
  

平成19年３月期   個別中間財務諸表の概要 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 配当支払開始日  平成18年12月８日 

単元株制度採用の有無 有（１単元100株） 
 
１．18年９月中間期の業績(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)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   ％

   22,149     （   1.0）

21,932     （   － ）

百万円   ％

   760   （△28.7）

1,066    （   － ）

百万円   ％

844     （△15.5）

999     （   － ）

18年３月期 43,957 2,064 1,954 
 

 中間(当期)純利益 
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   ％

446    （△22.2）

         574    （   － ）

円   銭

43       39 

63       80 

18年３月期 1,169 121       76 

(注)①期中平均株式数  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 

②会計処理の方法の変更   無 

③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) 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 

28,692 

29,343 

百万円

10,700 

8,116 

％ 

37.3 

27.7 

円   銭

1,038     84 

901     79 

18年３月期 29,186 10,476 35.9 1,017     14 

(注)①期末発行済株式数 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 

  ②期末自己株式数  18年９月中間期 －株 17年９月中間期 －株 18年３月期 －株 

 

２．19年３月期の業績予想(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 

44,972 

百万円

2,056 

百万円 

1,188 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 115 円 34 銭 
 

３．配当状況 

・現金配当 １株当たり配当金（円） 

 中間期末 期末 年間 

18年３月期 7.50 15.00 22.50 

19年３月期（実績） 10.00 － 

19年３月期（予想） － 10.00 
20.00 

 

 
 
※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、中間決算短信（連結）の８頁をご参

照ください。 

http://www.sanyo.co.jp/logi/


１．個別中間財務諸表等 
（1）中間貸借対照表 

  
前中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 

（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  88,117 72,655  1,397,565 

２.受取手形 ※５ 180,393 78,175  85,380 

３.営業未収金  9,359,491 10,354,572  9,293,781 

４.たな卸資産  41,140 70,326  95,927 

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

６.その他 ※４ 648,659 606,382  610,844 

貸倒引当金  △3,935 △2,582  △4,729 

流動資産合計   12,277,040 41.8 13,501,346 47.1  13,777,270 47.2

Ⅱ 固定資産     

１.有形固定資産     

(1)建物   9,430,083 4,731,311  3,520,382 

減価償却累計額  2,560,896 6,869,187 678,085 4,053,226  654,588 2,865,793

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

(3)その他  2,039,107 710,134  1,882,446 

減価償却累計額  972,409 1,066,697 448,592 261,541  483,197 1,399,248

有形固定資産合計   14,416,931 49.1 9,726,211 33.9  9,676,485 33.2

２.無形固定資産   874,563 3.0 699,056 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  854,338 1,509,814  1,355,345 

(3)その他  925,926 608,894  624,790 

貸倒引当金  △5,164 △1,297  △5,018 

投資その他の資産

合計 
  1,775,101 6.1 4,765,651 16.6  4,959,154 17.0

固定資産合計   17,066,595 58.2 15,190,920 52.9  15,409,320 52.8

資産合計   29,343,635 100.0 28,692,266 100.0  29,186,590 100.0

     

－  － 
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前中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 

（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 ※５ 2,485,179 2,327,594  2,408,416 

２.営業未払金  7,010,216 7,276,606  6,429,561 

３.短期借入金  1,720,000 －  － 

４.１年以内返済予定

長期借入金 
 1,031,500 3,484,500  2,031,500 

５.未払法人税等  434,646 276,639  518,177 

６.賞与引当金  120,450 86,834  166,298 

７.その他 
※４ 

、５ 
1,531,512 1,147,978  1,776,182 

流動負債合計   14,333,505 48.8 14,600,153 50.9  13,330,136 45.7

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 23.5 3,392,075 11.8  5,379,875 18.4

負債合計   21,227,496 72.3 17,992,228 62.7  18,710,011 64.1

     

（資本の部）     

Ⅰ 資本金   611,000 2.1 － －  1,362,400 4.7

Ⅱ 資本剰余金     

１.資本準備金  211,000 －  1,273,100 

資本剰余金合計   211,000 0.7 － －  1,273,100 4.4

Ⅲ 利益剰余金     

１.利益準備金  56,508 －  56,508 

２.任意積立金  6,458,182 －  6,458,182 

３.中間（当期）未処

分利益 
 727,435 －  1,255,413 

利益剰余金合計   7,242,126 24.7 － －  7,770,104 26.6

Ⅳ その他有価証券評

価差額金 
  52,013 0.2 － －  70,974 0.2

資本合計   8,116,139 27.7 － －  10,476,578 35.9

負債資本合計   29,343,635 100.0 － －  29,186,590 100.0

     

－  － 
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前中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 

（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

（％）

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

１.資本金   － － 1,362,400 4.8  － －

２.資本剰余金     

(1)資本準備金  － 1,273,100  － 

資本剰余金合計   － － 1,273,100 4.4  － －

３.利益剰余金     

(1)利益準備金  － 56,508  － 

(2)その他利益剰余 

金 
    

固定資産圧縮積

立金 
 － 36,016  － 

別途積立金  － 7,110,000  － 

繰越利益剰余金  － 859,949  － 

利益剰余金合計   － － 8,062,475 28.1  － －

株主資本合計   － － 10,697,975 37.3  － －

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   － － 10,700,038 37.3  － －

負債純資産合計   － － 28,692,266 100.0  － －

     
 

－  － 
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（2）中間損益計算書 

  

前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 

（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   21,932,982 100.0 22,149,884 100.0  43,957,210 100.0

Ⅱ 営業原価   19,767,301 90.1 20,171,093 91.1  39,569,436 90.0

営業総利益   2,165,681 9.9 1,978,790 8.9  4,387,774 10.0

Ⅲ 販売費及び一般管理

費 
  1,098,744 5.0 1,218,309 5.5  2,323,452 5.3

営業利益   1,066,937 4.9 760,481 3.4  2,064,321 4.7

Ⅳ 営業外収益 ※１  20,755 0.1 116,241 0.5  36,651 0.1

Ⅴ 営業外費用 ※２  88,523 0.4 32,385 0.1  146,070 0.4

経常利益   999,169 4.6 844,338 3.8  1,954,902 4.4

Ⅵ 特別利益 ※３  14,179 0.0 2,304 0.0  307,909 0.7

Ⅶ 特別損失 
※４ 

、５ 
 6,673 0.0 58,159 0.2  363,860 0.8

税引前中間（当期）

純利益 
  1,006,675 4.6 788,482 3.6  1,898,952 4.3

法人税、住民税及び

事業税 
 408,465 262,938  799,343 

法人税等調整額  24,054 432,520 2.0 78,673 341,611 1.6 △70,024 729,319 1.6

中間（当期）純利益   574,155 2.6 446,870 2.0  1,169,633 2.7

前期繰越利益   153,280 －   153,280

中間配当額   － －   67,500

中間（当期）未処分

利益 
  727,435 －   1,255,413

     

 

－  － 
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（3）中間株主資本等変動計算書 

当中間会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日）   

株主資本 

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 固定資産圧

縮積立金 
別途積立金

繰越利益剰

余金 

利益剰余金

合計 

株主資本合計

平成18年３月31日残高 

（千円） 
1,362,400 1,273,100 56,508 48,182 6,410,000 1,255,413 7,770,104 10,405,604

中間会計期間中の変動

額 
  

固定資産圧縮積立金

の取崩し（注） 
 △11,271 11,271 － －

別途積立金の積立て

（注） 
 700,000 △700,000 － －

剰余金の配当（注）  △154,500 △154,500 △154,500

固定資産圧縮積立金

の取崩し 
 △894 894 － －

中間純利益  446,870 446,870 446,870

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） 
－ － － △12,165 700,000 △395,463 292,370 292,370

平成18年９月30日残高 

（千円） 
1,362,400 1,273,100 56,508 36,016 7,110,000 859,949 8,062,475 10,697,975

 

 

 評価・換算差額等 

 
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） 
70,974 － 70,974 10,476,578

中間会計期間中の変動

額 
 

固定資産圧縮積立金

の取崩し（注） 
 －

別途積立金の積立て

（注） 
 －

剰余金の配当（注）  △154,500

固定資産圧縮積立金

の取崩し 
 －

中間純利益  446,870

株主資本以外の項目

の中間会計期間中の

変動額（純額） 

△71,631 2,720 △68,911 △68,911

中間会計期間中の変動

額合計（千円） 
△71,631 2,720 △68,911 223,459

平成18年９月30日残高 

（千円） 
△657 2,720 2,062 10,700,038

（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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中間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）

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

１．資産の評価基準

及び評価方法 

(1）有価証券 

子会社株式 

移動平均法に基づく原価

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。 
子会社株式 

移動平均法に基づく原価

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。 
子会社株式 

移動平均法に基づく原価

法によっております。 

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 

先入先出法に基づく原価

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．固定資産の減価

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

 (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．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 

－  － 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

 (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、

支給見込額の当中間会計期

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。 

 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、それぞれ発生の翌期

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。 

 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

翌期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

翌期から費用処理すること

としております。 

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 

 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。

－  － 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

６.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 

(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 

要な事項 (2）納付税額及び法人税等

調整額 

 当中間会計期間に係る

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

前提として当中間会計期

間に係る金額を計算して

おります。 

 

 

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 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（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）

 当事業年度より、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

により税引前当期純利益は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、改正後の財務諸表等規則に基づ

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10,697,317千円であります。

なお、中間財務諸表等規則の改正

により、当中間会計期間における中

間貸借対照表の純資産の部について

は、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成しております。 

 

 

－  － 
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前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 （役員賞与に関する会計基準） 

当中間会計期間より、「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） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

 （中間貸借対照表） 

「投資有価証券」は、前中間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、前中間会計期間の「投資有価証券」は、

287,461千円であります。 

 

 

追加情報 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（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、当事業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 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度末 
（平成18年３月31日） 

※１.当社の余剰資金は、三洋電機グ

ループ各社の資金の効率的運用 

を目的とする㈱三洋キャッシュ･ 

マネージメント・センターに預

入れ、預け金に計上しておりま

す。 

㈱三洋キャッシュ・マネージ

メント・センターへの預け金 
   1,963,173千円 

※１.当社の余剰資金は、三洋電機グ

ループ各社の資金の効率的運用

を目的とする㈱三洋キャッシュ･

マネージメント・センターに預

入れ、預け金に計上しておりま

す。 
㈱三洋キャッシュ・マネージ

メント・センターへの預け金

   2,321,817千円

※１.当社の余剰資金は、三洋電機グ

ループ各社の資金の効率的運用

を目的とする㈱三洋キャッシュ･

マネージメント・センターに預

入れ、預け金に計上しておりま

す。 

㈱三洋キャッシュ・マネージ

メント・センターへの預け金
   2,298,499千円

２.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 

２.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

２.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

３.受取手形割引高  93,239千円   

※４.消費税等の取扱い 

 仮払消費税等及び仮受消費税

等は、相殺のうえ、流動資産の

「その他」に含めて表示してお

ります。 

※４.消費税等の取扱い 

 仮払消費税等及び仮受消費税

等は、相殺のうえ、流動負債の

「その他」に含めて表示してお

ります。 

 

 ※５.中間期末日満期手形 

中間期末日満期手形の会計処理

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、次の中間期末日満期

手形が中間期末残高に含まれてお

ります。 

受取手形      7,984千円

支払手形     78,027千円

設備支払手形    20,917千円

 

 

－  － 
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（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１.営業外収益のうち主要なもの 

受取利息         1,837千円 

受取配当金       8,735千円 

受取手数料    4,918千円 

※１.営業外収益のうち主要なもの 

受取利息    41,602千円

受取配当金 55,822千円

受取手数料 14,073千円

※１.営業外収益のうち主要なもの 

受取利息         9,033千円

受取配当金       9,122千円

受取手数料       9,573千円

※２.営業外費用のうち主要なもの 

上場準備費用  45,129千円 

支払利息        43,108千円 

※２.営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 31,795千円

※２.営業外費用のうち主要なもの 

支払利息        80,476千円

上場準備費用   65,051千円

※３.特別利益のうち主要なもの 

貸倒引当金戻 

入額         13,560千円 

※３.特別利益のうち主要なもの 

貸倒引当金戻 

入額 2,304千円

※３.特別利益のうち主要なもの 

固定資産売却益 293,292千円

主に関西流通センター売却

によるものであります。 

※４.特別損失のうち主要なもの 

固定資産処分損 

（固定資産除却損） 

建物       4,951千円 
その他      508千円 
無形固定資産   1,213千円 

合計     6,673千円 

※４.特別損失のうち主要なもの 

固定資産処分損 

（固定資産除却損） 

建物 4,650千円

その他 957千円

合計 5,607千円
 

物流拠点閉鎖 

損失      52,552千円

※４.特別損失のうち主要なもの 

固定資産処分損 

（固定資産除却損） 

建物      4,951千円

その他       936千円

無形固定資産   1,213千円

合計      7,101千円
 

減損損失    344,030千円

  ※５.減損損失 

当事業年度において、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

 
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

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

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  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。 

６.減価償却実施額 

有形固定資産   235,973千円 

無形固定資産  226,123千円 

 ６.減価償却実施額 

有形固定資産 123,612千円

無形固定資産 216,006千円

６.減価償却実施額 

有形固定資産   333,123千円

無形固定資産   432,826千円

 

（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前事業年度末株式数

（株） 

当中間会計期間増加

株式数（株） 

当中間会計期間減少

株式数（株） 

当中間会計期間末株

式数（株） 

普通株式 － － － － 

合計 － － － － 

 

（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） 

前中間会計期間（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）及び前事業年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日）において子会社株式で時価

のあるものはありません。 

 

（１株当たり情報） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（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        901.79円 

１株当たり中間純利益金額   63.80円 

１株当たり純資産額      1,038.84円

１株当たり中間純利益金額   43.39円

１株当たり純資産額      1,017.14円

１株当たり当期純利益金額  121.76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）

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

前事業年度 
（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） 574,155 446,870 1,169,633 

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） 

574,155 446,870 1,169,633 

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） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前会計年度 
（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） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前会計年度 
（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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