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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

  平成19年６月28日に提出した第３期（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）有価証券報

告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、金融商品取引法第24条の２第１項の規定

に基づき、本訂正報告書を提出するものであります。 

 

２ 【訂正事項】 

  第一部 企業情報 

   第１ 企業の概況 

     １ 主要な経営指標等の推移 

 (1)連結経営指標等  

５ 従業員の状況 

(1)連結会社の状況 

   第３ 設備の状況 

     ２ 主要な設備の状況 

      

３ 【訂正箇所】 

  訂正箇所は＿を付して表示しております。 

 



第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

 

（訂正前） 

 

回次 第１期 第２期 第３期 

決算年月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 

営業収益 (百万円) 352,624 357,312 367,750

経常利益 (百万円) 46,804 59,403 72,293

当期純利益 (百万円) 26,514 30,748 43,105

純資産額 (百万円) 157,746 188,505 231,607

総資産額 (百万円) 1,278,123 1,279,108 1,281,535

１株当たり純資産額 (円) 271.51 324.45 398.64

１株当たり当期純利益  45.64 52.92 74.19

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 (円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 12.3 14.7 18.1

自己資本利益率 (％) 18.3 17.8 20.5

株価収益率 (倍) ― ― ―

営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円) 91,533 96,505 95,950

投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円) △40,148 △45,425 △61,104

財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円) △55,207 △45,625 △25,452

現金及び現金同等物の期末残高 (百万円) 17,525 22,980 32,373

従業員数 
(外、平均臨時雇用者数) 

(名) 
10,140
(1,981)

10,010 
(2,023) 

9,743
(2,120)

 

 



（訂正後） 

 

回次 第１期 第２期 第３期 

決算年月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 

営業収益 (百万円) 352,624 357,312 367,750

経常利益 (百万円) 46,804 59,403 72,293

当期純利益 (百万円) 26,514 30,748 43,105

純資産額 (百万円) 157,746 188,505 231,607

総資産額 (百万円) 1,278,123 1,279,108 1,281,535

１株当たり純資産額 (円) 271.51 324.45 398.64

１株当たり当期純利益 (円) 45.64 52.92 74.19

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 (円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 12.3 14.7 18.1

自己資本利益率 (％) 18.3 17.8 20.5

株価収益率 (倍) ― ― ―

営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円) 91,533 96,505 95,950

投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円) △40,148 △45,425 △61,104

財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円) △55,207 △45,625 △25,452

現金及び現金同等物の期末残高 (百万円) 17,525 22,980 32,373

従業員数 
(外、平均臨時雇用者数) 

(名) 
10,131
(2,157)

9,963 
(2,261) 

9,732
(2,290)

 

 



５ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

 

（訂正前） 

平成19年３月31日現在 

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名) 

運輸業 8,570 (593) 

その他事業 1,173 (1,527) 

合計 9,743 (2,120) 

 

 

（訂正後） 

平成19年３月31日現在 

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名) 

運輸業 8,570 (593) 

その他事業 1,162 (1,697) 

合計 9,732 (2,290) 

 

 

第３ 【設備の状況】 

２ 【主要な設備の状況】 

 

（訂正前） 

 

(3) その他事業(従業員数 1,173名[1,527名]) 

 

 

（訂正後） 

 

(3) その他事業(従業員数 1,162名[1,697名]) 

 

 

 

 

 

以上 




