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上 場 会 社 名         大宝運輸株式会社             上場取引所    名証第 二 部 
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代  表  者 （役職名）代表取締役社長（氏名）小笠原和俊 
問合せ先責任者 （役職名）経理部長（氏名）足 立 敏 治            ＴＥＬ：（ 052 ） 871  ― 5831  
半期報告書提出予定日  平成 20 年 12 月 12 日    配当支払開始予定日   平成 20 年 11 月 28 日 
  

（百万円未満切捨て） 
１．20 年 9月中間期の業績（平成 20 年 3 月 21 日～平成 20年 9 月 20 日） 
(1)経営成績                              （％表示は対前年中間期増減率） 
 営業収益 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

 百万円   ％ 百万円    ％ 百万円   ％ 百万円    ％

20 年 9 月中間期 
19 年 9 月中間期 

5,156（△ 4.3） 
5,386（   1.3） 

190  （△40.2）
317  （  91.2）

197  （△40.4） 
331  （  91.8） 

104  （△24.9）
139  （  86.6）

20 年 3 月期 10,508       － 537       － 551       － 285        － 
 

 
１株当たり中間 

（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当たり

中 間 （ 当 期 ） 純 利 益

  円 銭  円 銭

20 年 9 月中間期 
19 年 9 月中間期 

13    93 
18    55 

―  ―
― ―

20 年 3 月期 37    82 ―  ―
(参考) 持分法投資損益 20 年 9 月中間期 ―百万円    19 年 9 月中間期 ―百万円    20 年 3 月期 ―百万円 
 
(2)財政状態 

 総 資 産      純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円  銭

20 年 9 月中間期 
19 年 9 月中間期 

9,885 
10,050 

7,272
7,117

73.6 
70.8 

964     87
943     94

20 年 3 月期 10,035 7,209 71.8 956     47
(参考) 自己資本   20 年 9 月中間期 7,272 百万円  19 年 9 月中間期 7,117 百万円 20 年 3 月期 7,209 百万円 
 
(3)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 

投 資 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

財 務 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期 末 残 高          

 百万円 百万円 百万円 百万円

20 年 9 月中間期 
19 年 9 月中間期 

72 
400 

△  137
△  200

△  144 
△  189 

1,349
1,364

20 年 3 月期 740 △  179 △  355 1,559

 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 期末 年間 

  円 銭  円 銭  円 銭

20 年 3 月期      5  00 5  00 10  00 

21 年 3 月期          5  00  

21 年 3 月期（予想）             5  00 
            10  00 

 
３．21 年 3月期の業績予想（平成 20 年 3 月 21 日～平成 21年 3 月 20 日） 

（％表示は対前期増減率） 
 営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益 1株当たり 

当期純利益 
 百万円  ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円  ％  円 銭

通 期 10,300  △2.0      330  △38.6 350  △36.6 190  △33.4 25  21
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４．その他 
(1) 中間財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間財務諸表作成のための基本となる

重要な事項の変更に記載されるもの） 
① 会計基準等の改正に伴う変更 無 
② ①以外の変更   無  

〔(注)詳細は、15 ページ「中間財務諸表作成の基本となる重要な事項」をご覧ください。〕 
 
 
(2) 発行済株式数（普通株式） 

①期末発行済株式数(自己株式を含む)20 年 9 月中間期  7,560,000 株   19 年 9 月中間期  7,560,000 株 
20 年 3 月期      7,560,000 株 

②期末自己株式数         20 年 9 月中間期     22,488 株    19 年 9 月中間期     19,317 株 
20 年 3 月期         21,888 株 

 (注) 1 株当たり中間（当期）純利益の算定の基礎となる株式数については、23 ページ「１株当たり情報」
をご覧ください。 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含

んでおります。実際の業績等は、業況の変化により、上記予想数値と異なる場合があります。 
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1．経営成績 

(1)経営成績に関する分析 

 ①当中間期の概況  

米国の金融システムの混乱が世界の金融や国家財政を巻き込む混乱をもたらし、日本の実経済においても米国民の購

買力に頼ってきた輸出産業を中心に、急激な生産の縮小や、雇用の縮小が経済や生活の様々な場面で具体的に表面にあ

らわれるようになっています。 

運輸業界は、中間期中は空前の原油高が続いたものの、9月に入り価格が下がり始めました。しかし今後業界全体の輸

送量の減少は避けられず、同業異業にかかわらず競争は激化するものと思われます。 

このような環境の中、当社の中間期は売上・利益とも前年同期比で減少させ苦戦を強いられています。 

その結果、営業収益は51億 5千 6百万円（前年同期比4.3％減）、経常利益は1億 9千 7百万円（前年

同期比 40.4％減）、中間純利益は1億 4百万円（前年同期比24.9％減）となりました。  

今後、新規顧客開発に戦力を投下しつつ、まだ望むような成果が出せませんが、問題点を洗い出

し、組織の体制を強化し、成果に結びつけてまいります。  

また社員の採用面では、若干の追い風を活かし、自社戦力の比率を高め物流サーヴィスの品質を

向上させ競争力を高めてまいります。  

なお中間配当金につきましては、11月12日開催の取締役会におきまして1株につき5円と決定させていただきました。 

②通期の見通し 

通期の業績といたしましては、営業収益は103億円(前期比2.0％減)、経常利益は3億5千万円(前期比36.6％減)、当期

純利益は1億9千万円(前期比33.4％減)を見込んでおります。 

 

(2)財政状態に関する分析 

 ① 資産、負債及び純資産の概況 

 流動資産は、34億6千1百万円(前年同期比4.0%増、1億3千4百万円増)となり、そのうち現金及び預金は、13億5千9百万

円(前年同期比0.4%減、5百万減)、営業未収金は、16億1千万円(前年同期比8.7%増、1億2千8百万円増)となりました。 

固定資産は、64億2千4百万円(前年同期比4.5%減、2億9千9百万円減)となりました。 

流動負債は、16億6千万円(前年同期比9.4%減、1億7千1百万円減)となりました。 

固定負債は、9億5千1百万円(前年同期比13.5%減、1億4千8百万円減)となりました。 

純資産の部は、72億7千2百万円(前年同期比2.2%増、1億5千4百万円増)となりました。 

 

 ②  キャッシュ・フローの概況  

当中間期における現金及び現金同等物(以下｢資金｣という｡)の中間期末残高は、13億4千9百万円となり、前年同期

と比較し、1千5百万円の減少となりました。 

当中間期の各キャッシュ・フローの状況は次の通りであります。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当中間期において、営業活動の結果得られた資金は、7千2百万円（前年同期比82.0%減）となりました。 

これは主に、法人税等の支払額を2億7百万円（前年同期比174.0%増）計上したこと等によるものであります。 

 (投資活動によるキャッシュ・フロー) 

当中間期において、投資活動の結果使用した資金は、1億3千7百万円（前年同期比31.6%減）となりました。 

これは主に、有形固定資産の取得による支出1億3千6百万円があったこと等によるものであります。 
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(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当中間期において、財務活動の結果使用した資金は、1億4千4百万円（前年同期比23.6%減）となりました。 

これは主に、長期借入金の返済による支出1億7百万円（前年同期比29.1%減）及び配当金の支払額が3千7百万円（前

年同期比0.6%減）あったこと等によるものであります。 

 

当中間期のキャッシュ・フロー指標のトレンドは以下のとおりであります。 

 平成20年9月期 平成19年9月期 

自己資本比率（％） ７３．６ ７０．８ 

時価ベースの自己資本比率（％） ２４．４ ３８．６ 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） ９１９．０ ２２３．６ 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） １０．９ ４４．５ 

 自己資本比率：自己資本／総資産 

 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

 インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

 (注)１．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

   ２．営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しており

ます。 

   ３．有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象にしておりま

す。 

     また利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

 

(3)利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

経営の基本方針のもと、剰余金の配当につきましては株主様に対する継続的な安定配当の実施を基本としつつ、企業

体質の強化と今後の事業発展に備えるための内部留保の充実、更には配当性向、純資産配当率など総合的に勘案して配

当政策を決定していくことを方針としています。なお、当期末の配当につきましては、１株当たり５円の配当を実施さ

せていただく予定であります。 

 

(4)事業等のリスク 

 投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性の事項には、以下のようなものがあります。 

なお、文中の将来に関する事項は、当中間期末現在において判断したものであります。 

 

① 公的規制について 

 当社は、総合サービス物流企業として、貨物自動車運送事業、倉庫業等に関する各種法令の規制の適用を受けていま

す。利益の確保と社会的責任の遂行によって、はじめて企業の発展が可能になるとの基本的スタンスで遵法経営を推進

していますが、近年のトラック排ガス対策など環境関連規制の適用が強化されており、これらの事象が一層強化されれ

ば、当社の業績及び財政状況に影響が及ぶ可能性があります。 
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②  取引関係の大幅な変動について 

 当社は、企業物流の一括受託を主たる事業としており、顧客から物流業務を受託する際に、物流センター、荷役設備

機器及び情報システム等について先行的に設備投資を実施することがあります。投資に際しては、綿密な事業収支計画

を策定し、慎重に投資判断を行っておりますが、顧客の業績の急変や顧客との取引停止等により、投資資金の回収に支

障が生じる可能性があります。従って、これらの事象は当社の将来の成長と収益性を低下させ、当社の業績及び財政状

況に影響を及ぼす可能性があります。 

 

③ 燃料価格の変動について 

 当社は、トラック輸送事業を主体とすることから、事業遂行に当たり燃料（軽油）の使用は不可欠になっています。 

 安定的かつ適正価格で供給を受けていますが、世界の原油情勢の変動により燃料費が大幅に高騰し、輸配送コストが上

昇する可能性があります。 

 

④ 物流料金の値下げについて 

当社の主要な取扱品は、一般の食品や日用品を基盤としており、この業界は厳しい競争で商品の販売価格は低く抑え

られたまま推移しています。その状況に対して物流に関わる支出も低く抑える動きが強く、当社は、コスト削減に向け

た運営体制の改革により、安定した利益率の確保に努めていますが、価格競争の更なる激化や長期化により、収益面を

圧迫する可能性があります。これらの事象は当社の業績及び財政状況に影響を及ぼす可能性があります。 

 

2．企業集団の状況 

最近の有価証券報告書（平成２０年６月１６日提出）における「関係会社の状況」から変更が無いため開示を省略しま

す。 

 

3．経営方針 

(1)会社の経営の基本方針 

当社は「社会とお客様のニーズに積極的に応え、企業の発展と社員の豊かさを追求する」ことを経営理念としています。 

 労働集約型産業は社員の人格と能力が生産性を大きく決定します。社会やお客様に喜んでいただける物流サービスを生

み出すために社員の主体性を育てる教育を重視し、社会やお客様との好循環で継続発展できるような経営を当社は目指し

ています。 

そして、それを実現するため、教育立社、門戸開放、自力実行という人事を主にした３つの経営基本方針の実践を30

年余継続しています。 

商標のグリーンハンドは｢初心を大切にする｣という意です。人間関係の心構えとチャレンジ精神を大切に、考え方と実

践を成果に結びつけるよう今後も努力を続けてまいります。 

 

(2)中長期的な会社の経営戦略 

物流業をサービス業の一部と捉え、総合サービス業を目指す具体的な取組みは以下の通りであります。 

① 地域密着型戦略の充実 

② 物流センター運営等、一貫物流システムの提案、実施 

③ 組み合わせ、共同物流の推進 

④ 調達物流、温度帯物流、産業廃棄物リサイクル事業の推進 

⑤ 引越、工場・事務所移転、店舗出店など機械・什器据付等の特殊技術サービスの拡大 
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⑥ 提携による広域化、新サービス開発 

⑦ 安全と環境保全活動の推進 

 

(3)会社の対処すべき課題 

世界の市場経済にリンクされ、経済的社会的格差と少子高齢化が進む日本社会に当社はあります。 

その背景を意識し、より社員の人間らしさを追及し、社会とお客様のニーズに応えてゆきます。そのために社員教育

を通じリーダーを育成し、日常の社員とのコミュニケーションの質を高め、組織的に目的目標を達成してまいります。 

営業面では、新規開発のための人員の質量を高めると同時に、コスト低減と品質向上のための管理を推進し、地域での

強みを積極的に活かし、既存新規顧客とも開発してまいります。 
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２ 【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19年９月20日) 

当中間会計期間末 

(平成20年９月20日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成20年３月20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  1,364,813 1,359,439 1,569,606 

２ 受取手形  89,343 95,782 120,104 

３ 営業未収金  1,481,595 1,610,169 1,476,828 

４ 貯蔵品  10,340 11,927 12,575 

５ 繰延税金資産  109,300 105,797 129,291 

６ その他  271,778 278,298 229,916 

７ 貸倒引当金  △317 △344 △322 

流動資産合計   3,326,855 33.1 3,461,071 35.0  3,537,998 35.3

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※1,2   

(1) 建物  1,786,200 1,704,120 1,724,360 

(2) 車両運搬具  467,082 368,768 408,789 

(3) 土地  3,774,853 3,774,853 3,774,853 

(4) その他  138,555 120,698 132,363 

有形固定資産合計  6,166,691 61.4 5,968,440 60.4 6,040,365 60.2

２ 無形固定資産  31,346 0.3 31,986 0.3 29,639 0.3

３ 投資その他の資産    

(1) 投資その他の資産  525,551 423,919 427,856 

(2) 貸倒引当金  △34 ― △54 

投資その他の資産 
合計 

 525,517 5.2 423,919 4.3 427,802 4.2

固定資産合計   6,723,555 66.9 6,424,346 65.0  6,497,807 64.7

資産合計   10,050,410 100.0 9,885,417 100.0  10,035,806 100.0
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前中間会計期間末 

(平成19年９月20日) 

当中間会計期間末 

(平成20年９月20日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成20年３月20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  9,867 12,593 10,170 

２ 営業未払金  611,675 601,186 534,136 

３ 短期借入金 ※２ 237,367 160,176 185,449 

４ 未払費用  499,482 499,748 465,328 

５ 未払法人税等  143,504 79,949 217,973 

６ 賞与引当金  212,191 214,668 216,270 

７ 役員賞与引当金  19,000 11,000 35,000 

８ その他  99,086 81,462 134,914 

流動負債合計   1,832,174 18.2 1,660,784 16.8  1,799,242 17.9

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金 ※２ 658,938 502,092 583,913 

２ 繰延税金負債  868 ― ― 

３ 退職給付引当金  224,416 226,454 223,176 

４ 役員退職慰労引当金  178,703 186,050 182,148 

５ その他  37,331 37,331 37,331 

固定負債合計   1,100,257 11.0 951,928 9.6  1,026,569 10.3

負債合計   2,932,431 29.2 2,612,713 26.4  2,825,811 28.2

    
 

 



                             大宝運輸㈱（9040）平成 21 年 3月期 中間決算短信（非連結） 

9 

 

  
前中間会計期間末 

(平成19年９月20日) 

当中間会計期間末 

(平成20年９月20日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成20年３月20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
(％)

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   1,140,000 11.3 1,140,000 11.6  1,140,000 11.3

２ 資本剰余金    

資本準備金  1,120,000 1,120,000 1,120,000 

資本剰余金合計   1,120,000 11.2 1,120,000 11.3  1,120,000 11.2

３ 利益剰余金    

(1) 利益準備金  198,487 198,487 198,487 

(2) その他利益剰余金    

役員退職積立金  6,000 6,000 6,000 

土地圧縮積立金  177,998 177,998 177,998 

特別償却準備金  146 ― ― 

別途積立金  4,210,000 4,280,000 4,210,000 

繰越利益剰余金  206,824 311,860 314,564 

利益剰余金合計   4,799,457 47.8 4,974,347 50.3  4,907,051 48.9

４ 自己株式   △7,350 △0.1 △8,829 △0.1  △8,569 △0.1

株主資本合計   7,052,107 70.2 7,225,517 73.1  7,158,481 71.3

Ⅱ 評価・換算差額等    

その他有価証券   
評価差額金 

  65,871 0.6 47,186 0.5  51,513 0.5

評価・換算差額等  
合計 

  65,871 0.6 47,186 0.5  51,513 0.5

純資産合計   7,117,978 70.8 7,272,704 73.6  7,209,994 71.8

負債純資産合計   10,050,410 100.0 9,885,417 100.0  10,035,806 100.0
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 ② 【中間損益計算書】 

 

  
前中間会計期間 

(自 平成19年３月21日 
至 平成19年９月20日) 

当中間会計期間 

(自 平成20年３月21日 
至 平成20年９月20日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成19年３月21日 
至 平成20年３月20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 営業収益   5,386,602 100.0 5,156,175 100.0  10,508,469 100.0

Ⅱ 営業原価   4,849,303 90.0 4,756,855 92.3  9,532,638 90.7

営業総利益   537,299 10.0 399,320 7.7  975,831 9.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費   219,592 4.1 209,187 4.1  438,757 4.2

営業利益   317,706 5.9 190,133 3.6  537,073 5.1

Ⅳ 営業外収益 ※１  23,281 0.4 14,188 0.3  31,098 0.3

Ⅴ 営業外費用 ※２  9,013 0.1 6,622 0.1  16,515 0.2

経常利益   331,974 6.2 197,700 3.8  551,656 5.2

Ⅵ 特別利益 ※３  79,019 1.5 1,726 0.0  146,453 1.4

Ⅶ 特別損失 ※４  148,460 2.8 3,719 0.0  154,920 1.4

税引前中間(当期)  
純利益 

  262,532 4.9 195,706 3.8  543,189 5.2

法人税、住民税   
及び事業税 

 134,000 70,000 290,000 

法人税等調整額  △11,339 122,660 2.3 20,720 90,720 1.8 △31,979 258,020 2.5

中間(当期)純利益   139,872 2.6 104,986 2.0  285,169 2.7
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③ 【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間(自 平成 19 年３月 21 日 至 平成 19 年９月 20 日) 

 
株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本準備金 利益準備金 役員退職

積立金 
土地圧縮
積立金 

特別償却
準備金 

別途積立金
繰越利益
剰余金 

利益剰余金 
合計 

自己株式 株主資本合計

平成 19 年３月 20 日
残高(千円) 

1,140,000 1,120,000 198,487 6,000 177,998 292 4,180,000 134,516 4,697,295 △6,636 6,950,659

中間会計期間中の変
動額 

     

 剰余金の配当    △37,710 △37,710  △37,710

 特別償却準備金の 
 取崩 

   △146 146 ―  ―

 別途積立金の積立    30,000 △30,000 ―  ―

 中間純利益    139,872 139,872  139,872

 自己株式の取得     △714 △714

 株主資本以外の 
項目の中間会計 期
間中の変動額 (純
額) 

     

中間会計期間中の変
動額合計(千円) 

― ― ― ― ― △146 30,000 72,308 102,161 △714 101,447

平成 19 年９月 20 日
残高(千円) 

1,140,000 1,120,000 198,487 6,000 177,998 146 4,210,000 206,824 4,799,457 △7,350 7,052,107

 

評価・換算差額等 
 その他有価証券 

評価差額金 

純資産合計 

平成 19 年３月 20 日
残高(千円) 

84,049 7,034,709 

中間会計期間中の 
変動額 

  

 剰余金の配当  △37,710 

 特別償却準備金の 
 取崩 

 ―

 別途積立金の積立  ―

 中間純利益  139,872 

 自己株式の取得  △714 

 株主資本以外の 
項目の中間会計   
期間中の変動額  
(純額) 

△18,178 △18,178 

中間会計期間中の変
動額合計(千円) 

△18,178 83,269 

平成 19 年９月 20 日
残高(千円) 

65,871 7,117,978 
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当中間会計期間(自 平成 20 年３月 21 日 至 平成 20 年９月 20 日) 

 
株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本準備金 利益準備金 役員退職

積立金
土地圧縮
積立金

別途積立金
繰越利益
剰余金

利益剰余金 
合計 

自己株式 株主資本合計

平成20年３月20日残高
(千円) 

1,140,000 1,120,000 198,487 6,000 177,998 4,210,000 314,564 4,907,051 △8,569 7,158,481

中間会計期間中の 変
動額 

     

 剰余金の配当    △37,690 △37,690  △37,690

 別途積立金の積立    70,000 △70,000 ―  ― 

 中間純利益    104,986 104,986  104,986

 自己株式の取得     △259 △259

 株主資本以外の 項
目の中間会計  期間
中の変動額  (純額) 

     

中間会計期間中の変動
額合計(千円) 

― ― ― ― ― 70,000 △2,704 67,295 △259 67,036

平成20年９月20日残高
(千円) 

1,140,000 1,120,000 198,487 6,000 177,998 4,280,000 311,860 4,974,347 △8,829 7,225,517

 

評価・換算差額等 
 その他有価証券 

評価差額金 

純資産合計 

平成 20 年３月 20 日
残高(千円) 

51,513 7,209,994 

中間会計期間中の 
変動額 

  

 剰余金の配当  △37,690 

 別途積立金の積立  ― 

 中間純利益  104,986 

 自己株式の取得  △259 

 株主資本以外の 
項目の中間会計  
期間中の変動額  
(純額) 

△4,326 △4,326 

中間会計期間中の 
変動額合計(千円) 

△4,326 62,709 

平成 20 年９月 20 日
残高(千円) 

47,186 7,272,704 
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前事業年度(自 平成 19 年３月 21 日 至 平成 20 年３月 20 日) 

 
株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本準備金 利益準備金 役員退職

積立金 
土地圧縮
積立金 

特別償却
準備金 

別途積立金
繰越利益
剰余金 

利益剰余金 
合計 

自己株式 株主資本合計

平成 19 年３月 20 日
残高(千円) 

1,140,000 1,120,000 198,487 6,000 177,998 292 4,180,000 134,516 4,697,295 △6,636 6,950,659

事業年度中の変動額      

 剰余金の配当    △75,413 △75,413  △75,413

 特別償却準備金の 
 取崩 

   △292 292 ―  ― 

 別途積立金の積立    30,000 △30,000 ―  ― 

 当期純利益    285,169 285,169  285,169

 自己株式の取得     △1,933 △1,933

 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) 

― ― ― ― ― △292 30,000 180,048 209,755 △1,933 207,821

平成 20 年 3 月 20 日
残高(千円) 

1,140,000 1,120,000 198,487 6,000 177,998 ― 4,210,000 314,564 4,907,051 △8,569 7,158,481

 

評価・換算差額等 
 その他有価証券 

評価差額金 

純資産合計 

平成 19 年３月 20 日
残高(千円) 

84,049 7,034,709 

事業年度中の変動額   

 剰余金の配当  △75,413 

 特別償却準備金の 
 取崩 

 ― 

 別途積立金の積立  ― 

 当期純利益  285,169 

 自己株式の取得  △1,933 

 株主資本以外の 
項目の事業年度中 
の変動額 (純額) 

△32,536 △32,536 

事業年度中の    
変動額合計(千円) 

△32,536 175,285 

平成 20 年３月 20 日
残高(千円) 

51,513 7,209,994 
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④ 【中間キャッシュ・フロー計算書】 

 

  
前中間会計期間 

(自 平成19年３月21日
至 平成19年９月20日)

当中間会計期間 

(自 平成20年３月21日
至 平成20年９月20日) 

前事業年度の 
要約キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成19年３月21日
至 平成20年３月20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  262,532 195,706 543,189

２ 減価償却費  199,083 185,500 409,252

３ 貸倒引当金の減少額  △81 △32 △56

４ 賞与引当金の減少額  △5,492 △1,602 △1,413

５ 役員賞与引当金の増減額  △2,250 △24,000 13,750

６ 退職給付引当金の増減額  △5,363 3,278 △6,603

７  役員退職慰労引当金の増加

額 
 72,413 3,901 75,858

８ 受取利息及び受取配当金  △8,276 △8,601 △11,222

９ 支払利息    9,013 6,622 16,264

10 固定資産除却損  1,025 3,719 1,469

11 売上債権の増加額  △140,911 △109,019 △166,905

12 たな卸資産の増減額  24 647 △2,209

13 仕入債務の増加額  84,225 69,472 6,989

14 その他  11,471 △47,614 24,449

小計  477,415 277,979 902,812

15 利息及び配当金の受取額  8,276 8,601 11,222

16 利息の支払額  △9,013 △6,622 △16,264

17 法人税等の支払額  △75,866 △207,897 △157,619

営業活動による          

キャッシュ・フロー 
 400,812 72,061 740,150

 

 

 

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 

２ 有価証券の償還による収入 

３ 有形固定資産の取得による

支出 

４ その他 
 

△199,280
 
－ 

△3,153

 

1,535

△199,280

199,280
△136,752

△604

△199,280
 
－ 

△60,975

80,694

投資活動による           

キャッシュ・フロー 
 △200,897 △137,356 △179,561

Ⅲ  財務活動による             

キャッシュ・フロー 
 

1 長期借入金の返済による支

出            
 △151,076 △107,094 △278,019

２ 配当金の支払額  △37,771 △37,550 △75,492

３ その他  △714 △259 △1,933

財務活動による          

キャッシュ・フロー 
 △189,561 △144,904 △355,444

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額  10,352 △210,199 205,144

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残

高 
 1,354,461 1,559,606 1,354,461

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期

末(期末)残高 
※ 1,364,813 1,349,406 1,559,606
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成19年３月21日 
至 平成19年９月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成20年３月21日 
至 平成20年９月20日) 

前事業年度 
(自 平成19年３月21日 
至 平成20年３月20日) 

１ 資産の評価基

準及び評価方

法 

(1) たな卸資産 

 

 

貯蔵品……移動平均法によ

る原価法 

 

 

同左 

 

 

同左 

(2) 有価証券 子会社株式及び関連会社株式

……移動平均法による原価

法 

子会社株式及び関連会社株式

同左 

子会社株式及び関連会社株式

同左 

 その他有価証券 

 時価のあるもの 

 …中間決算日の市場価格

等に基づく時価法(評価

差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原

価は移動平均法により

算定) 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

同左 

 

 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

 …決算日の市場価格等に

基づく時価法(評価差額

は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は

移動平均法により算定)

  時価のないもの 

 …移動平均法による原価

法 

 時価のないもの 

同左 

 時価のないもの 

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 

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、平成

10 年４月１日以後取得した

建物(建物附属設備を除く)

については定額法 

 

 

同左 

 

 

 

 

同左 

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、平成

10 年４月１日以後取得した

建物(建物附属設備を除く)

については定額法 

 （会計方針の変更） 

法人税法の改正に伴い、平成

19年4月1日以降に取得した

有形固定資産については、改

正後の法人税法に基づく方

法に変更しております。 

これによる損益に与える影

響は軽微であります。 

 

 

― 

 

（会計方針の変更） 

法人税法の改正に伴い、平成

19年4月1日以降に取得した

有形固定資産については、改

正後の法人税法に基づく方

法に変更しております。 

これによる損益に与える影

響は軽微であります。   

    



                             大宝運輸㈱（9040）平成 21 年 3月期 中間決算短信（非連結） 

16 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成19年３月21日 
至 平成19年９月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成20年３月21日 
至 平成20年９月20日) 

前事業年度 
(自 平成19年３月21日 
至 平成20年３月20日) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ―  

 

 

（追加情報） 

法人税法改正に伴い、平

成 19 年 3 月 31 日以前に取

得した資産については、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％に到達した

事業年度の翌事業年度よ

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。 

これにより営業利益、経

常利益及び税引前中間純利

益がそれぞれ 6,171 千円減

少しております。 

 

 

 

― 

 

 

(2) 無形固定資産 定額法 

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。

また自社利用のソフトウェ

アについては、社内における

利用可能期間(５年)に基づ

く定額法 

同左 同左 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成19年３月21日 
至 平成19年９月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成20年３月21日 
至 平成20年９月20日) 

前事業年度 
(自 平成19年３月21日 
至 平成20年３月20日) 

３ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

債権の貸倒による損失

に備えるため、一般債権

については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別

に回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上し

ております。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 (2) 賞与引当金 

従業員への賞与の支払

に備えるため、従業員に

対する賞与の支給見込額

のうち、当中間会計期間

に帰属する額を計上して

おります。 

(2) 賞与引当金 

同左 

(2) 賞与引当金 

従業員への賞与の支払

に備えるため、従業員に

対する賞与の支給見込額

のうち、当事業年度に帰

属する額を計上しており

ます。 

 (3) 役員賞与引当金 

役員に対して支給する

賞与の支出に充てるた

め、当事業年度における

支給見込額に基づき、当

中間会計期間に見合う分

を計上しております。 

(3) 役員賞与引当金 

同左 

(3)役員賞与引当金 

役員に対して支給する

賞与の支出に充てるた

め、当事業年度における

支給見込額に基づき、当

事業年度に見合う分を

計上しております。 

 (4) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備

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。 

数理計算上の差異につ

いては、各期の発生時に

おける従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年

数(７年)による按分額を

それぞれ発生の翌期より

費用処理しております。

(4) 退職給付引当金 

同左 

(4) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備

えるため、当期末におけ

る退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき、

当期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。 

数理計算上の差異につ

いては、各期の発生時に

おける従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年

数(７年)による按分額を

それぞれ発生の翌期より

費用処理することとして

おります。 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成19年３月21日 
至 平成19年９月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成20年３月21日 
至 平成20年９月20日) 

前事業年度 
(自 平成19年３月21日 
至 平成20年３月20日) 

 (5) 役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の

支出に備えるため、内規

に基づく中間会計期間

末要支給額を計上して

おります。 

(5) 役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支

出に備えるため、内規に

基づく中間会計期間末要

支給額を計上しておりま

す。 

(5) 役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の

支出に備えるため、内規

に基づく期末要支給額

を計上しております。 

  

  （会計方針の変更） 

  従来、役員退職慰労金

の過年度相当額 245,726

千円については平成 18

年 3月期より5年間で均

等額を繰入計上するこ

ととしておりましたが、

当期に一括繰入計上す

る方法に変更しました。

  この変更は、改正後の

「租税特別措置法上の

準備金及び特別法上の

引当金又は準備金並び

に役員退職慰労引当金

等に関する監査上の取

扱い」（日本公認会計士

協会 監査・保証実務委

員会報告第 42 号）が当

期公表され、これを早期

適用したことによるも

のであります。 

  この変更に伴い、過年

度相当額の残額 147,435

千円を特別損失に計上

しております。 

  この結果、従来の方法

によった場合と比較し

て、税引前中間純利益

122,862 千円減少してお

ります。 

― （会計方針の変更） 

  従来、役員退職慰労金

の過年度相当額 245,726

千円については平成 18

年3月期より5年間で均

等額を繰入計上するこ

ととしておりましたが、

当期に一括繰入計上す

る方法に変更しました。

  この変更は、改正後の

「租税特別措置法上の

準備金及び特別法上の

引当金又は準備金並び

に役員退職慰労引当金

等に関する監査上の取

扱い」（日本公認会計士

協会 監査・保証実務委

員会報告第 42 号）が当

期公表され、これを早期

適用したことによるも

のであります。 

  この変更に伴い、過年

度相当額の残額 147,435

千円を特別損失に計上

しております。 

この結果、従来の方法によ

った場合と比較して、税引

前当期純利益は 98,289 千

円減少しております。 

４ 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。 

 同左  同左 

５ ヘッジ会計の方法  変動金利の借入金の借

入時において、金利変動リ

スクをヘッジするために、

金利スワップを利用して

おります。        

なお、この金利スワップに

ついては、特例処理を採用

しております。 

 同左  同左 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成19年３月21日 
至 平成19年９月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成20年３月21日 
至 平成20年９月20日) 

前事業年度 
(自 平成19年３月21日 
至 平成20年３月20日) 

６ 中間キャッシュ・

フロー計算書(キ

ャッシュ・フロー

計算書)における

資金の範囲 

 手許現金、要求払預金及

び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わな

い取得日から３ヶ月以内

に満期日の到来する短期

的な投資からなっており

ます。 

 

 同左  同左 

７ その他中間財務諸

表(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 

 税抜処理 

 なお、仮払消費税等と仮

受消費税等は相殺の上、流

動負債「その他」に含めて

おります。 

 

消費税等の会計処理 

 同左 

消費税等の会計処理 

 税抜処理 
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(中間貸借対照表関係) 

 

項目 
前中間会計期間末 
(平成19年９月20日) 

当中間会計期間末 
(平成20年９月20日) 

前事業年度末 
(平成20年３月20日) 

※１ 有形固定資産の

減価償却累計額 

5,139,633 千円 5,384,644 千円 5,270,673 千円

※２ 担保資産 (1) 担保提供資産 

建物 482,580 千円

土地 1,140,526 千円

計 1,623,106 千円 

(1) 担保提供資産 

建物 443,411 千円

土地 1,140,526 千円

計 1,583,937 千円 

(1) 担保提供資産 

建物 462,328 千円

土地 1,140,526 千円

計 1,602,855 千円 
 (2) 担保資産に対応する債

務 

短期 

借入金 
237,367 千円

長期 

借入金 
658,938 千円

計 896,305 千円 

(2) 担保資産に対応する債

務 

短期 

借入金
160,176 千円

長期 

借入金
502,092 千円

計 662,268 千円 

(2) 担保資産に対応する債

務 

短期 

借入金 
185,449 千円

長期 

借入金 
583,913 千円

計 769,362 千円 
    

 

(中間損益計算書関係) 

 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成19年３月21日 
至 平成19年９月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成20年３月21日 
至 平成20年９月20日) 

前事業年度 
(自 平成19年３月21日 
至 平成20年３月20日) 

※１ 営業外収益の主

要項目 

受取利息 1,168 千円

受取配当金 7,108 千円 

受取利息 975 千円

受取配当金 7,626 千円 

受取利息 2,481 千円

受取配当金 8,741 千円 
※２ 営業外費用の主

要項目 

支払利息 9,013 千円 支払利息 6,622 千円 支払利息 16,264千円 

※３ 特別利益の主要

項目 規程改定に伴う

役員退職慰労引

当金戻入益 

 

78,466千円  

 

― 

規程改定に伴

う役員退職慰

労引当金戻入

益 

 

78,466千円

※４ 特別損失の主要

項目 過年度役員退

職慰労引当金

繰入額 

 

147,435千円  

 

 ― 
過年度役員退

職慰労引当金

繰入額 

 

147,435千円

 ５ 減価償却実施額    

有形固定資産 194,663 千円 180,757 千円 400,387 千円

無形固定資産 2,431 千円 2,753 千円 4,887 千円

 



                             大宝運輸㈱（9040）平成 21 年 3月期 中間決算短信（非連結） 

21 

(中間株主資本等変動計算書関係) 

前中間会計期間（自 平成 19 年３月 21 日 至 平成 19 年９月 20 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 当中間会計期間末 

普通株式(株) 7,560,000 ― ― 7,560,000 
 
 

           

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 当中間会計期間末 

普通株式(株) 17,917 1,400 ― 19,317 
 

（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    1,400 株 
 

３ 新株予約権等に関する事項 

    該当事項はありません。 

 

４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

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 13日
定時株主総会 

普通株式 37,710 5 平成 19 年 3月 20 日 平成 19 年 6月 14 日

 

 (2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの 

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19年11月 13日
取締役会 

普通株式 
繰越利益 

剰余金 
37,703 5 平成 19年 9月 20日平成19年11月30日
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当中間会計期間（自 平成 20 年３月 21 日 至 平成 20 年９月 20 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 当中間会計期間末 

普通株式(株) 7,560,000 ― ― 7,560,000 
 
 

           

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 当中間会計期間末 

普通株式(株) 21,888 600 ― 22,488 
 

（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 600 株 
 

３ 新株予約権等に関する事項 

    該当事項はありません。 

 

４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

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 20年 6月 13日
定時株主総会 

普通株式 37,690 5 平成 20 年 3月 20 日 平成 20 年 6月 16 日

 

 (2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの 

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 11月 12日 
取締役会 

普通株式 
繰越利益 

剰余金 
37,687 5 平成 20 年 9月 20 日 平成20年11月28日
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前事業年度（自 平成 19 年３月 21 日 至 平成 20 年３月 20 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(株) 7,560,000 ―         ― 7,560,000 
 
 

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) 17,917 3,971 ― 21,888 
 

（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 3,971 株 
 

３ 新株予約権等に関する事項 

    該当事項はありません。 

 

 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 13 日 

定時株主総会 
普通株式 37,710 5 平成 19年 3月 20日 平成 19 年 6月 14 日

平成 19 年 11 月 13 日 

取締役会 
普通株式 37,703 5 平成 19年 9月 20日 平成 19年 11月 30日

 

 (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

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 13 日 

定時株主総会 
普通株式 

繰越利益剰

余金 
37,690 5 平成20年 3月20日 平成 20 年 6 月 16 日

 

(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19年３月21日 
至 平成19年９月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成20年３月21日 
至 平成20年９月20日) 

前事業年度 
(自 平成19年３月21日 
至 平成20年３月20日) 

※現金及び現金同等物の中間会計期

間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 

現金及び預金 1,364,813千円

現金及び現金同等物 1,364,813千円 

※現金及び現金同等物の中間会計期

間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 

現金及び預金 1,359,439千円

預入期間３ヶ月超の

定期預金 
△10,032千円

現金及び現金同等物 1,349,406千円 

※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 1,569,606千円

預入期間３ヶ月超の

定期預金 
△10,000千円

現金及び現金同等物 1,559,606千円 
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(リース取引関係) 

 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成19年３月21日 
至 平成19年９月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成20年３月21日 
至 平成20年９月20日) 

前事業年度 
(自 平成19年３月21日 
至 平成20年３月20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

相当額及び中間期末残

高相当額 

 

取得価
額相当
額(千
円) 

減価償
却累計
額相当
額(千
円) 

中間期
末残高
相当額
(千円)

有形固
定資産
「その
他」  
(工
具・器
具及び
備品)

88,146 72,745 15,400

車両運
搬具 

61,187 47,138 14,049

合計 149,333 119,883 29,449 

(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 

 

取得価
額相当
額(千
円)

減価償
却累計
額相当
額(千
円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

有形固
定資産
「その
他」  
(工
具・器
具及び
備品)

39,810 37,205 2,605

車両運
搬具 

44,280 38,259 6,021

合計 84,090 75,464 8,626 

(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 

 

取得価
額相当
額(千
円) 

減価償
却累計
額相当
額(千
円) 

期末残
高相当
額(千
円)

有形固
定資産
「その
他」  
(工
具・器
具及び
備品) 

88,146 81,560 6,586

車両運
搬具 

61,187 51,152 10,035

合計 149,333 132,712 16,621 
 (2) 未経過リース料中間期

末残高相当額 

(2) 未経過リース料中間期

末残高相当額 

(2) 未経過リース料期末残高

相当額 

 １年内 20,823 千円

１年超 8,626 千円

合計 29,449 千円 

１年内 8,626 千円

１年超 ―千円

合計 8,626 千円 

１年内 14,614 千円

１年超 2,007 千円

合計 16,621 千円 
 (注) 取得価額相当額お

よび未経過リース

料中間期末残高相

当額は、未経過リー

ス料中間期末残高

の有形固定資産の

中間期末残高等に

占めるその割合が

低いため、支払利子

込み法により算定

しております。 

(注) 取得価額相当額お

よび未経過リース

料中間期末残高相

当額は、未経過リ

ース料中間期末残

高の有形固定資産

の中間期末残高等

に占めるその割合

が低いため、支払

利子込み法により

算定しておりま

す。 

(注) 取得価額相当額およ

び未経過リース料期

末残高相当額は、未

経過リース料期末残

高の有形固定資産の

期末残高等に占める

その割合が低いた

め、支払利子込み法

により算定しており

ます。 

 (3) 支払リース料及び減価

償却費相当額 

支払     

リース料 

14,450 千

円

減価償却費

相当額 

14,450 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 
7,995 千円

減価償却費

相当額 
7,995 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 

27,278 千

円

減価償却費

相当額 

27,278 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 

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 

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。 
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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 
 

 
前中間会計期間末 

(平成19年９月20日) 
当中間会計期間末 

(平成20年９月20日) 
前事業年度末 

(平成20年３月20日) 

 
取得原価 
(千円) 

中間貸借対 
照表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

取得原価
(千円) 

中間貸借対
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) 

(1) 株式 126,729 236,787 110,058 138,225 216,594 78,368 138,225 224,440 86,214

(2) 債券 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

(3) その他 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

合計 126,729 236,787 110,058 138,225 216,594 78,368 138,225 224,440 86,214

 

② 時価評価されていない主な有価証券 
 

前中間会計期間末 
(平成19年９月20日) 

当中間会計期間末 
(平成20年９月20日) 

前事業年度末 
(平成20年３月20日) 

 
中間貸借対照表計上額

(千円) 
中間貸借対照表計上額

(千円) 
貸借対照表計上額 

(千円) 

（１）その他有価証券 

割引商工債券 199,640 199,640 199,280

（２）子会社株式及び関連会社株式 

子会社株式 17,000 17,000 17,000

 

(デリバティブ取引関係) 

前中間会計期間 (自 平成19年３月21日 至 平成19年９月20日) 

デリバティブ取引については、全てヘッジ会計を適用しておりますので、注記の対象から除いておりま

す。 

 

当中間会計期間 (自 平成20年３月21日 至 平成20年９月20日) 

デリバティブ取引については、全てヘッジ会計を適用しておりますので、注記の対象から除いており

ます。 

 

前事業年度 (自 平成19年３月21日 至 平成20年３月20日) 

デリバティブ取引については、全てヘッジ会計を適用しておりますので、注記の対象から除いており

ます。 

 

(持分法損益等) 

前中間会計期間 (自 平成19年３月21日  至 平成19年９月20日) 

関連会社がないため、該当事項はありません。 

 

当中間会計期間 (自 平成20年３月21日  至 平成20年９月20日) 

関連会社がないため、該当事項はありません。 

 

前事業年度 (自 平成19年３月21日  至 平成20年３月20日) 

関連会社がないため、該当事項はありません。 
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(１株当たり情報) 

 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成19年３月21日 
至 平成19年９月20日)

当中間会計期間 
(自 平成20年３月21日 
至 平成20年９月20日)

前事業年度 
(自 平成19年３月21日 
至 平成20年３月20日)

１株当たり純資産額 943円94銭 964円87銭 956円47銭

１株当たり中間(当期)純利益 18円55銭 13円93銭 37円82銭

潜在株式調整後        

１株当たり中間(当期)純利益 
― ― ―

(注) １ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額については、潜在株式がないため、記載しておりません。 

２ １株当たり中間(当期)純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。  

 
前中間会計期間 

(自 平成19年３月21日 
至 平成19年９月20日)

当中間会計期間 
(自 平成20年３月21日 
至 平成20年９月20日)

前事業年度 
(自 平成19年３月21日 
至 平成20年３月20日)

中間(当期)純利益 139,872千円 104,986千円 285,169千円

普通株主に帰属しない金額   ― ― ―

普通株式に係る中間(当期)   

純利益 
139,872千円 104,986千円 285,169千円

期中平均株式数 7,541千株 7,537千株 7,540千株

 

(2) 【その他】 

平成 20 年 11 月 12 日開催の取締役会決議に基づき、当期における中間配当を実施することとしました。 

１ 中間配当金の総額………………………………37,687,560円(１株につき 5円) 

２ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日……平成20年11月28日 

３ 支払対象…………………………………………平成20年9月20日の最終の株主名簿及び実質株主

名簿に記載又は記録された株主または登録質権者 
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決算発表（参考資料）                                     平 成 2 0年 1 1月 1 2日 

                                                     大 宝 運 輸 株 式 会 社 

                                                     （コード番号9040名証第２部） 

平成 20年 9月期中間決算（ 20.3.21～ 20.9.20）  

 

１．中間期の業績推移 
                                                                             （単位 百万円） 

 

期    別 営 業 収 益 営 業 利 益 経 常 利 益 中 間 純 利 益 

平成19年9月中間期   5,386(  1.3%) 317（  91.2%）  331（  91.8%）   139（  86.6%） 

平成20年9月中間期   5,156(△4.3%) 190（△40.2%）  197（△40.4%）   104（△24.9%） 
 
      注  （  ）内は対前年中間期増減率  

 

２．通期の業績予想と実績推移  
                                                                             （単位 百万円） 

 

期    別 営 業 収 益 営 業 利 益 経 常 利 益 当期純利益  

  平 成 16年 ３ 月 期 
         （実 績） 9,500 (△1.6%) 456 (△12.8%) 448 (△11.9%)  202 (△15.4%)

  平 成 17年 ３ 月 期 
         （実 績） 10,215 (  7.5%) 559 (  22.5%) 548 (  22.4%)   266 ( 31.8%)

  平 成 18年 ３ 月 期 
         （実 績） 10,606 (  3.8%) 407 (△27.1%) 409 (△25.2%)   193 (△27.5%)

  平 成 19年 ３ 月 期 
         （実 績） 10,504 (△1.0%) 324 (△20.4%) 330 (△19.4%)   124 (△35.5%)

  平 成 20年 ３ 月 期 
         （実 績） 10,508 (  0.0%) 537 (  65.4%) 551 (  67.0%)   285 ( 129.1%)

  平 成 21年 ３ 月 期 
         （予 想） 10,300 (△2.0%) 330 (△38.6%) 350 (△36.6%)   190 (△33.4%)

 
      注  （  ）内は対前期増減率  

 

３．通期の事業別営業収益  
                                                                              （単位 百万円） 

 

期    別 貨物運送事業  倉 庫 事 業 その他事業  合     計  

  平 成 19年 ３ 月 期 
         （実 績） 

   7,955  (  3.1%) 2,382 (△11.9%)   167  (△12.2%)   10,504  (△1.0%) 

  平 成 20年 ３ 月 期 
         （実 績） 

   8,026  (  0.9%) 2,322 ( △2.5%)   159  (△ 4.7%)   10,508  (  0.0%) 

  平 成 21年 ３ 月 期 
         （予 想） 

   7,930  ( △1.2%) 2,200 ( △5.3%)   170  (   6.7%)   10,300  (△2.0%) 

 
      注  （  ）内は対前期増減率 

 

４．設備投資の状況  
                                                                              （単位 百万円） 

 

 平成 20年 9月中間期  平成 21年 3月期（通期計画）  

     建    物 
   車両運搬具  
     そ  の  他 

 44 
 68 
  7 

  50 
  137 
   50 

        計 120   237 
 
 

 


