査の状況

当社はかがやき監査法人と監査契約をしております。　

①監査業務を執行した公認会計士の氏名

　　上田　勝久

　　奥村　隆志

②監査業務に係る補助者の構成

　　公認会計士５名

③審査体制

　　かがやき監査法人が採用する審査基準をもとに監査を受けております。

　

(7) 取締役の定数

当社の取締役は、15名以内とする旨を定款に定めております。

　

(8) 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有

する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及びその選任決決議は、累積投票によらないもの

とする旨を定款に定めております。

　

(9) 取締役会で決議することができる株主総会決議事項

当社は、取締役会の決議により、市場取引等による自己株式の取得を行うことができる旨を定款に定め

ております。これは、経済情勢の変化に対応して機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的とする

ものであります。

　また当社は、取締役会の決議により、毎年9月30日の株主名簿に記載又は記録された株主若しくは登録株

式質権者に対し、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。これは株主への機動的な利益

還元を行うことを可能とすることを目的とするものであります。

　

(10)株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の

１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めております。これ

は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的

とするものであります。
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第５ 【経理の状況】

１　財務諸表の作成方法について

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。以

下「財務諸表等規則」という)に基づいて作成しております。

なお、第87期事業年度(平成18年４月１日から平成19年３月31日まで)は、改正前の財務諸表等規則に基づ

き、第88期事業年度(平成19年４月１日から平成20年３月31日まで)は、改正後の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87期事業年度(平成18年４月１日から平成19年３月31

日まで)の財務諸表については、友朋監査法人、公認会計士三原康則氏の監査を受け、金融商品取引法第193

条の２第１項の規定に基づき、第88期事業年度(平成19年４月１日から平成20年３月31日まで)の財務諸表

について、かがやき監査法人により監査を受けております。

　なお、当社の監査人は次のとおり交替しております。

　第87期事業年度の財務諸表　友朋監査法人及び公認会計士三原康則氏

　第88期事業年度の財務諸表　かがやき監査法人

　

３　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、連結財務諸表は作成しておりません。

　

　

　

１ 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

該当事項はありません。

(2) 【その他】

該当事項はありません。
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２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】
　

第87期
(平成19年３月31日)

第88期
(平成20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
(％)

(資産の部)
Ⅰ　流動資産
　１　現金及び預金 ※１ 1,917,463 1,157,308
　２　受取手形 ※３ 11,953 17,604
　３　営業未収金 885,514 1,309,465
　４　有価証券 10,494 10,494
　５　貯蔵品 1,872 ─
　６　前払費用 13,056 43,979
　７　短期貸付金 154,600 30,000
　８　未収消費税等 11,426 33,734
　９　未収入金 26,819 63,810
　10　繰延税金資産 31,015 30,976
　11　立替金 199,405 195,050
　　　貸倒引当金 △4,443 △2,654
　　　流動資産合計 3,259,17855.4 2,889,76948.5
Ⅱ　固定資産
　１　有形固定資産
　　(1) 建物 ※１ 715,913 844,038
　　　　減価償却累計額 △418,512297,401 △535,633308,404
　　(2) 構築物 26,284 26,284
　　　　減価償却累計額 △21,735 4,549 △22,120 4,164
　　(3) 機械装置 2,127 45,991
　　　　減価償却累計額 △2,020 106 △43,626 2,364
　　(4) 車両運搬具 654,398 776,068
　　　　減価償却累計額 △469,333185,064 △589,775186,292
　　(5) 工具器具備品 36,395 136,160
　　　　減価償却累計額 △25,693 10,701 △105,82430,336
　　(6) 土地 ※１ 573,132 576,183
　　　　有形固定資産合計 1,070,95618.2 1,107,74618.6
　２　無形固定資産
　　(1) のれん 779,265
　　(2) ソフトウェア 5,510 8,040
　　(3) 電話専用権 328 290
　　(4) 電話加入権 4,006 4,188
　　　　無形固定資産合計 9,8440.2 791,78413.3
　３　投資その他の資産
　　(1) 投資有価証券 1,001,934 936,516
　　(2) 出資金 29,254 32,298
　　(3) 長期貸付金 109,900 85,000
　　(4) 破産更生債権等 27,177 30,171
　　(5) 長期前払費用 9,964 5,720
　　(6) 繰延税金資産 65,211 1,167
　　(7) 長期立替金 380,271 186,074
　　(8) 差入保証金 163,123 119,663
　　(9) その他の投資 1,184 1,184
　　　　貸倒引当金 ※２ △254,196 △230,907
　　　　投資その他資産合計 1,533,82526.1 1,166,88819.6
　　　　固定資産合計 2,614,62644.5 3,066,41951.5
Ⅲ　繰延資産
　　　新株発行費 6,879 ─
　　　繰延資産合計 6,8790.1 ─ 0
　　　資産合計 5,880,685100.0 5,956,188100.0

第87期
(平成19年３月31日)

第88期
(平成20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
(％)

(負債の部)

Ⅰ　流動負債

　１　支払手形 ※３ 93,719 150,214
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　２　営業未払金 435,431 649,689

　３　短期借入金 ※１ 835,000 360,000

　４　一年内返済予定の
　　　長期借入金

※１ 418,160 550,040

　５　一年内償還予定の
　　　社債　

100,000 70,000

　６　未払金 41,657 109,021

　７　未払費用 32,075 30,102

　８　未払法人税等 113,964 45,618

　９　預り金 56,316 77,347

　10　賞与引当金 41,981 60,814

　11　設備関係支払手形 21,103 8,646

　12　その他の流動負債 10,087 13,246

　　　流動負債合計 2,199,49637.4 2,124,73935.7

Ⅱ　固定負債

　１　長期借入金 ※１ 886,060 1,005,880

　２　長期設備関係支払手形 27,931 5,163

　３　社債 ─ 10,000

　４　退職給付引当金 34,080 110,391

　５　その他の固定負債 48,504 71,784

　　　固定負債合計 996,57516.9 1,203,21920.2

　　　負債合計 3,196,07254.3 3,327,95855.9

(純資産の部)

Ⅰ　株主資本

　１　資本金 2,321,65839.5 2,321,65839.0

　２　資本剰余金

　　(1) 資本準備金 244,223 1,153,023

　　(2) その他資本剰余金 81 ─

　　　資本剰余金合計 244,3054.1 1,153,02319.3

　３　利益剰余金

　　(1) 利益準備金 5,217 13,040

　　(2)その他利益剰余金 136,804 △425,643

　　　利益剰余金合計 142,0222.4 △412,602△6.9

　４　自己株式 △11,565△0.1 △10,705△0.2

　　　株主資本合計 2,696,42045.9 3,051,37351.2

Ⅱ　評価・換算差額等

　１　その他有価証券
　　　評価差額金

△11,808 △423,143

　　　評価・換算差額等合計 △11,808△0.2 △423,143△7.1

　　　純資産合計 2,684,61245.7 2,628,22944.1

　　　負債・純資産合計 5,880,685100.0 5,956,188100.0
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② 【損益計算書】

　
第87期

(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

第88期
(自　平成19年４月１日
　至　平成20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
(％)

Ⅰ　営業収入

　１　港湾運送事業 ※１ 5,411,474 8,036,839

　２　自動車運送事業 1,208,582 1,189,773

　３　その他 223,4526,843,510100.0 222,3809,448,993100.0

Ⅱ　営業原価 6,346,14592.7 9,025,02095.5

　　　営業総利益 497,3647.3 423,9724.5

Ⅲ　一般管理費

　１　役員報酬 80,700 96,250

　２　給料 69,616 83,901

　３　福利厚生費 45,288 64,454

　４　賞与引当金繰入 7,558 8,945

　５　退職給付費用 10,282 4,252

　６　租税公課 11,261 9,516

　７　交際費・会議費 7,698 6,909

　８　減価償却費 4,447 7,617

　９　のれん償却費 ─ 41,013

　10　賃借料 25,690 52,494

　11　その他 118,905381,4485.6 144,699520,0565.5

　　　営業利益又は営業損失（△） 115,9161.7 △96,083△1.0

Ⅳ　営業外収益

　１　受取利息 1,040 2,248

　２　受取配当金 8,762 12,654

　３　受取施設使用料 7,869 11,127

　４　受取役員報酬分担金 4,800 4,800

　５　受取事務費用分担金 7,442 13,200

　６　保険解約益 ─ 5,251

　７　生命共済 ─ 14,285

　８　雑収入 28,253 58,1670.8 20,661 84,2260.8

Ⅴ　営業外費用

　１　支払利息 40,475 48,019

　２　新株発行費償却 12,197 6,879

　３　雑損失 8,262 60,9360.9 15,449 70,3480.7

　　　経常利益又は経常損失（△） 113,1471.7 △82,205△0.9
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　 第87期
(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

第88期
(自　平成19年４月１日
　至　平成20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
(％)

Ⅵ　特別利益

　１　車両運搬具売却益 433 230

　２　投資有価証券売却益 134,050134,4842.0 54,602 54,8320.6

Ⅶ　特別損失

　１　車両運搬具売却損 134 1,051

　２　車両運搬具除却損 ─ 207

　３　投資有価証券売却損 6,971 785

　４　投資有価証券評価損 ─ 43,015

　５　貸倒引当金繰入 24,760 90,801

　６　貸倒損失 14,538 149,146

　７　合併関係費用 ─ 22,275

　８　その他特別損失 ※２ 3,946 50,3500.7 37,276344,5603.6

　税引前当期純利益又は
　税引前当期純損失(△）

197,2802.9 △371,933△3.9

　　法人税、住民税及び事業税 115,726 5,362

　　法人税等調整額 △13,566102,1601.5 98,896104,2591.1

　当期純利益又は当期純損失（△） 95,1201.4 △476,193△5.0
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営業原価明細書

　
第87期

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

第88期
(自　平成19年４月１日
至　平成20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　荷役関係下払費

　１　港湾運送費 3,981,405 5,723,736

　２　自動車運送費 550,784 552,039

　３　倉庫貨物費 135,674 139,693

　４　通関費 114,355 142,783

　５　港湾荷役 ─ 4,782,21975.3 156,6146,714,86574.4

Ⅱ　作業運送費

　１　賃金 327,909 527,034

　２　福利厚生費 70,467 113,106

　３　賞与引当金繰入額 32,984 57,873

　４　退職給付費用 14,694 34,512

　５　燃料油脂費 63,761 84,199

　６　修繕費 57,229 82,537

　７　減価償却費 76,613 102,869

　８　施設使用料 104,121 121,332

　９　その他 62,343810,12512.8 87,1481,210,61513.4

Ⅲ　業務営業費

　１　給料・賃金 377,198 486,371

　２　福利厚生費 72,386 114,499

　３　賞与引当金繰入額 47,708 63,131

　４　退職給付費用 12,929 29,259

　５　減価償却費 6,820 14,207

　６　賃借料 81,981 112,971

　７　その他 154,775753,79911.9 279,0991,099,53912.2

　　　　合計 6,346,145 9,025,020
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③ 【株主資本等変動計算書】

第87期(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)

　
　

株主資本

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計

資本金
資本準備金

その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益
剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

平成18年３月31日残高(千円)2,321,658  244,223       96   244,319 ― 99,07599,075△9,6072,655,445

事業年度中の変動額

　剰余金の配当（注） △52,173△52,173 △52,173

　当期純利益 95,12095,120 95,120

 自己株式の取得 △1,971△1,971

 自己株式の処分 △15 △15 15 ─

 利益準備金繰入（注） 5,217△5,217 ─ ─

　株主資本以外の項目の
　事業年度中の変動額(純額)

─

事業年度中の変動額合計(千円) △15 △15 5,21737,73042,947△1,96340,974

平成19年３月31日残高(千円)2,321,658244,223 81 244,3055,217136,804142,022△11,5652,696,420

　

　

評価・換算差額等

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(千円) 100,733 100,7332,756,178

事業年度中の変動額

　剰余金の配当（注） △52,173

　当期純利益 95,120

  自己株式の取得 △1,972

  自己株式の処分 ─

  利益準備金繰入（注） ─

　株主資本以外の項目の
　事業年度中の変動額(純額)

△112,541△112,541△112,541

事業年度中の変動額合計(千円) △112,541△112,541△71,567

平成19年３月31日残高(千円) △11,808 △11,8082,684,612

　

　（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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第88期(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

　
　

株主資本

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計

資本金
資本準備金

その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益
剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

平成19年３月31日残高(千円)2,321,658244,223 81 244,3055,217136,804142,022△11,5652,696,420

事業年度中の変動額

　合併に係る変動 908,800 908,800 908,800

　剰余金の配当 △78,235△78,235 △78,235

　当期純損失 △476,193△476,193 △476,193

 自己株式の取得 △808 △808

 自己株式の処分 △81 △81 △196 △196 1,668 1,390

 利益準備金繰入 7,823△7,823 ─

　株主資本以外の項目の
　事業年度中の変動額(純額)

─

事業年度中の変動額合計(千円) 908,800△81 908,7187,823△562,448△554,624 859 354,952

平成20年３月31日残高(千円)2,321,6581,153,023─ 1,153,02313,040△425,643△412,602△10,7053,051,373

　

　

評価・換算差額等

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日残高(千円) △11,808 △11,8082,684,612

事業年度中の変動額

　合併に係る変動 908,800

　剰余金の配当 △78,235

　当期純損失 △476,193

  自己株式の取得 △808

  自己株式の処分 1,390

  利益準備金繰入 ─

　株主資本以外の項目の
　事業年度中の変動額(純額)

△411,335△411,335△411,335

事業年度中の変動額合計(千円) △411,335△411,335△56,382

平成20年３月31日残高(千円) △423,143△423,1432,628,229
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④ 【キャッシュ・フロー計算書】

　
第87期

(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

第88期
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

区分
注記
番号

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　税引前当期純利益又は税引前当期純損失 197,280 △371,933

　２　減価償却費 87,881 121,205

　３　のれん償却費 ─ 41,013

　４　繰延資産償却費 12,197 6,879

　５　貸倒引当金の減少額 △29,970 △33,220

　６　賞与引当金の増加額 3,141 7,133

　７　退職給付引当金の増加額　　　 7,325 22,576

　８　受取利息及び受取配当金 △9,802 △14,902

　９　支払利息 40,475 48,019

　10　売上債権の増加額又は減少額 △19,716 98,975

　11　貸倒損失 ― 149,146

　12　棚卸資産の増加額又は減少額 △1,223 1,872

　13　仕入債務の減少額 △73,568 △117,261

　14　長期前払費用の減少額 4,671 3,920

　15　投資有価証券売却益 △134,050 △54,602

　16　投資有価証券売却損 6,971 785

　17　有形固定資産売却益 △433 △230

　18　有形固定資産売却損 134 1,051

　19　有形固定資産除却損 ─ 207

　20　その他非資金損益項目 29,469 43,015

　21　その他の資産の増加額又は減少額 34,344 △47,015

　22　その他の負債の減少額 △12,364 △58,636

　23　その他 ― 3,930

　　　　小計 142,762 △148,067

　24　利息及び配当金の受取額 9,802 14,902

　25　利息の支払額 △42,302 △48,689

　26　法人税等の支払額 △124,852 △80,708

　　　営業活動による
　　　キャッシュ・フロー

△14,589 △262,562
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　 第87期
(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

第88期
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

区分
注記
番号

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　定期預金の預入による支出 △12,706 △358,527

　２　定期預金の払戻による収入 174,773 134,386

　３　有形固定資産の取得による支出 △147,848 △81,239

　４　無形固定資産の取得による支出 ─ △4,725

　５　有形固定資産の売却による収入 4,854 6,304

　６　投資有価証券の取得による支出 △806,044 △545,792

　７　投資有価証券の売却による収入 720,337 358,687

　８　貸付による支出 △160,000 △18,000

　９　貸付金の回収による収入 9,400 59,000

　10　出資金取得による支出 △360 △490

　11　出資金回収による収入 ─ 200

　12　その他投資活動による支出 △7,646 △7,579

　13　その他投資活動による収入 380 64,319

　　　投資活動による
　　　キャッシュ・フロー

△224,860 △393,456

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 1,980,000 ─

　２　短期借入金の返済による支出 △1,735,000 ─

　３　短期借入金の減少額 ─ △475,000

　４　長期借入による収入 899,000 826,500

　５　長期借入金の返済による支出 △400,620 △574,800

　６　社債償還による支出 ─ △120,000

　７　配当金の支出額 △52,109 △76,852

　８　自己株式の売却による収入 33 1,390

　９　自己株式の取得による支出 △2,005 △808

　　　財務活動による
　　　キャッシュ・フロー

689,299 △419,570

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
　　換算差額

─ ─

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額又は減少額 449,848 △1,075,590

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 1,456,014 1,905,863

Ⅶ　合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 ─ 39,535

Ⅷ　現金及び現金同等物の期末残高 1,905,863 869,808
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重要な会計方針

　
第87期

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

第88期
(自　平成19年４月１日
至　平成20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

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

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)

　(2) その他有価証券

　　　時価のあるもの

　　　　　　　　　　　 同左

　　　時価のないもの

　　　評価基準及び評価方法は移動平均法による原価法

　　　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

　　貯蔵品　先入先出法による原価法

２　たな卸資産の評価基準及び評価方法

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年でありますが、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、償却

しております。

３　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
 

ただし、のれんについては、その効果の及ぶ期間
（20年）にわたって定額法により償却しておりま
す。
 

　(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

４　重要な繰延資産の処理方法

　(1) 新株発行費

　　３年間で均等償却しております。

４　重要な繰延資産の処理方法

　(1) 新株発行費

　　　　　　　　　　　 同左

５　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、

回収不能見込み額を計上しております。

５　引当金の計上基準

　(1) 貸倒引当金

　　　　　　　　　　 同左

　　①　一般債権

　　　貸倒実績率法による限度相当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

　　　　財務内容評価法によっております。

　　②　貸倒懸念債権及び破産更生債権

同左
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　 第87期
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

第88期
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

　(2) 賞与引当金

　　　従業員に支給する賞与の支出に充てるため、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

　(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。

　　　会計基準変更時差異(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

６　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。

６　リース取引の処理方法

同左

７　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。

７　キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

同左

８　その他財務諸表作成のための重要な事項

　　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。

８　その他財務諸表作成のための重要な事項

　　消費税等の会計処理

同左
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会計処理の変更

①　会計基準等の改正に伴う変更

第87期
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

第88期
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等）

　当期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12月９日企業

会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準委員会

　平成17年12月９日　企業会計基準適用指針第８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。

　なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

2,684,612千円であります。

　財務諸表等規則の改正により、当期における財務諸表

は、改正後の財務諸表等規則により作成しております。

                     ────

　

　
第87期

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

第88期
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

                     ──── (重要な有形固定資産の減価償却の方法)

　当社では、法人税法の改正に伴い、当期より平成19年４

月１日以後に取得した有形固定資産について、改正後の

法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

なお、この変更に伴う営業損失、経常損失及び税引前当期

純損失に与える影響は軽微であります。

(追加情報)

　平成19年度の法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日

以前に取得した有形固定資産については、改正前の法人

税法に基づく減価償却の方法の適用により、取得価額の

５％に達した当期の翌期より、取得価額の５％相当額と

備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償

却費に含めて計上しております。なお、これによる営業損

失、経常損失及び税引前当期純損失への影響は軽微であ

ります。

　

第87期
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

第88期
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

（企業結合に係る会計基準等）

　当期から「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議

会　平成15年10月31日）及び「事業分離等に関する会計

基準」（企業会計準備委員会　平成17年12月27日　企業会

計基準第７号）並びに「企業結合会計基準及びに事業分

離等会計基準に関する適用指針」（企業会計準備委員会

　最終改正平成18年12年22日 企業会計基準適用指針第10

号）を適用しております。

                     ────
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第87期
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

第88期
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

（自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準等

の一部改正）

　当期から、改正後の「自己株式及び準備金の額の減少等

に関する会計基準」（企業会計基準委員会最終改正平成

18年８月11日 企業会計基準第１号）及び「自己株式及

び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準委員会　最終改正平成18年８月11日　企業

会計基準適用指針第２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。

　財務諸表等規則の改正により、当期における財務諸表

は、改正後の財務諸表等規則により作成しております。

                     ────

　

第87期
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

第88期
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

（ストック・オプション等に係る会計基準等）

　当期から「ストック・オプション等に関する会計基

準」（企業会計基準委員会　平成17年12月27日企業会計

基準第８号）及び「ストック・オプション等に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準委員会最終改正平成

18年５月31日　企業会計基準適用指針第11号）を適用し

ております。

                     ────

　

　

　

②　①以外の変更

第87期
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

第88期
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

（有価証券の評価基準）

　従来、有価証券（満期保有目的のものを除く）の取得原

価は、総平均法により算定することしておりましたが、売

却時における原価確定のため、当期から移動平均法によ

る算定に変更いたしました。

　この変更による損益への影響は僅少であります。

                     ────

　

(表示方法の変更）

第87期
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

第88期
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

                     ──── （キャッシュ・フロー計算書）

　前期まで総額表示しておりました「短期借入金による

収入」（当期 1,000,000千円）及び「短期借入金の返済

による支出」（当期 1,475,000千円）は、期間が短く、か

つ回転が速いため純額表示する方法に変更しておりま

す。

　前期まで営業活動によるキャッシュ・フローのその他

非資金損益項目に含めておりました「貸倒損失」（前期

 3,946千円）は重要性が増したため、当期においては区

分掲記することに変更いたしました。
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注記事項

(貸借対照表関係)

　
第87期

(平成19年３月31日)
第88期

(平成20年３月31日)

※１ （担保資産）

このうち

預金 412,300千円

建物 127,304千円(帳簿価額)

土地 573,132千円(　 〃 　)

計 700,437千円(　 〃 　)

　　　は、短期借入金395,000千円、一年内に返済すべき長期

借入金418,160千円及び長期借入金886,060千円の

担保に供しております。

※１ （担保資産）

このうち

預金 287,500千円

建物 119,624千円(帳簿価額)

土地 573,132千円(　 〃 　)

計 692,756千円(　 〃 　)

　　　は、短期借入金　130,000千円、一年内返済予定の長期

借入金481,040千円及び長期借入金　　907,130千円

の担保に供しております。

※２　貸倒懸念債権及び破産更生債権については財務内

容評価法によって、貸倒引当金として表示してお

ります。

※２　　　　　　　　　　―─

※３　期末日満期手形の会計処理については、満期日決済

が行なわれたものとして処理しております。

　　　なお、当期末日が金融機関の休日であったため、次の

期末日満期手形を満期日に決済が行なわれたもの

として処理しております。

　　　　受取手形　　4,847千円

　　　　支払手形　　3,458千円

※３　　　　　　　　　　―─
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(損益計算書関係)

　

     第87期      第88期

(自　平成18年４月１日 (自　平成19年４月１日

　至　平成19年３月31日) 　至　平成20年３月31日)

※１　通関業収入527,199千円は、１ 港湾運送事業

 5,411,474千円に含まれております

※１　通関業収入630,143千円は、１ 港湾運送事業

8,036,839千円に含まれております

　

     第87期      第88期

(自　平成18年４月１日 (自　平成19年４月１日

　至　平成19年３月31日) 　至　平成20年３月31日)

※２　その他特別損失3,946千円の内容

投資有価証券評価損  3,946千円

※２　その他特別損失37,276千円の内容

ゴルフ会員権評価損 7,859千円

その他　29,417千円
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(株主資本等変動計算書関係)

　

第87期（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(千株) 52,243 ― ─ 52,243

　
　

　
２　自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 70,065 16,748 600 86,213

　
（変動事由の概要）

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。

　単元未満株式の買取りによる増加 16,748株

減少数の主な内訳は、次のとおりであります。

　単元株式の市場への処分による減少 600株

　
　
３　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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18年６月28日
定時株主総会

普通株式 52,173 1 平成18年3月31日 平成18年6月29日

　
　

    (2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

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19年６月28日
定時株主総会

普通株式 78,235 1.50平成19年3月31日 平成19年6月29日
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第88期（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(千株) 52,243 6,400 ― 58,643

　
　

　
２　自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 86,213 7,874 12,520 81,567

　
（変動事由の概要）

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。

　単元未満株式の買取りによる増加 7,874株

減少数の主な内訳は、次のとおりであります。

　単元未満株式の売渡しによる減少 12,520株

　
　
３　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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19年６月28日
定時株主総会

普通株式 78,235 1.50平成19年3月31日 平成19年6月29日

　
　

    (2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年６月26
日
定時株主総会

普通株式
その他資本　剰

余金
58,643 1 平成20年3月31日 平成20年6月27日
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(キャッシュ・フロー計算書関係)

　
第87期

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

第88期
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１　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 1,917,463千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △11,600〃

現金及び現金同等物 1,905,863〃

１　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 1,157,308千円

担保差入定期預金 △287,500〃

現金及び現金同等物 869,808〃

２　重要な非資金取引の内容

当期に合併した関西商運株式会社から引き継いだ資

産及び負債の額は次の通りであります。また、合併に

より増加した資本準備金は908,800千円であります。

流動資産 628,754千円

固定資産 307,753〃

　資産合計 936,507〃

流動負債 674,031〃

固定負債 173,830〃

　負債合計 847,862〃

　

(リース取引関係)

　
第87期

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

第88期
(自　平成19年４月１日
至　平成20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

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 68,812

減価償却累計額
相当額

19,532

期末残高相当額 49,280

　　なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有

形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定しております。

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

及び期末残高相当額

車両運搬具等
(千円)

取得価額相当額 94,346

減価償却累計額
相当額

22,849

期末残高相当額 71,497

同左

②　未経過リース料期末残高相当額

１年以内 11,782千円

１年超 37,497千円

合計 49,280千円

　　なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資産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おります。

②　未経過リース料期末残高相当額

１年以内 18,982千円

１年超 52,514千円

合計 71,497千円

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 10,235千円

減価償却費相当額 10,235千円

③　支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 25,212千円

減価償却費相当額 25,212千円

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

法によっております。

④　減価償却費相当額の算定方法

同左
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(有価証券関係)

１　その他有価証券で時価のあるもの

　

区分

第87期
(平成19年３月31日)

第88期
(平成20年３月31日)

取得原価

(千円)

貸借対照表
計上額
(千円)

差額

(千円)

取得原価

(千円)

貸借対照表
計上額
(千円)

差額

(千円)

貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

①　株式 320,283381,27260,998 1,753 2,190 437

②　債券 ─ ─ ─ ─ ─ ─

③　その他 30,000 29,995 △5 ─ ─ ─

小計 350,283411,26760,983 1,753 2,190 437

貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

①　株式 657,704576,706△80,9971,314,496900,502△413,993

②　債券 10,494 10,494 ─ 10,494 10,494 ─

③　その他 ─ ─ ─ 35,696 26,107△9,589

小計 668,199587,201△80,9971,360,688937,105△423,581

合計 1,018,482998,469△20,0131,362,439939,294△423,143

　

２　当該事業年度中に売却したその他有価証券

　

区分
第87期

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

第88期
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

売却額 (千円) 720,337 358,687

売却益の合計額 (千円) 134,050 54,602

売却損の合計額 (千円) 6,971 785

　

３　時価評価されていない有価証券

その他有価証券

　

区分

第87期
(平成19年３月31日)

第88期
(平成20年３月31日)

貸借対照表計上額(千円) 貸借対照表計上額(千円)

非上場株式 13,960 7,714
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(デリバティブ取引関係)

　
第87期

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

第88期
(自　平成19年４月１日
至　平成20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

　

(退職給付関係)

　
第87期

(平成19年３月31日)
第88期

(平成20年３月31日)

１　採用している退職給付制度の概要

　　簡便法によっております。

　　当社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度

(退職者の退職金の30％相当額を支給)及び退職一時

金制度をもうけております。

１　採用している退職給付制度の概要

同左

２　退職給付債務に関する事項

(1) 退職給付債務 △182,738千円

(2) 年金資産 48,883

(3) 未積立退職給付債務 △133,855

(4) 会計基準変更時差異の未処理額 99,776

(5) 退職給付引当金 △34,080

２　退職給付債務に関する事項

(1) 退職給付債務 △250,546千円

(2) 年金資産 52,850

(3) 未積立退職給付債務 △197,695

(4) 会計基準変更時差異の未処理額 87,304

(5) 退職給付引当金 △110,391

３　退職給付費用に関する事項

(1) 勤務費用 25,434千円

(2) 会計基準変更時差異の費用処理額12,472

(3) 合計 37,906

３　退職給付費用に関する事項

(1) 勤務費用 55,552千円

(2) 会計基準変更時差異の費用処理額12,472

(3) 合計 68,024

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

(1) 会計基準変更時差異の金額 187,081千円

(2) 会計基準変更時差異の処理年数 15年

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

同左
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(ストック・オプション等関係)

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1)ストック・オプションの内容

　　会社名      提出会社

　　決議年月日 　　平成16年6月29日

　　付与対象者の区分及び人数（名）

　　当社取締役　　８

　　当社従業員    22

　　当社顧問　　　８

　　株式の種類及び付与数（株） 　　普通株式　　978,000

　　付与日 　　平成17年6月29日

　　権利確定条件 　　定めなし

　　対象勤務期間 　　定めなし

　　権利行使期間 　　平成18年7月１日～平成23年6月30日

　

(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況

①ストック・オプションの数

　　会社名      提出会社

　　決議年月日 　　平成16年6月29日

　　権利確定前 　　        

　　　期首（株） 　　　　　　  ──

　　　付与（株） 　　　　　　　──

　　　失効（株） 　　　　　　　──

　　　権利確定（株） 　　　　　　　──

　　　未確定残（株）               ──

　　権利確定後

　　　期首（株） 　　　　　　978,000

　　　権利確定（株） 　　　　　　  ──

　　　権利行使（株） 　　　　　　　──

　　　失効（株） 　　　　　　　──

　　　未行使残（株） 　　        978,000

②単価情報

　　会社名      提出会社

　　決議年月日 　　平成16年6月29日

　　権利行使価格（円） 　　　　　　　 110

　　行使時平均株価 　　　　　　　──
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当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1)ストック・オプションの内容

　　会社名      提出会社

　　決議年月日 　　平成16年6月29日

　　付与対象者の区分及び人数（名）

　　当社取締役　　８

　　当社従業員    22

　　当社顧問　　　８

　　株式の種類及び付与数（株） 　　普通株式　　978,000

　　付与日 　　平成17年6月29日

　　権利確定条件 　　定めなし

　　対象勤務期間 　　定めなし

　　権利行使期間 　　平成18年7月１日～平成23年6月30日

　

(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況

①ストック・オプションの数

　　会社名      提出会社

　　決議年月日 　　平成16年6月29日

　　権利確定前 　　        

　　　期首（株） 　　　　　　  ──

　　　付与（株） 　　　　　　　──

　　　失効（株） 　　　　　　　──

　　　権利確定（株） 　　　　　　　──

　　　未確定残（株）               ──

　　権利確定後

　　　期首（株） 　　　　　　978,000

　　　権利確定（株） 　　　　　　  ──

　　　権利行使（株） 　　　　　　　──

　　　失効（株） 　　　　　　　──

　　　未行使残（株） 　　        978,000

②単価情報

　　会社名      提出会社

　　決議年月日 　　平成16年6月29日

　　権利行使価格（円） 　　　　　　　 110

　　行使時平均株価 　　　　　　　──
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(税効果会計関係)

　
第87期

(平成19年３月31日)
第88期

(平成20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

賞与引当金 17,212千円

未払事業税 7,380〃

その他 6,423〃

　　繰延税金資産(流動)計 31,015〃

出資金 7,127〃

退職給付引当金 17,078〃

投資有価証券 1,025〃

貸倒引当金 95,139〃

その他有価証券 8,206〃

評価性引当金 △63,364〃

　　繰延税金資産(固定)計 65,211〃

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

賞与引当金 24,934千円

未払事業税 2,870〃

その他 3,172〃

　　繰延税金資産(流動)計 30,976〃

出資金 9,931〃

退職給付引当金 44,091〃

投資有価証券 22,865〃

貸倒引当金 83,664〃

その他有価証券 173,488〃

繰越欠損金 114,800〃

その他 3,771〃

評価性引当金 △451,443〃

　　繰延税金資産(固定)計 1,167〃

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 41.0％

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 2.6％

受取配当金等永久に益金に算入されない
項目

△0.9％

住民税均等割 2.2％

繰延税金資産に対する評価性引当金 △0.4％

その他 7.3％

　税効果会計適用後の法人税等の負担率 51.8％

２　当事業年度は税引前当期純損失を計上したため、主な

項目別の内訳は記載しておりません。

　

　

　

　

　

(持分法損益等)

　
第87期

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

第88期
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

　　　該当事項はありません。 　　　該当事項はありません。
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【関連当事者との取引】

　
第87期

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

第88期
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

　　　該当事項はありません。 　　　該当事項はありません。

　

(企業結合等関係)

　

第87期
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

第88期
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

　　　該当事項はありません。 　当社は、平成19年４月１日をもって、当社を存続会社、関

西商運株式会社(以下関西商運)を消滅会社とする吸収合

併により、両社の事業を統合いたしました。当社は、事業

統合に際し、普通株式　6,400,000株を、関西商運の最終株

主名簿に記載された株主に対して、その所有する株式１

株につき800株の割合で割当交付いたしました。

　当社は企業結合の会計処理にあたり、「企業結合に関す

る会計基準」(企業会計審議会　平成15年３月31日)及び

「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適

用指針第10号」（平成17年12月27日)を適用し、具体的に

は当社を取得企業、関西商運を被取得企業としたパー

チェス法を適用しております。

(1) 被取得企業の名称及び事業の内容、企業結合を行っ

た主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式、結合後

企業の名称

　①　被取得企業の名称及び事業の内容

　　　被取得企業　関西商運

　　　事業の内容　一般港運運送事業、普通倉庫業

　②　企業結合を行った主な理由

　　　両社は本合併によって、より充実した陸海空、国際複

合一貫輸送体制を構築し、さらなる収益機会を獲得

し企業価値の最大化を実現してまいります。

　合併新会社は、両社の株主の期待に充分応えられる

よう、企業価値の向上を目指してまいります。

　③　企業結合日

　　　平成19年４月１日

　④　企業結合の法的形式

　　　当社を存続会社とし、関西商運を消滅会社とする吸収

合併方式

　⑤　結合後企業の名称

　　　株式会社大運

(2) 被取得企業の取得原価及びその内訳。交付した株式

の種類別の交換比率及びその算定方法、交付株式数及

び評価額

　　被取得企業の取得原価は、933,800千円であり、その内

訳は、株式6,400株(普通株式)等であります。

　　株式割当比率につきましては、関西商運の株式１株に

対して当社の株式800株を割当交付いたしました。

　　算定方法につきましては、第三者機関が算定した結果

を参考に当事者間において決定しました。

　　なお、被取得企業である関西商運の取得原価につきま

しては、合併覚書調印日直前の時価を基礎に算定して

おります。

第87期
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

第88期
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)
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(3) 発生したのれんの金額、発生原因、償却の方法及び償

却期間

①　のれんの金額 820,279千円

　②　発生原因

　　　企業結合時の時価純資産額が取得原価を下回ったた

め、その差額をのれんとして認識しております。

　③　償却方法及び償却期間

　　　発生時から20年の定額法で償却しております。

(4) 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の

額

流動資産 流動負債

628,754千円 674,031千円

固定資産 固定負債

307,753千円 173,830千円

資産計 負債計

936,507千円 847,862千円
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(１株当たり情報)

　
第87期

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

第88期
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１株当たり純資産額 51円47銭１株当たり純資産額 44円88銭

１株当たり当期純利益 1円82銭１株当たり当期純損失 8円13銭

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

1円82銭
潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

─

(注)　１　潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、８８期においては１株当たり当期純損失であるため、

　　記載しておりません。

 

２　算定上の基礎

１　１株当たり純資産額

第87期
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

第88期
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

貸借対照表の純資産の部の合計額 (千円) 2,684,612 2,628,229

普通株式に係る純資産額 (千円) 2,684,612 2,628,229

普通株式の発行済株式数 (千株) 52,243 58,643

普通株式の自己株式数 (千株) 86 81

１株当たり純資産額の算定に用いられた
普通株式の数

(千株) 52,127 58,561

　
２　１株当たり当期純利益

　
第87期

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

第88期
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

損益計算書上の当期純利益又は純損失（△） (千円) 95,120 △476,193

普通株式に係る当期純利益又は純損失（△） (千円) 95,120 △476,193

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 (千円) ─ ─

普通株式の期中平均株式数 (千株) 52,165 58,543
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(重要な後発事象)

　

 第87期
(自　平成18年４月１日
 至　平成19年３月31日)

 第88期
 (自　平成19年４月１日
 至　平成20年３月31日)

　当社は、平成19年４月１日をもって、当社を存続会社、関
西商運株式会社（以下関西商運）を消滅会社とする吸収
合併により、両社の事業を統合いたしました。当社は、事
業統合に際し、普通株式　6,400,000株を、関西商運の最終
株主名簿に記載された株主に対して、その所有する株式
１株につき800株の割合で割当交付いたしました。
　当社は企業結合の会計処理にあたり、「企業結合に関す
る会計基準」（企業会計審議会　平成15年３月31日）及
び「企業結合会計基準及び「事業分離等会計基準に関す
る適用指針第10号　平成17年12月27日）を適用し、具体的
には当社を取得企業、関西商運を被取得企業としたパー
チェス法を適用しております。　
(1)被取得企業の名称及び事業の内容、企業結合を行った
主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式、結合後企業
の名称
①被取得企業の名称及び事業の内容
　被取得企業　関西商運
　事業の内容　一般港運運送事業、普通倉庫業
②企業結合を行った主な理由
　両社は本合併によって、より充実した陸海空、国際複合
一貫輸送体制を構築し、さらなる収益機会を獲得し企業
価値の最大化を実現してまいります。
　合併新会社は、両社の株主の期待に充分応えられるよ
う、企業価値の向上を目指してまいります。
③企業結合日
　平成19年4月1日 
④企業結合の法的形式
　当社を存続会社とし、関西商運を消滅会社とする吸収合
併方式
⑤結合後企業の名称
　株式会社大運
(2)被取得企業の取得原価及びその内訳。交付した株式の
種類別の交換比率及びその算定方法、交付株式数及び評
価額
　被取得企業の取得原価は、933,800千円であり、その内訳
は、株式6,400株（普通株式）等であります。
　株式割当比率につきましては、関西商運の株式１株に対
して当社の株式800株を割当交付いたしました。
　算定方法につきましては、第三者機関が算定した結果を
参考に当事者間において決定しました。
　なお、被取得企業である関西商運の取得原価につきまし
ては、合併覚書調印日直前の時価を基礎に算定しており
ます。
(3)発生したのれんの金額、発生原因、償却の方法及び償
却期間
①のれんの金額
　845,155千円
②発生原因
　企業結合時の時価純資産額が取得原価を下回ったため、
その差額をのれんとして認識しております。
③償却方法及び償却期間
　発生時から20年の定額法で償却しております。
(4)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の
額

流動資産 流動負債

628,754千円674,031千円

固定資産 固定負債

307,753千円173,830千円

資産計 負債計

936,507千円847,862千円

法定準備金の額の減少について
　平成20年6月26日開催の第88期定時株主総会において、
下記のとおり「法定準備金の額の減少」について決議い
たしました。
①法定準備金の額の減少の目的
　欠損金の填補を実施するとともに配当可能原資の充実
をはかり財務面での柔軟性を高めるため資本準備金及び
利益準備金を減少するものであります。
②減少する法定準備金の額及び方法
　資本準備金1,153,023千円から911,459千円を取り崩し
てその他資本剰余金に振替えるとともに、利益準備金
13,040千円を取り崩して繰越利益剰余金（その他利益剰
余金）に振替えます。次に先のその他資本剰余金より
412,602千円を欠損の填補に充当し、64,507千円は配当原
資といたします。減少後の資本準備金の額は241,563千円
となり、減少後の利益準備金の額は0円となります。
③日程
（ア）　取締役会決議　平成20年5月20日
（イ）　債権者異議申述公告日　平成20年5月21日
（ウ）　債権者異議申述最終期日　平成20年6月26日
（エ）　株主総会決議　平成20年6月26日
（オ）　効力発生日　平成20年6月27日
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⑤ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

　

銘柄 株式数(株) 貸借対照表計上額(千円)

(投資有価証券)

その他有価証券

トレーディア㈱ 859,000 213,032

㈱上組 30,000 23,640

合同製鐵㈱ 132,000 43,560

ソフトバンク㈱ 33,000 59,631

大日本スクリーン製造㈱ 245,000 102,655

大和紡績㈱ 135,000 30,105

松下電器産業㈱ 15,206 32,844

㈱みずほフィナンシャルグループ 75 27,375

みずほ信託銀行㈱ 150,000 21,450

㈱三菱ＵＦＪフィナンシャルグループ 50,000 43,000

㈱りそなホールディングス 490 81,340

日本郵船㈱ 25,000 23,400

その他47銘柄 1,229,732 208,375

計 2,904,503 910,408

　

【債券】

　

銘柄 券面総額(千円) 貸借対照表計上額(千円)

(有価証券)

満期保有目的の債券

第849回　割引商工債券 5,000 4,997

第857回　割引商工債券 5,000 4,997

第858回　割引商工債券 500 499

計 10,500 10,494

　

【その他】

　

種類及び銘柄 投資口数等(口) 貸借対照表計上額(千円)

(投資有価証券)

その他有価証券

(証券投資信託の受益証券)
　株式インデックスファンド225

106,132,190 26,107

計 106,132,190 26,107
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【有形固定資産等明細表】

　

資産の種類
前期末残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

　建物 715,913128,124 ─ 844,038535,63330,708308,404

　構築物 26,284 ─ ─ 26,284 22,120 385 4,164

　機械装置 2,12743,863 ─ 45,991 43,626 620 2,364

　車両運搬具 654,398186,85565,184776,068589,77577,148186,292

　工具器具備品 36,395100,562 798 136,160105,82412,343 30,336

　土地 573,1323,051 ─ 576,183 ─ ─ 576,183

有形固定資産計 2,008,252462,45765,9822,404,7271,296,981121,2051,107,746

無形固定資産

　のれん ─ 820,279 ─ 820,279 41,01341,013779,265

　ソフトウェア 7,220 4,500 ─ 11,720 3,679 1,969 8,040

　電話専用権 1,019 ─ ─ 1,019 729 38 290

　電話加入権 4,006 182 ─ 4,188 ─ ─ 4,188

無形固定資産計 12,245824,961 ─ 837,207 45,42243,021791,784

長期前払費用 34,3831,135 8,94126,577 20,8564,843 5,720

繰延資産

　新株発行費 36,592 ─ 15,95220,639 20,6396,879 ─

繰延資産計 36,592 ─ 15,95220,639 20,6396,879 ─

(注) １　当期増加額の主なものは、次のとおりであります。

のれん
関西商運株式会社と

の合併によるもの
820,279千円

車両運搬具 国内本部 トラクター４台 36,764千円

南港雑貨センター フォークリフト５台 9,557千円

２　当期減少額の主なものは、次のとおりであります。

車両運搬具　　 国内本部 トラクター４台 44,290千円

南港雑貨センター フォークリフト５台 12,674千円

　

３　当期増加額には平成19年4月1日付での関西商運株式会社による有形固定資産の引継が含まれております。

建物 127,192千円

機械装置 43,863千円

車両運搬具 136,721千円

工具器具備品 94,747千円

土地 3,051千円

電話加入権 182千円
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【社債明細表】
　

銘柄 発行年月日
前期末残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率(％) 担保 償還期限

第１回社債(協会保証付)
平成12年
12月5日

50,000 0 2.08無担保社債
平成19年
12月5日
一括返済

第２回社債(協会保証付)
平成13年
1月31日

50,000 0 2.08無担保社債
平成20年
1月31日
一括返済

第３回社債(銀行保証付)
平成16年
6月30日

0
30,000
(20,000)

1.03無担保社債
平成21年
６月30日
分割返済

第４回社債(銀行保証付)
平成17年
9月26日

0
50,000
(50,000)

0.81無担保社債
平成20年
９月26日
一括返済

合計 ― 100,000
80,000
(70,000)

       ─ ― ―

(注) １　当期末残高の括弧書表示は、１年以内に返済予定の残高であります。

２　貸借対照表日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額　

　
１年以内
(千円)

１年超２年以内
(千円)

２年超３年以内
(千円)

３年超４年以内
(千円)

４年超５年以内
(千円)

70,000 10,000 ― ― ─

　
【借入金等明細表】

　

区分
前期末残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金 835,000 360,000 1.85 ―

１年以内に返済予定の長期借入金 418,160 550,040 2.02 ―

１年以内に返済予定のリース債務 ─ ─ ─ ―

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く)

886,060 1,005,880 2.04
平成21年４月
～平成25年２月

リース債務(１年以内に返済予定
のものを除く)

─ ─ ─ ─

その他の有利子負債 ─ ─ ─ ─

合計 2,139,2201,915,920 ─ ―

(注)　１「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総

額

　

区分
１年超２年以内
(千円)

２年超３年以内
(千円)

３年超４年以内
(千円)

４年超５年以内
(千円)

　　長期借入金 587,740 268,860 110,680 38,600

　
【引当金明細表】

　

区分
前期末残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金 258,640 101,595 119,347 7,327 233,561

賞与引当金 41,981 60,814 41,981 ─ 60,814
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(2) 【主な資産及び負債の内容】

(1) 現金及び預金

　

区分 金額(千円)

現金 12,165

預金

当座預金 579,213

普通預金 95,059

定期預金 464,500

その他預金 6,370

計 1,145,142

合計 1,157,308

　

(2) 受取手形

相手先別内訳

　

相手先 金額(千円)

ロザイ工業㈱ 3,879

岩谷物流㈱ 3,656

サンケーキコム㈱ 3,109

ミスズ工業㈱ 2,264

住友金属物流㈱ 1,563

その他 3,131

合計 17,604

　

期日別内訳

　

期日 金額(千円)

平成20年４月満期 5,931

平成20年５月満期 8,400

平成20年６月満期 2,276

平成20年７月満期 828

平成20年８月満期 167

合計 17,604

　

　

　

EDINET提出書類

株式会社大運(E04247)

有価証券報告書

57/66



(3) 営業未収金

相手先別内訳
　

相手先 金額(千円)

合鐡大阪物流㈱ 136,576

㈱中央倉庫 43,996

㈱トランザップ ジャパン 35,074

南日本汽船㈱ 31,116

日本包装運輸㈱ 28,545

その他 1,034,156

合計 1,309,465

　

営業未収金の発生及び回収並びに滞留状況
　

前期繰越高

(Ａ)
(千円)

当期発生高

(Ｂ)
(千円)

当期回収高

(Ｃ)
(千円)

次期繰越高

(Ｄ)
(千円)

回収率(％)
(Ｃ)

×100
(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)
(Ａ)＋(Ｄ)
２
(Ｂ)
366

885,51410,629,65810,205,7071,309,465 88.6 37.7

(注)　消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
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(4)支払手形

相手先別内訳
　

相手先 金額(千円)

野田屋運送㈱ 15,148

協立石油㈱ 11,720

進栄運輸㈲ 7,757

全日本検数協会 7,735

社団法人 日本海事検定協会 3,650

その他 104,203

合計 150,214

　

期日別内訳
　

期日 金額(千円)

平成20年４月満期 72,139

平成20年５月満期 53,574

平成20年６月満期 24,500

合計 150,214

　

(5)営業未払金
　

相手先 金額(千円)

不二海運㈱ 39,301

㈱中央倉庫 31,834

伊勢湾陸運㈱ 27,680

鶴丸海運㈱ 20,104

南日本海汽船㈱ 18,213

その他 512,554

合計 649,689
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(6)短期借入金

　

区分 金額(千円)

住友信託銀行 100,000

みなと銀行 90,000

みずほ銀行 70,000

滋賀銀行 40,000

名古屋銀行 30,000

尼崎信用金庫 20,000

近畿大阪銀行 10,000

合計 360,000

　

(7)一年内返済予定の長期借入金

　

区分 金額(千円)

関西ポート流通事業協同組合 169,960

名古屋銀行 67,200

みなと銀行 99,960

近畿大阪銀行 83,320

商工組合中央金庫 60,600

滋賀銀行 33,000

尼崎信用金庫 36,000

合計 550,040

　

(8)設備関係支払手形

相手先別内訳
　

相手先 金額(千円)

三井住友銀オートリース㈱ 8,646

合計 8,646

　

期日別内訳
　

期日 金額(千円)

平成20年４月満期 712

平成20年５月満期 714

平成20年６月満期 715

平成20年７月満期 716

平成20年８月満期 718

平成20年９月～平成21年３月満期 5,068

合計 8,646
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(9)長期借入金

　

区分 金額(千円)

関西ポート流通事業協同組合 306,200

名古屋銀行 76,800

みなと銀行 105,680

近畿大阪銀行 208,350

商工組合中央金庫 210,100

滋賀銀行 58,750

尼崎信用金庫 40,000

合計 1,005,880

　

(10)長期設備関係支払手形

相手先別内訳
　

相手先 金額(千円)

三井住友銀オートリース㈱ 5,163

合計 5,163

　

期日別内訳
　

期日 金額(千円)

平成21年４月満期 729

平成21年５月満期 731

平成21年６月満期 732

平成21年７月満期 734

平成21年８月満期 735

平成21年９月以降満期 1,499

合計 5,163

　

(3) 【その他】

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

株券の種類
10,000株券、1,000株券、500株券、100株券、50株券、10株券、１株券
(但し、100株未満の株式について、その株数を表示した株券を発行することができる。)

剰余金の配当の基準日 ９月30日、３月31日

１単元の株式数 1,000株

株式の名義書換え

　　取扱場所
大阪市中央区北浜四丁目５番33号
住友信託銀行株式会社

　　株主名簿管理人
大阪市中央区北浜四丁目５番33号
住友信託銀行株式会社

　　取次所 住友信託銀行株式会社　全国各支店

　　名義書換手数料 無料

　　新券交付手数料 無料

単元未満株式の買取り

　　取扱場所
大阪市中央区北浜四丁目５番33号
住友信託銀行株式会社

　　株主名簿管理人
大阪市中央区北浜四丁目５番33号
住友信託銀行株式会社

　　取次所 住友信託銀行株式会社　全国各支店

　　買取手数料 株式の売買に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法 大阪市において発行する日本経済新聞

株主に対する特典 なし

(注)　当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。

(1) 会社法189条第２項各号に掲げる権利

(2) 会社法第166号第１項の規定による請求をする権利

(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
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第７ 【提出会社の参考情報】

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、親会社等はありません。

　

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券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87期(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)　平成19年６月28日近畿財務局長に提出

(2) 有価証券報告書の訂正報告書

訂正報告書(上記(1) 有価証券報告書の訂正報告書)を平成19年９月26日近畿財務局長に提出

　訂正報告書(上記(1) 有価証券報告書の訂正報告書)を平成19年10月５日近畿財務局長に提出

(3) 半期報告書

中間会計期間　第88期中（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日） 平成19年12月26日に近畿財務

局長に提出

(4) 臨時報告書

証券取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の規定に基づ

く臨時報告書（代表取締役の異動）を平成19年４月２日近畿財務局長に提出

　証券取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号の規定に基づ

く臨時報告書（提出会社の財政状態及び経営成績に著しい影響を与える事象の発生）を平成19年９月26日

近畿財務局長に提出

　金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の規定に

基づく臨時報告書（代表取締役の異動）を平成19年11月26日近畿財務局長に提出
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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。
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独立監査人の監査報告書

　

平成19年６月28日

株式会社大運

取締役会　御中

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　　㊞

　

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18年４月１日から平成19年３月31日までの第87期事業年度の財務諸表、

すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表につい

て監査を行った。この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、当監査法人ならびに私に財務諸表に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。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法ならび

に経営者によって行われた見積りの評価を含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。

当監査法人ならびに私は、監査の結果として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、株式会社大運の平成19年３月31日現在の財政状態ならびに同日をもって終了する事業年度の経

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。

追記情報

重要な後発事象に記載されているとおり、株式会社大運は平成19年４月１日に関西商運株式会社と合併し

ている。

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

　

※　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

別途保管している。
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独立監査人の監査報告書

　

平成20年6月26日

株式会社大運

取締役会　御中

かがやき監査法人

　代 表 社 員
　業務執行社員
　公認会計士

　　上　　田　　勝　　久　　㊞

　

　代 表 社 員 
　業務執行社員
　公認会計士

　　奥　　村　　隆　　志　　㊞

　

　

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大運の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第88期事業年度の財務諸表、

すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び付属明細表につい

て監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は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。監

査は、試査を基礎として行われ、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を含んでいる。当監査法人は、監査の結果と

して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、株式会社大運の平成20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事業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。

　

追記事項

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成２０年６月２６日開催の定時株主総会において、法定

準備金の減少について決議した。

　

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

　

※　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

別途保管している。

　
　

EDINET提出書類

株式会社大運(E04247)

有価証券報告書

66/66


	表紙
	本文
	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
	２沿革
	３事業の内容
	４関係会社の状況
	５従業員の状況

	第２事業の状況
	１業績等の概要
	２取扱の状況
	３対処すべき課題
	４事業等のリスク
	５経営上の重要な契約等
	６研究開発活動
	７財政状態及び経営成績の分析

	第３設備の状況
	１設備投資等の概要
	２主要な設備の状況
	３設備の新設、除却等の計画

	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
	(3)ライツプランの内容
	(4)発行済株式総数、資本金等の推移
	(5)所有者別状況
	(6)大株主の状況
	(7)議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式

	(8)ストックオプション制度の内容

	２自己株式の取得等の状況
	株式の種類等
	(1)株主総会決議による取得の状況
	(2)取締役会決議による取得の状況
	(3)株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容
	(4)取得自己株式の処理状況及び保有状況


	３配当政策
	４株価の推移
	(1)最近５年間の事業年度別最高・最低株価
	(2)最近６月間の月別最高・最低株価

	５役員の状況
	６コーポレート・ガバナンスの状況

	第５経理の状況
	１連結財務諸表等
	(1)連結財務諸表
	(2)その他

	２財務諸表等
	(1)財務諸表
	①貸借対照表
	②損益計算書
	③株主資本等変動計算書
	④キャッシュ・フロー計算書
	関連当事者との取引

	⑤附属明細表
	有価証券明細表
	株式
	債券
	その他
	有形固定資産等明細表
	社債明細表
	借入金等明細表
	引当金明細表


	(2)主な資産及び負債の内容
	(3)その他


	第６提出会社の株式事務の概要
	第７提出会社の参考情報
	１提出会社の親会社等の情報
	２その他の参考情報


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

