
  

平成19年３月期   中間決算短信（連結） 平成18年10月25日 

会 社 名 三洋電機ロジスティクス株式会社 
コード番号 ９３７９ 上場取引所     ＪＡＳＤＡＱ 

（ＵＲＬ http://www.sanyo.co.jp/logi/ ） 本社所在都道府県  大阪府 

代 表 者 役 職 名 代表取締役社長   氏名  山瀬 英夫 

問い合わせ先 責任者役職名 取締役管理本部長  氏名  藤村 茂郎       ＴＥＬ：（072）831－3441 

決算取締役会開催日 平成18年10月25日 

親会社等の名称  三洋電機株式会社（コード番号：6764）  親会社等における当社の議決権所有比率 57.7％ 

米国会計基準採用の有無   無 
 

１．18年９月中間期の連結業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日） 

 当社は平成17年10月に上場しており、平成16年９月中間期にかかる開示を行っていないため、平成17年９月中間期における対

前年中間期増減率の記載を行っておりません。 

 (1) 連結経営成績                       （注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 営業収益 営業利益 経常利益 

 
18年９月中間期 
17年９月中間期 

百万円   ％
22,257 （   0.9）
22,058 （  －  ）

百万円   ％
819 （△26.8）

1,120 （  －  ）

百万円   ％
886  （△16.0）

1,055  （  －  ）

18年３月期 44,228           2,186           2,082             
 

 中間(当期)純利益 
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 

 
18年９月中間期 
17年９月中間期 

百万円   ％
470 （△22.3）
606 （  －  ）

円   銭
45       70 
67       34 

円   銭
－           
－           

18年３月期 1,241           129       20 －           

(注)①持分法投資損益 18年９月中間期    －百万円   17年９月中間期 －百万円 18年３月期   －百万円 

②期中平均株式数(連結) 18年９月中間期 10,300,000株  17年９月中間期 9,000,000株 18年３月期 9,606,027株 

③会計処理の方法の変更   無 

④営業収益、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。 
 
(2) 連結財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 
18年９月中間期 
17年９月中間期 

百万円 
28,845 
29,456 

百万円
10,839 
8,191 

％ 
37.6 
27.8 

円   銭
1,052      34 
910      20 

18年３月期 29,377 10,591 36.1 1,028      33 

(注)期末発行済株式数(連結) 18年９月中間期  10,300,000株 17年９月中間期 9,000,000株  18年３月期 10,300,000株 
 
(3) 連結キャッシュ･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 

 
18年９月中間期 
17年９月中間期 

百万円 
177 
743 

百万円
△820 
△137 

百万円 
△670 

△1,203 

百万円
2,564 
2,150 

18年３月期 1,479 1,342 △1,693 3,878 
 
(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

連結子会社数  ２社   持分法適用非連結子会社数  －社   持分法適用関連会社数  －社 
 
(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結 (新規) －社  (除外) －社   持分法 (新規) －社  (除外) －社 
 

２．19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日） 

 営業収益 経常利益 当期純利益 

 
通  期 

百万円
45,456 

百万円
2,202 

百万円
1,273 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  123 円  65 銭 

※業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は、今後様々

な要因によって予想数値と異なる可能性があります。上記予想に関する事項は、８頁をご参照ください。 

http://www.sanyo.co.jp/logi/
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１．企業集団の状況 
（１）企業集団の概況 

当社グループは、親会社である三洋電機株式会社およびその連結子会社を中心に構成される三洋電機グループに

属しております。三洋電機グループは、民生用電気機器、情報・通信機器および産業用機器等の各事業分野で製

造・販売・保守・サービス活動を国内・海外で広範囲に行っております。 

当社の企業集団は、当社と子会社２社で構成されており、親会社および同グループならびに一般の顧客に対して

運送、保管・荷役等の物流サービスを提供することを主たる事業としております。 

当社グループの事業に係る位置づけおよび事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおりであります。 

 
イ．ロジスティクス・ソリューション事業 

当社および子会社２社は、家電量販店に対する３ＰＬ事業を中核として、宅配・設置事業および修理品物流

などの物流サービスを提供しております。 

（注）３ＰＬとはサード・パーティ・ロジスティクスの略称で、「荷主企業に対して物流改革を提案し、包括

して物流業務を受託する業務」と定義されております。従来、荷主企業が行っていた物流システムの構

築・管理という業務を、第三者が荷主企業に代わり、荷主企業の立場に立って、輸送・保管、倉庫立地

や配送ルートなどロジスティクスネットワークの設計等を行う他、在庫管理、情報管理、品揃えや人材

配置についても提案します。 

 
ロ．国際物流事業 

当社は、輸出入貨物取扱いの管理代行を含む国際物流サービスおよび商品の輸出入業務を行っております。 

 
ハ．国内一般物流事業 

当社および子会社２社は、全国の納入先への輸配送を可能にするため全国物流ネットワークを構築し、家電

製品、業務用機器を主とする輸配送ならびに搬入・設置等の付帯サービスを行っております。 

また、全国主要都市に普通倉庫を有し、貨物の特性に応じた精度の高いロケーション（保管場所）管理、情

報システムを利用した入出庫作業を行い、保管から在庫管理まで一貫した物流サービスを提供しております。 

 

 

（２）事業系統図 

  イ．ロジスティクス・ソリューション事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）三洋ロジテクサービス㈱は、主に当社物流センターの荷役作業請負および管理運営業務を行っております。 

また、北海道三洋ロジスティクス㈱は、主に北海道地区における物流業務を行っております。 

家電量販店 一般消費者 

家電メーカーおよびその他のメーカー 

（３ＰＬ） （宅配・設置） （宅配・設置） 

（３ＰＬ）

 

三洋ロジテクサービス㈱ 
北海道三洋ロジスティクス㈱ 100％出資 

三  洋  電  機  ロ  ジ  ス  テ  ィ  ク  ス  ㈱ 
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  ロ．国際物流事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ハ．国内一般物流事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）三洋ロジテクサービス㈱は、主に当社物流センターの荷役作業請負および管理運営業務を行っております。 

また、北海道三洋ロジスティクス㈱は、主に北海道地区における物流業務を行っております。 

親会社の子会社 
（海外製造会社） 
 ・三洋家用電器(蘇州)有限公司 
 ・瀋陽三洋空調有限公司 他 

海外メーカー 等 

 
[輸  入] 
（運送） 
（保管・荷役） 
（商品・部品仕入） 

 
[輸  出] 
（運送） 
（保管・荷役） 
（商品・部品販売） 

 
[輸  出] 
（運送） 
（保管・荷役） 
（商品・部品仕入） 

 
[輸  入] 
（運送） 
（保管・荷役） 
（商品・部品販売） 

国内メーカー 等   親会社 
 三洋電機㈱ 

親会社の子会社 
（国内製造会社） 

・鳥取三洋電機㈱ 
・協栄三洋工業㈱ 

（国内販売会社） 
・三洋コマーシャル販売㈱ 他 

 

三洋ロジテクサービス㈱ 
北海道三洋ロジスティクス㈱ 100％出資 

三  洋  電  機  ロ  ジ  ス  テ  ィ  ク  ス  ㈱ 

親会社の子会社 
（国内販売会社） 
 ・三洋コンシューママーケティング㈱ 
 ・三洋コマーシャル販売㈱  他 

製 造 業 者 

家 電 量 販 店 

一般電気店等 

仕入先業者   親会社 
 三洋電機㈱ 

親会社の子会社 
（国内製造会社） 

・鳥取三洋電機㈱  他 

 
（運送） 
（保管・荷役） 

 
（運送） 
（保管・荷役）
（商品販売） 

 
（商品仕入）

 
（運送） 
（保管・荷役） 
（商品仕入） 
（倉庫賃借） 

 

物流業者等 

倉庫業者等 

 
（倉庫賃借）

 
（商品販売）
（倉庫賃貸）

 

三洋ロジテクサービス㈱ 
北海道三洋ロジスティクス㈱ 100％出資 

三  洋  電  機  ロ  ジ  ス  テ  ィ  ク  ス  ㈱ 
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（３）関係会社の状況 

 [親会社]       

名 称 住 所 
資 本 金
(百万円)

主 要 な 
事 業 の 内 容 

議決権の被
所有割合 

(％) 
関 係 内 容 

三洋電機株式会社 大阪府守口市 322,242
電気機械器具の製
造販売 

57.7

同社製品の運送、保管・
荷役を行い、同社より土
地・建物を賃借してい
る。 

（注）三洋電機株式会社は、有価証券報告書の提出会社であります。 

 

 
[連結子会社]       

名 称 住 所 
資 本 金
(百万円)

主 要 な 
事 業 の 内 容 

議決権の
所有割合

(％) 
関 係 内 容 

三洋ロジテクサービ
ス株式会社 

大阪府枚方市 30
ロジスティクス・ソ
リューション事業 
国内一般物流事業 

100.0

当社物流センターの荷役作
業および管理運営を行って
いる。 
役員の兼任あり。 

北海道三洋ロジス
ティクス株式会社 

札幌市清田区 30
ロジスティクス・ソ
リューション事業 
国内一般物流事業 

100.0

北海道地区において当社よ
り物流業務を受託してい
る。 
役員の兼任あり。 

（注）主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 



－  － 
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２．経営方針 
（１）会社の経営の基本方針 

①経営理念 

 当社の経営理念は、企業としての使命や目指すべき方向を示した「経営スローガン」と、その経営理念をど

のような形で実現するかの基本となる考えを示した「企業コンセプト」、そしてそれを実際に作り上げていく

過程で指針となる社員の「行動基準」の３本柱で構成されております。 
 

＜経営スローガン＞ 

自主独立企業として社会から信頼と共感を得られる「真の優良企業（グッドカンパニー）集団」を形

成します。 

＜企業コンセプト＞ 

・国際性豊かな企業 

・進取の気質に富む企業 

・豊かな創造性を発揮する企業 

・環境との調和を大切にする企業 

＜行動基準＞ 

  人には愛と信頼と意欲を持ち、物には疑問と関心と感動を覚えたい。 

 
②経営方針 

 当社はこの経営理念の下、経営資源を 大限に活用して顧客から信頼され評価される物流サービスを展開す

るとともに、常に経営革新を進め、企業価値向上を図ってまいります。 

具体的には、ロジスティクス・ソリューション事業を当社のコア事業として位置づけ、創業以来物流のプロ

フェッショナルとして培ってきた物流ノウハウと 新の荷役・運搬技術、情報システムを融合させ、顧客の事

業戦略に適合した物流改革とコストダウンを推進することで業容の拡大を図るとともに、安全輸送の推進や地

球環境への配慮など、企業市民として求められる社会的責任も果たしていく所存であります。 

 
（２）会社の利益配分に関する基本方針 

  当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題として位置づけており、各決算期の業績等を勘案し、財務体

質の強化を図りながら長期的に安定した配当を行うことを基本方針としております。 

  また、内部留保資金につきましては、物流拠点の拡充・強化に充当し、経営基盤の強化に努める所存であ

ります。 

 
（３）投資単位の引下げに関する考え方および方針等 

投資単位の引下げは投資家層の拡大および株式の流動性を高める上で有効な施策であると認識しております。

今後とも投資単位については、株価の推移、株式の流動性および費用対効果等を勘案して検討してまいる所存で

あります。 

 
（４）目標とする経営指標 

当社グループは、経営理念を具体化する方策として、収益力向上、ローコストオペレーション、財務体質の強

化を掲げており、下記の経営指標を目標としております。 

①営業利益率を５％以上に高める。 

②デット・エクイティ・レシオを0.5倍以下にする。 

（注）デット・エクイティ・レシオ：有利子負債／自己資本 

 
（５）中長期的な会社の経営戦略 

当社グループは、今後さらに厳しさを増すグローバルな競争環境の中で、経営改革のスピードアップおよびそ

の成果の 大化を図っていく必要があります。そのため、当社グループは今後、３ＰＬ事業を中核事業としてさ

らに拡大するとともに、アライアンスによる国際物流の強化、国内物流における部品物流・宅配設置事業への進

出を図るにあたっては、当社がこれまでの事業展開の中で培ったソリューション、マネジメントおよび物流・情

報ネットワークを駆使した物流コスト削減や在庫圧縮等に関するソリューション力とのシナジー効果を打ち出し、

さらに高度なサービスを提供することで今後の成長エンジンを構築してまいる所存であります。 

なお、平成19年３月期における当社の中間連結営業収益に占める三洋電機グループ向けの割合は59.6％と低下

傾向にはあるものの依然高水準であります。当社は、この比率を早期に50％以下にするべく取組むことにより、

新たな利益の創出を図ってまいる所存であります。 

 
（セグメント別事業戦略） 

当社グループの事業のセグメント別の事業戦略は次のとおりです。 

イ．ロジスティクス・ソリューション事業 

当社グループは３ＰＬ事業を中核事業と位置づけさらなる事業拡大を図ってまいります。具体的には平

成18年３月期において新たに取引を開始した大手家電量販店を含め多数の荷主企業より３ＰＬ事業を受託

しており、これら取引先との取引拡大を図ってまいります。そのために当中間期に新設した北海道流通セ
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ンター（札幌市清田区）や越谷流通センター（埼玉県越谷市）および既存物流センターにおきましてもリ

ソースの強化に努めております。 

さらに３ＰＬ事業のシナジー効果として、国内一般物流事業において当社の物流センターの共同プラッ

トフォーム化の促進（※）を図ってまいります。具体的には、自社物流センターを核にした複数家電メー

カーを束ねる仕組みを構築し、国内のみならず海外メーカーの物流拠点化を推進してまいります。これに

より、当社の物流センターの倉庫事業の効率的な運営を図ってまいります。 

 
（※）共同プラットフォーム化の促進 

当社においては、大手家電量販店向け３ＰＬ事業として多数の荷主を獲得したことにより、家電

メーカー各社の当社物流センターへの製品の入出庫実績が年々増加しております。そこで当社の物流

センターを共同プラットフォーム化することによって、メーカー製品在庫の拠点として活用すること

が可能となり、家電メーカー各社の自社物流子会社による当社物流センターへの配送頻度の効率化が

図れます。当社は、この共同プラットフォーム化した物流センターの運営を国内各メーカーに提案し

ており、共同プラットフォーム化の促進により、物流センターを核にした複数メーカーを束ねるビジ

ネスモデルを構築し、利益の源泉を拡げ、さらに事業領域を拡大していく所存であります。 

 
ロ．国際物流事業 

世界経済は、米国の景気拡大およびＢＲＩＣｓなど新興諸国経済の成長を受けて高成長を続けております。

このような経済環境下において、日本企業のグローバル化も進展し、生産コストの削減を背景にアジア地域

を生産拠点として現地法人を設立するとともに、国内生産拠点の統廃合を加速し生産移管を積極的に推進し

ております。当社は国際物流の重要性を認識し、中国からのシームレスな国際物流サービスの提供に積極的

に取組んでまいりました。当社は、三洋電機製品を中心に国内市場の要求に合わせて出荷体制を整え、顧客

のトータル物流コスト削減に寄与するとともに、顧客のビジネススタイルに合わせサポートする体制を整え

ております。 

また、当社はグローバル・ワンストップサービスの提供による差別化を推進しており、昨今の国内家電量

販店の事業拡大を背景に次世代の提案として、海外現地メーカーからの仕入れ（買付け）など海外現地調達

から国内物流プラットフォーム（当社物流センター）へのコンソリデーションに至るまでアライアンス先で

ある株式会社商船三井のインフラを利用した一貫した国際物流サービスの具現化に取り組んでおります。 

 
ハ．国内一般物流事業 

国内一般物流事業は、三洋電機グループの家電製品を主体とした国内物流を受託し、同グループの成長と

ともに当該事業も営業収益の柱として成長してまいりましたが、当社は、同グループに依存しない自主独立

経営体質への転換を早期に実現することを目指し、同グループ以外の荷主企業（外販荷主）との取引拡大に

努めております。具体的には当社倉庫の共同プラットフォーム化を促進し電機メーカー在庫の取り込みを推

進することにより、外販荷主の獲得を図ってまいります。 

 

（６）会社の対処すべき課題 

 物流業界においては、中国などアジア地域を中心に国際物流は好調に推移しているものの、国内貨物量は依然

として伸び悩む中、規制緩和による事業者間競争の激化、資源価格の高騰、労務費の上昇および金利上昇による

コストアップの懸念など対処すべき多くの課題に直面しております。 

 国内市場は製造業の国内生産の海外移管が今後も続くと予想され、従来型の物流事業（物流サービスそのもの

を単品で提供する事業）の伸びは期待出来ないものの、各企業の物流効率化意欲は高く、ソリューション型事業

者への物流業務委託（アウトソーシング）や、業界共同プラットフォーム構築物流事業者への業務集中など新し

いビジネスモデルが成長過程にあり、これら顧客満足やローコスト化に優れたノウハウを持つ企業が占有を拡大

しております。一方、国際物流市場はここ数年大きな伸びを示しており、特に中国の経済成長に伴う物流需要を

中心に当面大きな伸びが期待できます。 

 このような環境のもと、当社グループは事業ドメインを以下のとおり定め、経営の 重要課題として取組んで

まいります。 
 
①事業の大きな柱に成長した家電量販店に対する３ＰＬ事業で高いシェアを獲得することにより、ベンダー企業

の物流機能の一部を取り込み、家電共同プラットフォームモデルを構築する。 

②家電量販店に対する３ＰＬ事業を中核とし、宅配・設置事業および修理品物流などへのバリューチェーンを構

築する。 

③部品物流においては、顧客の拡大、三洋電機グループのサービス部品・調達部品物流の強化等に取組み、当社

グループのコア事業への育成を図る。 

④家電量販店向け中国調達物流の受託、中国国内外の物流ネットワークの構築および現地進出企業に対する中国

国内物流改革の提案に取組む。 
 
 また、これらを支える人材の育成、環境問題への対応、コンプライアンス体制の強化等を重視し、企業として

の社会的責任を果たしていく所存であります。 
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（７）親会社等に関する事項 

①親会社等の商号等 

（平成18年９月30日現在） 

親会社等 属性 
親会社等の議決権 

所有割合（％） 

親会社等が発行する株券が上場されている証券取

引所等 

三洋電機株式会社 親会社 

 

 
57.7 

 
 

株式会社東京証券取引所 市場第一部 

株式会社大阪証券取引所 市場第一部 

株式会社名古屋証券取引所 市場第一部 

証券会員制法人福岡証券取引所 

証券会員制法人札幌証券取引所 

ナスダック（アメリカ） 

 
②親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 

（a）親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付け、親会社等やそのグループ企業との取引関係や人的・

資本的関係 

当社は、親会社である三洋電機株式会社およびその連結子会社を中心に構成される三洋電機グループに属

しております。当社は、同グループに対して運送、保管・荷役等の物流サービスを提供しており、物流専門

会社として同グループの中核的地位を占めております。 

当社グループは、同グループより物流業務を受託するとともに、三洋電機株式会社より倉庫等の不動産を

賃借しております。 

当社の平成19年３月期における中間連結営業収益に占める同グループ向けの営業収益は、13,263百万円

（当社中間連結営業収益に占める割合は59.6％）と高水準となっております。また、当社の使用する倉庫等

の不動産面積に占める同グループからの賃借面積の割合は、平成18年９月末において21.9％であり、年々低

下しているものの依然として高い水準にあると認識しております。 

（出向者の受入れ状況） 

部署名 人数 出向元の親会社等又はそのグループ企業名 出向者受入れ理由 

沖縄営業所 １名 親会社の子会社 三洋コンシューママーケ
ティング株式会社 

沖縄営業所の業務強化のため当社から依頼

鳥取営業所 １名 親会社の子会社 島根三洋工業株式会社 鳥取営業所の業務強化のため当社から依頼

（注）１．平成18年９月30日現在の当社グループの従業員数は385名であります。 

２．島根三洋工業株式会社は、平成18年10月１日付で島根三洋電機株式会社に社名変更しております。 
 

（b）親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、リスク及びメリット、親会社等やそのグループ

企業との取引関係や人的・資本的関係などの面から受ける経営・事業活動への影響等 

三洋電機株式会社は当社の議決権の57.7％を所有しておりますが、事業活動を行う上での承認事項など、

一般的な株主権の範囲を超えた同社からの拘束はなく、当社グループが三洋電機グループに属していること

による特段の事業上の制約はありません。また、現在、同グループ内に当社グループと事業領域が競合する

企業はありません。 

当社としては同グループに依存しない体質の構築をめざし、営業収益については、鋭意、外部荷主からの

受注の獲得に注力するとともに同グループからも安定した受注を獲得する方針であります。しかし、同グ

ループの業績や生産拠点の海外移転の動向によっては国内物流取引が減少し、収入の減少、資産の遊休化お

よび資産の除却等の損失が発生し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。また、倉庫賃借

については取引の解消を進めておりますが、同グループの工場構内の倉庫については工場製品を集荷・保管

する事情から取引解消が困難なものもあります。 
 
（c）親会社等からの一定の独立性確保に関する考え方及びそのための施策 

当社は親会社である三洋電機株式会社の家電製品を主体とした国内物流を受託し、三洋電機グループの成

長とともに経営基盤を確立してまいりました。当社の強みは、家電に関する物流のノウハウの保有やプラッ

トフォーム型物流センターの運営による情報ネットワークおよび物流ネットワーク力を中核にしたロジス

ティクス・ソリューション力にあります。当社は、この強みを活用して積極的な市場開拓を図り大手家電量

販店向けの３ＰＬ事業における物流実績を築き、成長の源泉として堅調に事業領域の拡大を図っております。

これら同グループ以外の荷主企業（外販荷主）の獲得をさらに加速することで、同グループに依存しない自

主独立経営体質への転換を早期に実現し、また同グループの事業上の制約もなく企業経営を積極的に行うこ

とにより、ビジネスチャンスを拡大してまいります。なお、平成19年３月期における当社の中間連結営業収

益に占める同グループ向けの営業収益の割合は59.6％でありますが、この比率を早期に50％以下にするべく

取組むことにより、当社の独立性のさらなる確保を図ってまいります。 
 
（d）親会社等からの一定の独立性の確保の状況 

当社グループは、三洋電機グループからの特段の事業上の制約もなく、独自に事業活動を行っております。

また、役員の兼任はなく、事業領域の競合もないことから、同グループからの一定の独立性が確保されてい

ると考えております。 
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③親会社等との取引に関する事項 

関係内容 
属性 会社等 

の名称 
住所 

資本金又
は出資金 
(百万円) 

事 業 の 
内 容 又 
は 職 業 

議決権等
の所有 
(被所有)
割合(％)

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容 取引金額 
(千円) 

科目 中間期末 
残高(千円)

製品の運送・
保管等 8,386,780 

受取手形
及び営業
未収金 

2,241,535

親会社 
三洋電機
㈱ 

大阪府 
守口市 322,242 

電気機 
械器具 
等の製 
造販売 

(被所有)
直接57.7 － 

同社製
品の運
送・保
管及び
土地・
建物の
賃借 

土地・建物の
賃借 

276,906 
流動資産
その他 

42,032

 
（注）１．上記金額のうち取引金額には消費税等は含まれておらず、中間期末残高には含まれております。

なお、上記賃借料のうち寮・社宅関係は非課税であります。 

      ２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

(1)製品の運送・保管料については、市場価格等を勘案して他の取引条件と同様に決定しております。 

(2)土地・建物の賃借料については、土地・建物の固定資産税の課税標準額を基礎とし、近隣の賃料を

参考に決定しております。 

 
（８）内部管理体制の整備・運用状況 

①内部牽制組織、組織上の業務部門および管理部門の配置状況、社内規程の整備状況その他の内部管理体制の整

備の状況 
 

当社の内部監査は、社長直轄の監査室を設置し、２名が担当しております。内部監査は、会社の財産および

業務を適正に把握し、内部統制の有効性を高め、コンプライアンスの徹底、会社財産の保全と経営の合理化な

らびに効率の向上に寄与することを目的として、会計監査、業務監査および経営監査に区分して実施しており

ます。また、コンプライアンス経営を推進するために、監査室を主管部署とする「コンプライアンス･ホットラ

イン」を設置しております。 

また、当社においては、経営の基本計画および業務の執行に関する重要案件を審議する機関として、取締役

会とは別に経営推進会議を設置しております。経営推進会議は、取締役、本部長および副本部長を主に構成さ

れ、業務執行の有効性および効率性の確保と必要な情報共有、併せて経営上のリスク管理およびコンプライア

ンス両面からの実効性の担保を目的としております。 

監査役は取締役会および経営推進会議に出席して、取締役の業務執行状況を監視しております。常勤監査役

は、監査役会で策定された監査方針および監査計画に基づいて監査を行い、監査結果を代表取締役社長に通知

するとともに、監査役会等において非常勤の社外監査役にも説明を行い、意見交換を行っております。また、

監査室と連携して各部署、事業所の監査も実施しております。さらに、会計監査人と定期的に監査情報の交換

を実施して情報の共有を図るほか、会計監査人による会計監査および各事業所の監査においても積極的に同

席・同行して監査内容の共有を行うなど、相互に連携し、効果的な監査の実施に努めております。 

社内規程については、随時見直しおよび整備を行っております。 

なお、当社の組織概要図は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
②内部管理体制の充実に向けた取組みの 近１年間における実施状況 

平成18年２月に経営基本計画および業務の執行に関する重要案件を審議する機関として、取締役会とは別に

経営推進会議を設置いたしました。経営推進会議は、取締役、本部長および副本部長を主に構成され、業務執

行の有効性および効率性の確保と必要な情報共有、併せて経営上のリスク管理およびコンプライアンス両面か

らの実効性の担保を目的としております。 

また、平成18年５月の取締役会において、当社の内部統制基本方針を決議しております。 

意思決定については、意思決定規定、権限責任基準等の社内規程に基づき、稟議制度に則り行っております。 

内部監査の実施状況については、年間計画に基づいて、子会社を含めた全ての事務所と本社部門を対象に、

業務全般にわたって監査を実施しております。 

 

（９）その他、会社の経営上の重要な事項 

    特記すべき事項はありません。 

取締役会 社  長 

監査役会 

監 査 室 

管理本部 

システム営業本部

物流事業本部 各支店・営業所

総務・人事部 

財 務 部 

経営企画室 
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３．経営成績及び財政状態 

Ⅰ．経営成績 
 （1）当中間期の概況 

当中間期における日本経済は、原油価格の高騰、金利上昇および米国経済の減速懸念などはあったものの、

企業収益、設備投資の増加が続くなど、景気は引き続き回復基調で推移いたしました。 

  物流業界においては、中国などアジア地域を中心に国際貨物輸送は堅調に推移したものの、国内貨物輸送は、

貨物量が伸び悩む中で業者間競争が激化し、依然として厳しい経営環境に直面しております。一方、当社の主力

である家電業界の物流においては、デジタル家電等は好調に推移したものの、情報関連商品および白物家電製品

の販売不振などにより総貨物量は伸び悩んでおります。 

このような事業環境の中、当社グループは既存顧客との取引拡大および新規顧客獲得に積極的に取り組み、

ロジスティクス・ソリューション事業におきましては家電量販店向け３ＰＬ事業の都市型大型店舗でのスルー業

務（仕分け）や店内物流など荷主物流スタイルの変化に対応したビジネスモデルの推進および宅配・設置対応等

に取り組むなど取引拡大を推進し、国際物流事業におきましては前期より引き続き商物一体契約（集荷地点で商

品を購入し、配送地点で物流フィー等を加算して販売する契約）方式からコミッション契約（物流フィーでの契

約）方式への切り替えを進める中、輸出入貨物の受託拡大に努めてまいりました。また国内一般物流事業におき

ましては部品物流、メーカー物流の取引拡大に努め、当中間期より新規顧客との取引を開始しております。 

以上の結果、当中間期の営業収益は、ロジスティクス・ソリューション事業は既存顧客との取引拡大により、

また国際物流事業は輸出入物量の増加により増加基調で推移しましたが、国内一般物流事業における白物家電製

品の貨物量減少等が影響し、22,257百万円（前年同期比0.9％増）となりました。利益面におきましては、北海

道地域の物流拠点統合等により拠点運営効率化を進めた他、配送・構内作業原価削減や倉庫原価の低減などに努

めましたが、天候不順によるエアコン、冷蔵庫などの主力商品の不振およびＩＴ関連商品を中心とした低価格商

品の物量増加ならびに大手家電量販店のＦＣ店舗拡大による小規模店舗の増加等により利益率が低下し、営業利

益は819百万円（同26.8％減）、経常利益は886百万円（同16.0％減）となり、中間純利益は470百万円（同

22.3％減）となりました。 

 
（2）事業別の状況 

 ①ロジスティクス・ソリューション事業 

 営業収益は、３ＰＬ事業の既存荷主の貨物量増加、宅配・設置事業の拡大などにより6,376百万円（前年

同期比12.5％増）となりました。営業利益は、配送、構内作業原価削減などに努めましたが、小物物量の占

める割合の上昇およびＦＣ店舗拡大による小規模店舗の増加による利益率の低下などにより262百万円（同

2.2％減）となりました。 

 ②国際物流事業 

 営業収益は、アジア各国との電気製品および部品材料の輸出入物流の拡大などに取組んだことにより

4,410百万円（前年同期比13.1％増）となりました。営業利益は、貨物量増加に伴う利益額の増加等により

109百万円（同11.1％増）となりました。 

  ③国内一般物流事業 

 営業収益は、部品物流、メーカー物流の取引拡大を進めましたが、天候不順によるエアコン、冷蔵庫など

白物家電製品の貨物量減少等が影響し11,471百万円（前年同期比8.2％減）となりました。営業利益は、運

送原価率の低減に努めましたが貨物量減少に伴う利益額の減少等により1,129百万円（同15.3％減）となり

ました。 

 
（3）通期の見通し 

 今後の日本経済の見通しにつきましては、原油価格の高止まり、金利上昇および米国経済の減速による影響は

懸念されるものの、企業収益、設備投資が増加していることに加え、個人消費も着実に回復しており、景気の拡

大が今後も続くものと予想されます。 

 物流業界においては、国内物流は、事業者間競争の激化、原油価格の高騰等により厳しい経営環境にあります

が、物流効率化提案型事業者への物流業務移管（アウトソーシング）や、業界共同プラットフォーム構築物流事

業者への業務集中など新しいビジネスモデルが成長過程にあります。一方、国際物流は引き続き旺盛な外需によ

りここ数年大きな伸びを示しております。 

 このような環境のもと、当社グループは事業の大きな柱として成長した３ＰＬ事業の周辺事業の拡大および収

益力強化、当社物流センターの共同プラットフォーム化の促進によるメーカー物流の拡大、部品物流事業のコア

事業への育成、中国国内外の物流ネットワークの構築、物流ソリューションビジネスをリードする人材の確保・

育成などを経営の重要課題として取組んでまいります。 

 通期の業績見通しにつきましては、営業収益は45,456百万円、経常利益2,202百万円、当期純利益1,273百万円

を予定しております。また、配当金は当初の予定通り期末配当金を10円とし、中間配当金と合わせて１株当たり

20円とさせていただく予定です。 
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Ⅱ．財政状態 
（1）資産、負債および純資産の状況 

 当中間連結会計期間末における資産、負債および純資産の状況については、前連結会計年度末と比較し

て、資産は現金及び預金の減少等により532百万円減少し、負債は借入金の返済等により780百万円減少

し、純資産は連結中間純利益等により247百万円増加いたしました。 

 

（2）連結キャッシュ・フローの状況 

 当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末よ

り1,313百万円減少し、当中間連結会計期間末には2,564百万円（前年同期比19.2％増）となりました。 

 当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動により得られた資金は177百万円（前年同期比76.2％減）となりました。これは、主に税金等

調整前中間純利益831百万円、減価償却費394百万円、仕入債務の増加額688百万円等による増加と売上

債権の増加額1,040百万円、法人税等の支払額535百万円等による減少の結果であります。 
 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動により支出した資金は820百万円（前年同期比496.7％増）となりました。これは、主に有形

固定資産の取得776百万円によるものであります。 
 （財務活動によるキャッシュ・フロー）  

財務活動により支出した資金は670百万円（前年同期比44.3％減）となりました。これは、主に長期借

入金の返済515百万円によるものであります。 

 

なお、当社グループの財務指標のトレンドは下記のとおりであります。 

平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 

期末 中間 期末 中間 

自己資本比率（％） 26.3 27.8 36.1 37.6 

時価ベースの自己資本比率

（％） 
－ － 58.6 48.6 

債務償還年数（年） 4.5 5.8 4.3 16.4 

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍） 
17.1 16.0 17.3 5.4 

 
(注)自己資本比率：純資産／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数：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 
 
※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。 

※営業キャッシュ・フローは、中間連結（連結）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。有利子負債は、中間連結（連結）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全ての負債を対象としております。また、利払いについては、中間連結（連結）

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。 

※債務償還年数の中間期での計算は、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍したものを用い

ております。 
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Ⅲ．事業等のリスク 
  中間決算短信に記載した経営成績、財政状態等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可

能性がある事項には、主に次のようなものがあります。 

 なお、文中における留意点および将来に関する事項については、本資料の発表日現在において判断したもの

であります。また、以下の記載は、本株式への投資に関連するリスクを全て網羅するものではありませんので

ご留意ください。 

 
(1) 事業内容について 

①３ＰＬ事業について 

 ３ＰＬ事業の主要取引先は家電量販店であります。当中間期における同事業の営業収益は5,500百万円と連

結営業収益の24.7％であり、三洋電機株式会社および同社のグループ会社（以下総称して「三洋電機グルー

プ」という。）以外からの営業収益の61.2％を占めております。 

 また、これらの家電量販店の取引先上位３社（およびそのグループ企業）で３ＰＬ事業の営業収益の

85.0％を占めており、特定の荷主に売上が集中しております。 

 当社グループとしては、長期的な「物流業務委託基本契約」を締結し、輸配送、物流情報管理、在庫管理、

情報共有化等ロジスティクス業務の一括受託・管理を通じて、高度な物流サービスを提供することで荷主企

業と長期に亘る安定的な受託関係を継続すべく努力しておりますが、これらの荷主企業との受託関係が終焉

した場合には、収入の減少、資産の遊休化および資産の除却等の損失が発生し、当社グループの業績に影響

を及ぼす可能性があります。 
 

②物流オペレーションの委託について 

 当社は車両、ドライバー、荷役作業員等を有さず、運送、保管・荷役の物流オペレーションは提携する協

力会社に委託しております。これは荷主企業から請け負う荷量の季節による変動や入出荷パターンによる変

動に柔軟に対応できること、物流オペレーション原価を変動費化できること、また、自社の資産にとらわれ

ることなく、顧客ニーズに 適な物流サービスを提案しうる体制を構築することを企図したものであります。 

 当社では適宜 適なオペレーションを実行するために荷量の事前把握、早期の配車の確保等を行っており

ますが、特定時期に当社の想定を超えた荷量、荷役が集中した場合、配車等の確保が困難となり 適なオペ

レーションを荷主企業に提供し得ず、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 
(2) ロジスティクス・ソリューション事業について 

 当社グループは収益の多様化を目的にロジスティクス・ソリューション事業において３ＰＬ事業を平成12年

10月より開始しております。 

 ３ＰＬ事業では取引の開始に先行して当社と顧客を繋ぐ情報システムの構築や倉庫等の手当てが必要となり、

また、顧客の荷量の全面移行には相応に期間が必要となることから、事業開始の当初においては倉庫の稼働率

や構内作業効率が低くなります。 

 当中間期においては、顧客との取引量が順調に増加したことから同事業部門の営業利益は262百万円を計上す

るに至っておりますが、今後新たな取引先を獲得した際に、上記要因その他の理由により同事業部門の損益が

悪化し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 
(3) 国際物流事業について 

①為替変動の影響について 

 当社は国際物流事業において輸出入物品の決済代行業務を請け負っており、当中間期における連結営業収

益に占める当該業務の営業収益は18.4％となっております。外貨建金銭債権債務および外貨建取引に係る為

替変動リスクに備え、キャッシュ・フローを固定する目的で為替予約取引を行っておりますが、他の通貨の

日本円に対する為替等が変動する場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 
②契約内容の変更による営業収益への影響について 

 商流取引（当社が輸入（輸出）者として輸出入業務を行う取引）については、これまでは契約上コミッ

ション部分（運送料収入相当額）が一体となっており区分できなかったため取引総額を営業収益に計上して

おりましたが、平成18年３月期より契約内容を順次見直し、契約上コミッション部分を明確にしていくこと

としたため、契約内容を見直した取引においてはコミッション部分についてのみ営業収益に計上する方法に

変更しております。この変更により国際物流事業の原価も同額減少するため利益額に影響はありませんが、

営業収益は減少するため、投資家の判断に影響を与える可能性があります。 

 
(4) 金利変動の影響について 

 当社は３ＰＬ事業に関連して倉庫・設備と情報システムへの投資を目的に金融機関より借入れを行い、当中

間期末における当社の借入残高は5,652百万円、負債、純資産合計（連結）に対する比率は19.6％となっており

ます。 

 借入金については漸次返済を行う方針でありますが、金融政策の変更によって借入金利が上昇した場合には、

当社グループの業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 
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(5) システム障害について 

①システムのトラブル・ダウンについて 

 今日の物流はコンピュータ・ネットワークで結ばれた情報システムが不可欠となっており、当社のホスト

コンピュータは経済産業省認定事業所にその運用管理を委託し、耐震・防災、セキュリティ対策を講じてお

ります。 

 しかし、サーバー集中化によりその処理を通信ネットワークに依存していることから、通信が不通となっ

た場合には物流業務が一時的に停止する可能性があります。 

 また、システムのダウンに備えたバックアップ機能を搭載しているものの、全てのシステムがダウンした

場合には物流業務の一時的な停止が発生し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 
②情報ネットワークのセキュリティ 

 社内ネットワークはＩＰ－ＶＰＮによるセキュリティ対策がなされており、外部との接続は、ファイア

ウォールで許可されたユーザーのみを接続する管理を行っております。また、ファイアウォールに対する不

正接続（アタック）に対しては、監視システムを導入し対応しておりますが、当社のセキュリティ対策が万

全である保証はなく、外部の不正アクセスによりシステムに障害が発生した場合には、業務の停止を余儀な

くされ、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 
(6) 規制緩和による影響について 

 (社)日本物流団体連合会｢数字でみる物流 2006年版｣によると、物流業界全体の市場は年間20兆円を超える規

模であり、当社が属する貨物自動車運送分野はその約半分と想定されておりますが、その市場規模は景気の回

復にもかかわらず伸び悩んでおります。 

 従来、わが国の運輸業は強い規制がなされ、容易には新規参入が認められない業種でありましたが、平成２

年の物流二法の制定、平成15年の同法改正を経て、許可・届出制、料金の届出制、営業区域規制の撤廃など経

済的規制の緩和が進められた結果、国内貨物輸送量が伸び悩んでいるにもかかわらず、新規参入業者が増加し、

また、運送貨物の小口化等新たなサービスも創出され、事業者間の競争が激化しております。 

 当社グループとしては、荷主企業に対してローコストオペレーション等の物流の 適なオペレーションを提

供し、荷主企業の獲得に努めておりますが、こうした施策が奏功しない場合には、当社グループの業績に影響

を及ぼす可能性があります。 

 
(7) 親会社グループについて 

当社の平成19年３月期における中間連結営業収益に占める三洋電機グループ向けの営業収益は、13,263百万

円（当社中間連結営業収益に占める割合は59.6％）と高水準となっております。また、当社の使用する倉庫等

の不動産面積に占める同グループからの賃借面積の割合は、平成18年９月末において21.9％であり、年々低下

しているものの依然として高い水準にあると認識しております。 

 当社としては同グループに依存しない体質の構築をめざし、営業収益については、鋭意、外部荷主からの受

注の獲得に注力するとともに同グループからも安定した受注を獲得する方針であります。しかし、同グループ

の業績や生産拠点の海外移転の動向によっては国内物流取引が減少し、収入の減少、資産の遊休化および資産

の除却等の損失が発生し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 また、倉庫賃借については取引の解消を進めておりますが、同グループの工場構内の倉庫については工場製

品を集荷・保管する事情から取引解消が困難なものもあります。 

 三洋電機株式会社は、平成17年７月に新ビジョン「Think GAIA」を掲げ３カ年の改革「SANYO EVOLUTION 

PROJECT」において「価値ある成長へ向けた事業ポートフォリオの変革」「企業文化、企業組織・経営プロセス

の変革」「財務体質の健全化」を骨子とする構造改革の方向性を打ち出し、事業の選択と集中、スリム化、コ

スト削減、有利子負債削減等の経営改革を進めております。現時点ではこの改革による当社グループへの影響

は軽微なものでありますが、今後の同グループの事業撤退、物流コスト削減および在庫減少による当社グルー

プの営業収益減少など、内容によっては当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

 なお、当中間期において同社グループと当社グループの間には、主要なものとして以下の取引が発生してお

ります。 

関係内容 
属性 

会社等 
の名称 

住所 
資本金又
は出資金 
(百万円) 

事 業 の 
内 容 又 
は 職 業 

議決権等
の所有 
(被所有)
割合(％)

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
(千円) 

科目 
中間期末 
残高(千円)

製品の運送・
保管等 

8,386,780 
受取手形
及び営業
未収金 

2,241,535

親会社 
三洋電機
㈱ 

大阪府 
守口市 

322,242 

電気機 
械器具 
等の製 
造販売 

(被所有)
直接57.7

－ 

同社製
品の運
送・保
管及び
土地・
建物の
賃借 

土地・建物の
賃借 276,906 

流動資産
その他 42,032

 



－  － 

 

 

12

 

関係内容 
属性 会社等 

の名称 
住所 

資本金又
は出資金 
(百万円) 

事 業 の 
内 容 又 
は 職 業 

議決権等
の所有 
(被所有)
割合(％)

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容 取引金額 
(千円) 

科目 中間期末 
残高(千円)

資金の 
預け入れ 13,686,500 

受取利息 2,589 

預け金 2,321,817

親会社の
子会社 

㈱三洋キ 
ャッシ 
ュ・マネ 
ージメン 
ト・セン 
ター 
 

大阪府 
守口市 20 

キャッ 
シュ・ 
マネー 
ジメン 
ト 

－ － 

資金の
預け入
れ及び
債権譲
渡 

当社の有する
営業債権のフ
ァクタリング

7,093,688 
受取手形
及び営業
未収金 

4,564,082

 
（注）１．上記金額のうち取引金額には消費税等は含まれておらず、中間期末残高には含まれております。なお、上記

賃借料のうち寮・社宅関係は非課税であります。 

      ２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

        (1)製品の運送・保管料については、市場価格等を勘案して他の取引条件と同様に決定しております。  

        (2)土地・建物の賃借料については、土地・建物の固定資産税の課税標準額を基礎とし、近隣の賃料を参考に 

           決定しております。 

      (3)資金の預け入れの受取利息については、市場金利等を勘案して決定しております。 

 
(8) 自然災害等について 

 地震や台風等の自然災害によって当社の物流および情報管理施設等の拠点ならびに荷主より寄託を受けてい

る物品等に甚大な被害が発生する可能性があります。 

 また、震災、台風、大雪、集中豪雨等による輸送障害が発生した場合においても物流サービスの提供の一時

的停止、あるいは長時間に亘る遅配が発生する可能性があります。 

 自然災害等による寄託物への損害については、約款および取引契約によって免責されておりますが、保管の

方法・状態等について当社に過失がある場合には損害賠償責任が生じる可能性があります。 

 
(9) 法的規制について 

 当社の行う事業においては下記に示す法的規制等を受けております。当社では当該法規制を遵守するために

物流法および下請法については営業拠点を統括する本社部門が監督・指導を行っており、また、排ガス規制に

対しては実運送の委託先に対して排気ガスの法規制を遵守する旨を誓約させると共に、適合車両の台数・車

番・積載量・所在地等を確認し、規制対象地域への輸送が適合車両によって行われるよう法令順守体制を敷い

ております。 

 しかし、当社の講じている施策が万全である保証はなく、当該法規制に抵触するような事態となった場合に

は事業の停止、登録の取消しおよび行政処分等が行われ、事業の継続が困難になる可能性があります。また、

これらの法的規制等が改正され、当社がこれに対応できない場合には同様に事業の継続が困難となり、当社グ

ループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 なお、本資料の発表日現在、当社がこれらの法規制に抵触している事実はなく、また、事業の継続性につい

て、取消し事由に該当する事実はありません。 

 
①物流法 

 現時点において当社が展開する事業は、下記の法的規制等を受けており、事業の開始に当たって登録・届

出を行う必要があります。 

＜適用を受ける法規制＞ 

事業区分 適用法 監督官庁 主な規制 有効期間 

貨物利用運送事業 貨物利用運送事業法 国土交通省 
事業：登録 
料金：届出 

無 

倉庫事業 倉庫業法 国土交通省 
事業：登録 
料金：届出 

無 

＜主な取消事由＞ 

貨物利用運送事業法 
貨物利用運送事業法第16条（事業の停止及び登録の取消し）に基づく処分又は登録

若しくは認可に付した条件に違反したとき等 

倉庫業法 
倉庫業法第21条（営業の停止及び登録の取消し）に基づく処分又は登録、許可若し

くは許可に付した条件に違反したとき等 
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②下請法 

 当社が元請事業者として運送・保管等の役務を下請事業者に委託することは、下請法の適用を受ける場合

があります。当社は資本金３億円超の元請事業者に該当し、資本金３億円以下の下請事業者に対する下請取

引が下請法の適用を受けます。 
 
＜適用を受ける下請取引＞ 

      元請事業者           下請事業者   

 資本金３億円超         資本金３億円以下 

 資本金１千万円超３億円以下   資本金１千万円以下 
  

＜元請事業者の義務と禁止事項＞ 

    義 務               禁止事項      

 ・書面の交付義務     ・下請代金の支払遅延の禁止 

 ・支払期日を定める義務    ・下請代金の減額の禁止 

 ・書類の作成・保存義務    ・買いたたきの禁止 

 ・遅延利息の支払義務         ・購入、利用強制の禁止 

      ・報復措置の禁止 

      ・有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止 

      ・割引困難な手形の交付の禁止 

      ・不当な経済上の利益の提供要請の禁止 

      ・不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止 
 

③排気ガス規制 

 自動車ＮＯｘ・ＰＭ法が制定され、窒素酸化物（ＮＯｘ）および微粒子状物質（ＰＭ）の排出量の少ない

車両への使用転換が義務づけられております。具体的には、首都圏（同法が指定する埼玉県、千葉県、東京

都、神奈川県の市町村）、愛知・三重地域（同法が指定する愛知県、三重県の市町村）、大阪・兵庫地域

（同法が指定する大阪府、兵庫県の市町村）では、排出基準に適合していない車両の登録ができなくなりま

した。 

 また、東京都が「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」を制定し、同条例で定める粒子状物質

排出基準を満たさないディーゼル車の都内における運行が禁止され、周辺県の埼玉県、千葉県、神奈川県で

も同様の条例が制定されております。 

 
④過労運転、過積載、速度超過 

外注先の行為で法的規制の対象となるものに、過労運転、過積載および速度超過があります。これらの違

反行為の責任主体は実際の行為者およびその使用者でありますので、利用運送業者である当社に対して直接

に法的責任の追及がなされることはありません。ただし、これらの違反行為が明らかに荷主（当社のように

元請事業者となる利用運送事業者を含みます）の強要や指示によるものと認められる場合には、国土交通省

（貨物自動車運送事業法に基づく場合）または管轄の警察署（道路交通法に基づく場合）より是正の勧告・

指導がなされます。また、企業としての社会的責任も問われることになります。 

当社における遵守対応でありますが、過労運転の防止については、時間的に余裕のある、かつ適切な経

路・運送方法を下請先に指示しております。過積載の防止については、貨物の積込編成は必ず輸送車両の積

載限度内で行った上で実重量の確認を行うとともに、積みきれない貨物がある場合でも、他の車両に混載す

るなどの創意工夫により適法かつ効率的な輸送方法を採るようにしております。速度超過については、余裕

のある運行時間を指示しております。なお、行政上の速度超過対策として、平成15年９月１日以降、大型貨

物自動車（車両総重量８トン以上又は 大積載量５トン以上）の新規登録にはスピードリミッター（速度制

限装置）装着が義務づけられております。 
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４．中間連結財務諸表等 
（1）中間連結貸借対照表 

  
前中間連結会計期間末 

（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比 

（％） 
金額（千円） 

構成比

（％）

（資産の部）     

Ⅰ 流動資産     

１.現金及び預金   187,808 242,486   1,579,565

２.受取手形及び営業未

収金 
※３  9,564,563 10,466,431   9,424,074

３.たな卸資産   41,265 70,326   95,927

４.預け金   1,963,173 2,321,817   2,298,499

５.その他   664,055 590,395   630,982

貸倒引当金   △3,932 △2,574   △4,728

流動資産合計   12,416,933 42.2 13,688,882 47.5  14,024,322 47.7

Ⅱ 固定資産     

１.有形固定資産     

(1)建物及び構築物  10,012,660 4,886,543  3,603,151 

減価償却累計額  2,871,657 7,141,003 727,583 4,158,960  697,422 2,905,729

(2)機械装置及び運搬具  653,088 447,102  380,166 

減価償却累計額  465,875 187,212 315,653 131,448  318,309 61,857

(3)土地   6,481,045 5,411,443   5,411,443

(4)建設仮勘定   － －   1,272,134

(5)その他  803,441 141,047  147,375 

減価償却累計額  195,772 607,668 97,527 43,519  122,055 25,320

有形固定資産合計   14,416,931 48.9 9,745,372 33.8  9,676,485 33.0

２.無形固定資産   874,563 3.0 699,626 2.4  773,680 2.6

３.投資その他の資産     

(1)投資有価証券   － 2,648,240   2,984,035

(2)差入保証金   856,463 1,511,878   1,357,637

(3)その他   896,732 554,709   566,767

貸倒引当金   △5,164 △3,630   △5,018

投資その他の資産

合計 
  1,748,032 5.9 4,711,197 16.3  4,903,422 16.7

固定資産合計   17,039,526 57.8 15,156,196 52.5  15,353,588 52.3

資産合計   29,456,460 100.0 28,845,079 100.0  29,377,910 100.0
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前中間連結会計期間末 

（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比 

（％） 
金額（千円） 

構成比

（％）

（負債の部）     

Ⅰ 流動負債     

１.支払手形及び営業未

払金 
※３  9,432,615 9,470,260   8,770,814

２.短期借入金   2,751,500 3,484,500   2,031,500

３.未払法人税等   456,360 296,535   555,773

４.賞与引当金   137,256 112,599   187,142

５.その他 ※３  1,592,965 1,250,029   1,861,013

流動負債合計   14,370,698 48.8 14,613,924 50.7  13,406,243 45.6

Ⅱ 固定負債     

１.長期借入金   5,652,375 2,167,875   4,136,625

２.退職給付引当金   1,099,046 1,109,373   1,128,415

３.その他   142,569 114,827   114,835

固定負債合計   6,893,990 23.4 3,392,075 11.7  5,379,875 18.3

負債合計   21,264,688 72.2 18,005,999 62.4  18,786,119 63.9

     

（少数株主持分）     

少数株主持分   － － － －  － －

     

（資本の部）     

Ⅰ 資本金   611,000 2.1 － －  1,362,400 4.6

Ⅱ 資本剰余金   211,000 0.7 － －  1,273,100 4.3

Ⅲ 利益剰余金   7,317,758 24.8 － －  7,885,316 26.9

Ⅳ その他有価証券評価

差額金 
  52,013 0.2 － －  70,974 0.3

資本合計   8,191,771 27.8 － －  10,591,791 36.1

負債、少数株主持分及

び資本合計 
  29,456,460 100.0 － －  29,377,910 100.0

     

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

１.資本金   － － 1,362,400 4.7  － －

２.資本剰余金   － － 1,273,100 4.4  － －

３.利益剰余金   － － 8,201,516 28.5  － －

株主資本合計   － － 10,837,016 37.6  － －

Ⅱ 評価・換算差額等     

１.その他有価証券評

価差額金 
  － － △657 △0.0  － －

２.繰延ヘッジ損益   － － 2,720 0.0  － －

評価・換算差額等 

合計 
  － － 2,062 0.0  － －

純資産合計   － － 10,839,079 37.6  － －

負債純資産合計   － － 28,845,079 100.0  － －
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（2）中間連結損益計算書 

  

前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 

要約連結損益計算書 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

区分 
注記

番号
金額（千円） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比

（％）

Ⅰ 営業収益   22,058,461 100.0 22,257,910 100.0  44,228,346 100.0

Ⅱ 営業原価   19,786,497 89.7 20,144,940 90.5  39,603,041 89.5

営業総利益   2,271,963 10.3 2,112,969 9.5  4,625,304 10.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

１.給料手当  390,957 488,561 867,342 

２.賞与引当金繰入額  41,621 27,221 63,192 

３.退職給付費用  68,579 51,594 173,390 

４.賃借料  117,487 165,659 246,339 

５.減価償却費  143,292 120,615 250,908 

６.貸倒引当金繰入額  － 2,332 － 

７.支払手数料  129,248 137,431 303,844 

８.その他  260,458 1,151,645 5.2 299,940 1,293,357 5.8 533,950 2,438,969 5.6

営業利益   1,120,318 5.1 819,612 3.7  2,186,334 4.9

Ⅳ 営業外収益    

１.受取利息  1,838 41,622 9,034 

２.受取配当金  8,735 46,822 9,122 

３.受取手数料  7,685 6,868 14,982 

４.その他  5,413 23,673 0.1 4,901 100,214 0.4 9,287 42,428 0.1

Ⅴ 営業外費用    

１.支払利息  43,108 31,795 80,476 

２.上場準備費用  45,129 － 65,051 

３.その他  285 88,523 0.4 1,089 32,885 0.1 542 146,070 0.3

経常利益   1,055,467 4.8 886,941 4.0  2,082,693 4.7

Ⅵ 特別利益    

１.貸倒引当金戻入額  13,561 2,312 12,911 

２.固定資産売却益 ※１ － － 293,292 

３.投資有価証券売却益  618 － 618 

４.その他  － 14,179 0.0 － 2,312 0.0 1,085 307,907 0.7

Ⅶ 特別損失    

１.固定資産処分損 ※２ 6,673 5,607 7,101 

２.物流拠点閉鎖損失  － 52,552 － 

３.減損損失 ※３ － － 344,030 

４.従業員割増退職金  － 6,673 0.0 － 58,159 0.3 12,728 363,860 0.8

税金等調整前中間

（当期）純利益 
  1,062,974 4.8 831,093 3.7  2,026,740 4.6

法人税、住民税及び

事業税 
 428,690 278,498 860,613 

法人税等調整額  28,207 456,898 2.1 81,895 360,393 1.6 △75,007 785,605 1.8

中間（当期）純利益   606,075 2.7 470,699 2.1  1,241,134 2.8
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（3）中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書 

中間連結剰余金計算書 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 

（資本剰余金の部）      

Ⅰ 資本剰余金期首残高   211,000  211,000 

Ⅱ 資本剰余金増加高      

増資による新株の発行  － － 1,062,100 1,062,100 

Ⅲ 資本剰余金中間期末（期末）残高   211,000  1,273,100 

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ 利益剰余金期首残高   6,779,182  6,779,182 

Ⅱ 利益剰余金増加高      

中間（当期）純利益  606,075 606,075 1,241,134 1,241,134 

Ⅲ 利益剰余金減少高      

配当金  67,500 67,500 135,000 135,000 

Ⅳ 利益剰余金中間期末（期末）残高   7,317,758  7,885,316 

      

 

 

 

中間連結株主資本等変動計算書 

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日）               

株主資本 評価・換算差額等 

 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

その他有価

証券評価差

額金 

繰延ヘッジ 

損益 

評価・換算 

差額等合計 

純資産合計

平成18年３月31日残高 

（千円） 
1,362,400 1,273,100 7,885,316 10,520,816 70,974 － 70,974 10,591,791

中間連結会計期間中の

変動額 
    

剰余金の配当（注）   △154,500 △154,500   △154,500

中間純利益   470,699 470,699   470,699

株主資本以外の項目
の中間連結会計期間
中の変動額（純額） 

  △71,631 2,720 △68,911 △68,911

中間連結会計期間中の

変動額合計（千円） 
－ － 316,199 316,199 △71,631 2,720 △68,911 247,288

平成18年９月30日残高 

（千円） 
1,362,400 1,273,100 8,201,516 10,837,016 △657 2,720 2,062 10,839,079

（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。 



－  － 

 

 

18

（4）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前中間連結会計期間
（自 平成17年４月１日

至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日）

前連結会計年度の 
要約連結キャッシ 
ュ・フロー計算書 

（自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日）

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前中間（当期）純利益  1,062,974 831,093 2,026,740 

減価償却費  516,579 394,915 873,754 

減損損失  － － 344,030 

貸倒引当金の増減額（減少：△）  △13,561 △3,541 △12,911 

賞与引当金の増減額（減少：△）  △63,278 △74,543 △13,392 

退職給付引当金の増減額（減少：△）  40,976 △19,041 70,345 

受取利息及び受取配当金  △10,574 △88,444 △18,157 

支払利息  43,108 31,795 80,476 

投資有価証券売却益  △618 － △618 

固定資産売却益  － － △293,292 

固定資産処分損  6,673 5,607 7,101 

売上債権の増減額（増加：△）  △723,132 △1,040,969 △582,497 

たな卸資産の増減額（増加：△）  25,210 25,601 △29,452 

仕入債務の増減額（減少：△）  530,187 688,220 △128,429 

未払消費税等の増減額（減少：△）  △55,422 △184,513 163,229 

その他  △112,425 101,738 △116,337 

小計  1,246,697 667,918 2,370,589 

利息及び配当金の受取額  10,698 77,190 13,452 

利息の支払額  △46,557 △32,567 △85,411 

法人税等の支払額  △467,122 △535,510 △818,632 

営業活動によるキャッシュ・フロー  743,716 177,031 1,479,997 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

有形固定資産の取得による支出  △5,899 △776,449 △1,359,732 

有形固定資産の売却による収入  － 62 6,077,035 

無形固定資産の取得による支出  △36,754 △104,609 △112,623 

投資有価証券の取得による支出  － △800,000 △2,965,231 

投資有価証券の売却による収入  11,775 1,015,000 312,406 

長期前払費用の取得による支出  △200 － △2,941 

差入保証金の差入れによる支出  △108,640 △192,232 △613,835 

差入保証金の回収による収入  2,264 37,990 6,285 

その他  － － 1,085 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △137,454 △820,236 1,342,449 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入金の純増減額  20,000 － △1,700,000 

長期借入金の返済による支出  △1,155,750 △515,750 △1,671,500 

配当金の支払額  △67,500 △154,500 △135,000 

株式発行による収入  － － 1,813,500 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △1,203,250 △670,250 △1,693,000 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  638 △305 1,286 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(減少：△)  △596,349 △1,313,760 1,130,734 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  2,747,330 3,878,065 2,747,330 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末(期末) 
残高 

※ 2,150,981 2,564,304 3,878,065 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

１.連結の範囲に関する事

項 

 すべての子会社を連結し

ております。 

連結子会社の数 １社 

連結子会社の名称 

三洋ロジテクサービス㈱

すべての子会社を連結し

ております。 

連結子会社の数 ２社 

連結子会社の名称 

三洋ロジテクサービス㈱

北海道三洋ロジスティク

ス㈱ 

 

 すべての子会社を連結し

ております。 

連結子会社の数 ２社 

連結子会社の名称 

三洋ロジテクサービス㈱

北海道三洋ロジスティク

ス㈱ 

 なお、当連結会計年度に

おいて、北海道三洋ロジス

ティクス㈱を新たに設立し

たことにより、連結子会社

に含めております。 

２.連結子会社の中間決算

日（決算日）等に関す

る事項 

 連結子会社の中間期の末

日は、中間連結決算日と一

致しております。 

同左 連結子会社の事業年度の

末日は、連結決算日と一致

しております。 

３.会計処理基準に関する

事項 

 

(1）重要な資産の評価基

準及び評価方法 

①有価証券 

 その他有価証券 

 ・時価のあるもの 

中間連結決算日の

市場価格等に基づく

時価法（評価差額は

全部資本直入法によ

り処理し、売却原価

は移動平均法により

算定）によっており

ます。 

・時価のないもの 

移動平均法による原

価法によっております。

①有価証券 

  満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法）

によっております。 

その他有価証券 
・時価のあるもの 

中間連結決算日の市

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）に

よっております。 

・時価のないもの 

移動平均法による原

価法によっております。

①有価証券 

  満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法）

によっております。 

その他有価証券 
・時価のあるもの 

連結決算日の市場価

格等に基づく時価法

（評価差額は全部資本

直入法により処理し、

売却原価は移動平均法

により算定）によって

おります。 

・時価のないもの 

移動平均法による原

価法によっております。

 ②デリバティブ 

時価法によっております。

②デリバティブ 

同    左 

②デリバティブ 

同    左 

 ③たな卸資産 

先入先出法による原価法

によっております。 

③たな卸資産 

同    左 

③たな卸資産 

同    左 

(2）重要な減価償却資産

の減価償却の方法 

①有形固定資産 

定率法（ただし、平成10

年４月１日以降に取得した

建物（建物附属設備を除

く）については定額法）に

よっております。 

なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。 

建物      ３～50年 

構築物     ２～45年 

機械装置   ８～17年 

①有形固定資産 

定率法（ただし、平成10

年４月１日以降に取得した

建物（建物附属設備を除

く）については定額法）に

よっております。 

なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。 

建物      ２～43年 

構築物     ２～28年 

機械装置   10～17年 

①有形固定資産 

定率法（ただし、平成10

年４月１日以降に取得した

建物（建物附属設備を除

く）については定額法）に

よっております。 

なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。 

建物      ２～50年 

構築物     ２～28年 

機械装置   10～17年 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

 ②無形固定資産 

定額法によっております。

営業権については、商法

施行規則の規定による均等

償却（５年）を行っており

ます。 

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

づく定額法によっておりま

す。 

②無形固定資産 

定額法によっております。

のれんについては、均等

償却（５年）を行っており

ます。 

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

づく定額法によっておりま

す。 

②無形固定資産 

定額法によっております。

営業権については、商法

施行規則の規定による均等

償却（５年）を行っており

ます。 

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

づく定額法によっておりま

す。 

 ③長期前払費用 

 定額法によっております。

③長期前払費用 

同  左 

③長期前払費用 

同  左 

(3）重要な引当金の計上

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、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

性を勘案し、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 

 従業員に対して支給する

賞与の支払に充てるため、

支給見込額に基づき当中間

連結会計期間負担額を計上

しております。 

②賞与引当金 

同  左 

②賞与引当金 

 従業員に対して支給する

賞与の支払に充てるため、

支給見込額の当期負担額を

計上しております。 

 ③退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度末

における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき、

当中間連結会計期間末にお

いて発生していると認めら

れる額を計上しております。

過去勤務債務は、その発

生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数

（15年）による定額法によ

り費用処理しております。

数理計算上の差異は、そ

の発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年

数（15年）による定額法に

より、それぞれ発生の翌連

結会計年度から費用処理す

ることとしております。 

③退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度末

における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき、

当中間連結会計期間末にお

いて発生していると認めら

れる額を計上しております。

過去勤務債務は、その発

生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数

（15年）による定額法によ

り費用処理しております。

数理計算上の差異は、そ

の発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年

数（11～15年）による定額

法により、それぞれ発生の

翌連結会計年度から費用処

理することとしております。

③退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度末

における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき

計上しております。 

過去勤務債務は、その発

生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数

（15年）による定額法によ

り費用処理しております。

数理計算上の差異は、そ

の発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年

数（11～15年）による定額

法により、それぞれ発生の

翌連結会計年度から費用処

理することとしております。

(4）重要なリース取引の

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 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

(5）重要なヘッジ会計の

方法 

  外貨建金銭債権債務に対

し、為替変動リスクをヘッ

ジするため為替予約を行

い、振当処理及び繰延ヘッ

ジ処理を行っております。

また、有利子負債に対し、

金利変動リスクをヘッジす

るため金利スワップを行

い、特例処理の要件を満た

しているため特例処理を

行っております。為替予

約、金利スワップとも当社

の規定に基づき行ってお

り、ヘッジ有効性の判定に

ついては、ヘッジ手段と

ヘッジ対象に関する重要な

条件が同一であることを確

認しております。 

同  左 外貨建金銭債権債務に対

し、為替変動リスクをヘッ

ジするため為替予約及び通

貨オプションを行い、振当

処理及び繰延ヘッジ処理を

行っております。また、有

利子負債に対し、金利変動

リスクをヘッジするため金

利スワップを行い、特例処

理の要件を満たしているた

め特例処理を行っておりま

す。為替予約、通貨オプ

ション及び金利スワップは

当社の規定に基づき行って

おり、ヘッジ有効性の判定

についてはヘッジ手段と

ヘッジ対象に関する重要な

条件が同一であることを確

認しております。 

(6）その他中間連結財務

諸表（連結財務諸

表）作成のための基

本となる重要な事項 

①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によっ

ております。 

①消費税等の会計処理 

同  左 

①消費税等の会計処理 

同  左 

 ②納付税額及び法人税等調

整額 

 当中間連結会計期間に係

る納付税額及び法人税等調

整額は、当社の当期におい

て予定している利益処分に

よる固定資産圧縮積立金の

取崩しを前提として当中間

連結会計期間に係る金額を

計算しております。 

②納付税額及び法人税等調

整額 

当中間連結会計期間に係

る納付税額及び法人税等調

整額は、当社の当期におい

て予定している固定資産圧

縮積立金の取崩しを前提と

して当中間連結会計期間に

係る金額を計算しておりま

す。 

 

４.中間連結キャッシュ・

フロー計算書（連結

キャッシュ・フロー計

算書）における資金の

範囲 

 手許現金、随時引出し可

能な預金、預け金及び容易

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ヶ月以内に償還期限

の到来する短期投資から

なっております。 

同  左 同  左 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間連結会計期間より、固定資

産の減損に係る会計基準（「固定資

産の減損に係る会計基準の設定に関

する意見書」（企業会計審議会 平

成14年８月９日））及び「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第６号 平

成15年10月31日）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。 

 （固定資産の減損に係る会計基準）

 当連結会計年度より、固定資産の

減損に係る会計基準（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」（企業会計審議会 平成14

年８月９日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第６号 平成15

年10月31日）を適用しております。

これにより税金等調整前当期純利益

は33,722千円減少しております。 

なお、減損損失累計額について

は、改正後の連結財務諸表規則に基

づき、各資産の金額から直接控除し

ております。 

 （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

当中間連結会計期間より、「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」（企業会計基準第５号 

平成17年12月９日）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

適用指針第８号 平成17年12月９

日）を適用しております。 

従来の資本の部の合計に相当する

金額は10,836,359千円であります。

なお、中間連結財務諸表規則の改

正により、当中間連結会計期間にお

ける中間連結貸借対照表の純資産の

部については、改正後の中間連結財

務諸表規則により作成しております。

 

 （役員賞与に関する会計基準） 

当中間連結会計期間より、「役員

賞与に関する会計基準」（企業会計

基準第４号 平成17年11月29日）を

適用しております。これによる損益

への影響はありません。 

 

 

表示方法の変更 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

 （中間連結貸借対照表） 

「投資有価証券」は、前中間連結会計期間まで投資

その他の資産の「その他」に含めて表示しておりまし

たが、当中間連結会計期間において、資産合計の100

分の５を超えたため区分掲記しました。 

なお、前中間連結会計期間の「投資有価証券」は、

287,461千円であります。 
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追加情報 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（国際物流事業における商流取引に

ついて） 

従来は契約上コミッション部分

（運送料収入相当額）が一体となっ

ている取引があり、区分が困難で

あったため取引総額を営業収益に計

上しておりましたが、当該商流取引

における重要性が増したことに伴

い、当中間連結会計期間において契

約改訂により契約内容を見直したう

えで、コミッション相当額を区分で

きる取引においてはコミッション相

当額を営業収益に計上する方法を採

用しております。 

 この結果、従来の方法によった場

合に比較して、国際物流事業におけ

る営業収益及び営業原価がそれぞれ

1,589,963千円少なく計上されてお

りますが、利益に与える影響はあり

ません。 

 （国際物流事業における商流取引に

ついて） 

従来は契約上コミッション部分

（運送料収入相当額）が一体となっ

ている取引があり、区分が困難で

あったため取引総額を営業収益に計

上しておりましたが、当該商流取引

における重要性が増したことに伴

い、当連結会計年度において契約改

訂により契約内容を見直したうえ

で、コミッション相当額を区分でき

る取引においてはコミッション相当

額を営業収益に計上する方法を採用

しております。 

 この結果、従来の方法によった場

合に比較して、国際物流事業におけ

る営業収益及び営業原価がそれぞれ

3,300,608千円少なく計上されてお

りますが、利益に与える影響はあり

ません。 
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注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成18年３月31日） 

１.保証債務 

 従業員の金融機関からの住宅借

入金等に対し、債務保証を行って

おります。 

保証金額 67,402千円 

１.保証債務 

 従業員の金融機関からの住宅借

入金等に対し、債務保証を行って

おります。 

保証金額 58,578千円

１.保証債務 

 従業員の金融機関からの住宅借

入金等に対し、債務保証を行って

おります。 

保証金額     63,590千円

２.受取手形割引高 93,239千円   

 ※３.中間連結会計期間末日満期手形

中間連結会計期間末日満期手形

の会計処理については、手形交換

日をもって決済処理をしておりま

す。なお、当中間連結会計期間の

末日は金融機関の休日であったた

め、次の中間連結会計期間末日満

期手形が中間連結会計期間末残高

に含まれております。 

受取手形      8,123千円

支払手形     78,027千円

設備支払手形    20,917千円

 

 

（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  ※１.固定資産売却益 

主に関西流通センター売却によ

るものであります。 

※２.固定資産処分損の内訳 

（固定資産除却損の内訳） 

建物及び構築物    4,951千円 

機械装置及び運搬具   352千円 

その他            155千円 

無形固定資産     1,213千円 

      合計             6,673千円 

※２.固定資産処分損の内訳 

（固定資産除却損の内訳） 

建物及び構築物    4,650千円

機械装置及び運搬具   507千円

その他         449千円

  合計             5,607千円

※２.固定資産処分損の内訳 

（固定資産除却損の内訳） 

建物及び構築物 4,951千円

機械装置及び運搬具 533千円

その他 403千円

無形固定資産 1,213千円

  合計 7,101千円

  ※３.減損損失 

当連結会計年度において、当社

は以下の資産について減損損失を

計上しております。 

場所 用途 種類 
金額 

（千円）

神戸市須磨区

(神戸流通セ

ンター) 

物流倉

庫等 

建物、 

構築物、

土地等 

114,817

岡山県早島町

(岡山流通セ

ンター) 

物流倉

庫等 

建物、 

構築物等 195,490

埼玉県戸田市

(戸田倉庫) 

物流倉

庫等 

建物、 

構築物等 13,629

北海道北広島

市(北広島倉

庫) 

物流倉

庫等 

建物、 

構築物等 16,713

札幌市白石区

(白石倉庫) 

物流倉

庫等 

建物、 

構築物等
3,379

合計   344,030
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前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  資産のグルーピングは、営業拠

点の区分をグルーピングの基本単

位としております。 

上記の資産は、当下期に全社的

な保有資産の見直しが実施され、

資産の売却及び営業所の移転や閉

鎖の方針決定に伴い、その意思決

定時点で減損が発生しているもの

について損失を認識したものです。
回収可能価額は、売却資産につ

いては実際売却価額を正味売却価

額とし、除却資産についてはキャ

ッシュ・フローの獲得が期待でき

ないため、ゼロで評価しています。

神戸流通センターについては資

産譲渡の決定により、売却価格と

帳簿価格との差額 114,817千円を

減損損失に計上いたしました（平

成18年３月24日譲渡済）。 

岡山流通センターについては営

業所閉鎖の決定により、これに伴

う除却予定資産 195,490千円を減

損損失に計上いたしました（平成

18年３月31日除却済）。 

戸田倉庫、北広島倉庫及び白石

倉庫については平成19年３月期に

予定している拠点移転に伴う除却

予定資産 33,722千円を減損損失

に計上いたしました。 

 

（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前連結会計年度末 

株式数（株） 

当中間連結会計期間

増加株式数（株） 

当中間連結会計期間

減少株式数（株） 

当中間連結会計期間

末株式数（株） 

発行済株式  

普通株式 10,300,000 － － 10,300,000 

合計 10,300,000 － － 10,300,000 

自己株式  

普通株式 － － － － 

合計 － － － － 

 

２.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22日 

定時株主総会 
普通株式 154,500 15.00 平成18年３月31日 平成18年６月23日

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

決議 株式の種類 
配当金の総額

（千円） 
配当の原資

1株当たり配当額

（円） 
基準日 効力発生日 

平成18年10月25日 

取締役会 
普通株式 103,000 利益剰余金 10.00 平成18年９月30日 平成18年12月８日
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係 

    （平成17年９月30日現在） 

現金及び預金 187,808千円 

預け金(注) 1,963,173千円 

※現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係 

     （平成18年９月30日現在）

現金及び預金 242,486千円 

  預け金(注) 2,321,817千円 

※現金及び現金同等物の期末残高と

連結貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係 

    （平成18年３月31日現在）

現金及び預金 1,579,565千円

預け金(注) 2,298,499千円

現金及び現金 

同等物 
2,150,981千円 

現金及び現金

同等物 
2,564,304千円 

現金及び現金 

同等物  
3,878,065千円 

（注）㈱三洋キャッシュ・マネージ

メント・センターへの預け金

であります。 

（注）㈱三洋キャッシュ・マネージ

メント・センターへの預け金

であります。 

（注）㈱三洋キャッシュ・マネージ

メント・センターへの預け金

であります。 
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（セグメント情報） 

１．事業の種類別セグメント情報 

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日） 

 

ロジスティク
ス・ソリュー
ション事業 

（千円） 

国際物流 
事    業 
（千円） 

国内一般   
物流事業 
（千円） 

計（千円）
消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

営業収益  

(1）外部顧客に対する営業収益 5,668,213 3,899,456 12,490,791 22,058,461 － 22,058,461

(2）セグメント間の内部営業
収益又は振替高 

873,636 － 55,967 929,603 (929,603) －

計 6,541,849 3,899,456 12,546,759 22,988,064 (929,603) 22,058,461

営業費用 6,273,931 3,801,191 11,212,875 21,287,999 (349,855) 20,938,143

営業利益 267,917 98,264 1,333,883 1,700,065 (579,747) 1,120,318

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、サービスの系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要なサービス 

事業区分 主要サービス 

ロジスティクス・ソリューション事業 ３ＰＬ、宅配・設置等の改善提案型物流業 

国際物流事業 国際運送業、商品販売業 

国内一般物流事業 国内運送業、商品販売業、不動産賃貸業、流通加工業等 

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は586,723千円であり、その主

なものは、当社の総務・人事・経理・情報部門等の管理部門に係る費用であります。 

 

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

 

ロジスティク
ス・ソリュー
ション事業 

（千円） 

国際物流 
事    業 
（千円） 

国内一般   
物流事業 
（千円） 

計（千円）
消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

営業収益  

(1）外部顧客に対する営業収益 6,376,821 4,410,013 11,471,075 22,257,910 － 22,257,910

(2）セグメント間の内部営業
収益又は振替高 

1,261,709 － 402,635 1,664,345 (1,664,345) －

計 7,638,531 4,410,013 11,873,710 23,922,255 (1,664,345) 22,257,910

営業費用 7,376,434 4,300,799 10,743,992 22,421,225 (  982,927) 21,438,298

営業利益 262,097 109,214 1,129,718 1,501,030 (  681,418) 819,612

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、サービスの系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要なサービス 

事業区分 主要サービス 

ロジスティクス・ソリューション事業 ３ＰＬ、宅配・設置等の改善提案型物流業 

国際物流事業 国際運送業、商品販売業 

国内一般物流事業 国内運送業、商品販売業、不動産賃貸業、流通加工業等 

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は699,742千円であり、その主

なものは、当社の総務・人事・経理・情報部門等の管理部門に係る費用であります。 
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前連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

 

ロジスティク
ス・ソリュー
ション事業 

（千円） 

国際物流 
事    業 
（千円） 

国内一般   
物流事業 
（千円） 

計（千円）
消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

営業収益  

(1）外部顧客に対する営業収益 11,744,935 8,443,543 24,039,866 44,228,346 － 44,228,346

(2）セグメント間の内部営業
収益又は振替高 

1,989,339 － 193,803 2,183,142 (2,183,142) －

計 13,734,274 8,443,543 24,233,669 46,411,488 (2,183,142) 44,228,346

営業費用 13,103,870 8,213,556 21,720,416 43,037,843 (  995,832) 42,042,011

営業利益 630,404 229,987 2,513,253 3,373,645 (1,187,310) 2,186,334

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、サービスの系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要なサービス 

事業区分 主要サービス 

ロジスティクス・ソリューション事業 ３ＰＬ、宅配・設置等の改善提案型物流業 

国際物流事業 国際運送業、商品販売業 

国内一般物流事業 国内運送業、商品販売業、不動産賃貸業、流通加工業等 

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は1,202,381千円であり、その

主なものは、当社の総務・人事・経理・情報部門等の管理部門に係る費用であります。 

 

２．所在地別セグメント情報 

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年４

月１日 至平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

   本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

３．海外売上高 

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年４

月１日 至平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

   海外営業収益は、連結営業収益の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

 

 

（リース取引関係） 

 ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。 

 

 

（有価証券関係） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

前中間連結会計期間末 

（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成18年９月30日） 

前連結会計年度末 

（平成18年３月31日） 

 中間連結

貸借対照

表計上額 

（千円） 

時価 

（千円） 

差額 

（千円）

中間連結

貸借対照

表計上額

（千円）

時価 

（千円）

差額 

（千円）

連結貸借

対照表計

上額 

（千円） 

時価 

（千円） 

差額 

（千円）

(1)国債・地

方債等 
－ － － － － － － － －

(2)社債 － － － 2,300,000 2,184,290 △115,710 1,500,000 1,447,400 △52,600

(3)その他 － － － － － － － － －

合計 － － － 2,300,000 2,184,290 △115,710 1,500,000 1,447,400 △52,600
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２．その他有価証券で時価のあるもの 

前中間連結会計期間末 

（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成18年９月30日） 

前連結会計年度末 

（平成18年３月31日） 

 
取得原価 

（千円） 

中間連結

貸借対照

表計上額 

（千円） 

差額 

（千円）

取得原価

（千円）

中間連結

貸借対照

表計上額

（千円）

差額 

（千円）

取得原価 

（千円） 

連結貸借

対照表計

上額 

（千円） 

差額 

（千円）

(1)株式 183,149 270,861 87,712 342,749 341,640 △1,108 342,749 470,355 127,606

(2)債券 － － － － － － － － －

(3)その他 － － － － － － 1,005,000 997,080 △7,919

合計 183,149 270,861 87,712 342,749 341,640 △1,108 1,347,749 1,467,435 119,686

 
３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

前中間連結会計期間末 

（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成18年９月30日） 

前連結会計年度末 

（平成18年３月31日） 
  

中間連結貸借対照表計上額 

（千円） 

中間連結貸借対照表計上額 

（千円） 

連結貸借対照表計上額 

（千円） 

その他有価証券    

非上場株式 16,600 6,600 16,600 

 

 

（デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年４月

１日 至平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

デリバティブ取引は、すべてヘッジ会計を適用しているため、記載を省略しております。 

 

 

（１株当たり情報） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１株当たり純資産額        910.20円 

１株当たり中間純利益金額   67.34円 

１株当たり純資産額      1,052.34円

１株当たり中間純利益金額   45.70円

１株当たり純資産額      1,028.33円

１株当たり当期純利益金額  129.20円

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間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。 

同左  なお、潜在株式調整後１株当たり

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。

 （注） 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。 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

中間（当期）純利益（千円） 606,075 470,699 1,241,134 

普通株主に帰属しない金額 

（千円） 
－ － － 

普通株式に係る中間（当期）

純利益（千円） 
606,075 470,699 1,241,134 

期中平均株式数（株） 9,000,000 10,300,000 9,606,027 

 



－  － 
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（重要な後発事象） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(1)公募による新株式発行 

当社株式は、平成17年10月６日に

㈱ジャスダック証券取引所へ上場い

たしました。上場にあたり、平成17

年９月２日及び平成17年９月15日開

催の取締役会決議により、下記のと

おり公募による新株式の発行を行い

ました。この結果、平成17年10月５

日付で資本金は1,189,000千円、発

行済株式の総数は10,000,000株とな

りました。 

公募増資の概要は以下のとおりで

あります。 

①募集等の方法：一般募集（ブック

ビルディング方式

による募集） 

②発行した株式の種類及び数 

：普通株式 1,000,000株 

③発行価格：１株につき 1,500円 

一般募集はこの価格にて行いま

した。 

④引受価額：１株につき 1,395円 

この価額は当社が引受人より１

株当たりの新株式払込金として受

取った金額であります。 

なお、発行価格と引受価額との

差額の総額は、引受人の手取金と

なります。 

⑤発行価額：１株につき 1,156円 

（資本組入額   578円）

⑥発行価額の総額： 1,156,000千円 

⑦払込金額の総額： 1,395,000千円 

⑧資本組入額の総額： 578,000千円 

⑨払込期日 ： 平成17年10月５日 

⑩配当起算日： 平成17年10月１日 

⑪資金の使途： 設備投資資金 

  



－  － 
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前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(2）売出し（オーバーアロットメン

トによる売出し）に関連して行う第

三者割当による新株式発行 
当社では、㈱ジャスダック証券取

引所への上場に伴う新株式発行及び

株式売出しに関連し、当社株主から

当社普通株式を借受けた日興シティ

グループ証券㈱が売出人となり、普

通株式300,000株のオーバーアロッ

トメントによる売出しを行いまし

た。これに関連して、平成17年９月

２日及び平成17年９月15日開催の取

締役会決議により、下記のとおり日

興シティグループ証券㈱を割当先と

する新株式の発行を行いました。こ

の結果、平成17年11月８日付で資本

金は1,362,400千円、発行済株式の

総数は10,300,000株となりました。 

第三者割当増資の概要は以下のと

おりであります。 

①割当先 ：日興シティグループ証券

㈱ 

②発行した株式の種類及び数 

：普通株式  300,000 株 

③発行価額 ：１株につき 1,156 円 

（資本組入額    578円）

④発行価額の総額：  346,800千円 

⑤払込金額の総額：  418,500千円 

⑥資本組入額の総額： 173,400千円 

⑦払込期日  ：  平成17年11月８日 

⑧配当起算日：  平成17年10月１日 

⑨資金の使途：      設備投資資金 

  

 



－  － 
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５．生産、受注及び販売の状況 
(１）生産実績 

物流サービスの提供が主要な事業のため、記載を省略しております。 

 

(２）受注状況 

物流サービスの提供が主要な事業のため、記載を省略しております。 

 

(３）販売実績 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度の営業収益を事業の種類別セグメントごと

に示すと、次のとおりであります。 

事業の種類別セグメントの名称 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日）

ロジスティクス・ソリューション事業
（千円） 

5,668,213 6,376,821 11,744,935 

国際物流事業           
（千円） 

3,899,456 4,410,013 8,443,543 

国内一般物流事業         
（千円） 

12,490,791 11,471,075 24,039,866 

合計（千円） 22,058,461 22,257,910 44,228,346 

 （注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２．前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度の主な相手先別の営業収益及び当該

営業収益の総営業収益に対する割合は次のとおりであります。 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

相手先 金額（千円） 割合（％） 金額（千円）割合（％） 金額（千円） 割合（％）

三洋電機株式会社 7,308,787 33.1 8,386,780 37.7 15,061,866 34.1 

３．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

 


