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１．平成18年11月期の連結業績（平成17年12月1日～平成18年11月30日）

(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。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年11月期 135,505 4.1 2,594 △16.3 2,643 △16.3

17年11月期 130,158 7.3 3,100 △16.9 3,159 △11.8

当期純利益
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年11月期 1,051 △23.7 82 98 － － 4.5 4.7 2.0

17年11月期 1,378 △14.5 104 06 103 38 6.1 5.7 2.4

（注）①持分法投資損益 18年11月期 3百万円 17年11月期 6百万円

②期中平均株式数（連結） 18年11月期 12,668,730株 17年11月期 12,594,636株

③会計処理の方法の変更 無

④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。

⑤18年11月期における潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しており
ません。

(2）連結財政状態　　　　　　　　　　　　　　　　　　（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。

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

18年11月期 57,364 26,545 41.8 1,890 47

17年11月期 55,693 23,150 41.6 1,823 64

（注）期末発行済株式数（連結） 18年11月期           12,669,982株 17年11月期 12,657,172株

(3）連結キャッシュ・フローの状況　　　　　　　　　　（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

18年11月期 3,563 △3,017 84 3,095

17年11月期 3,419 △2,565 △2,894 2,609

(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 17社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 1社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） 1社 （除外） －社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．平成19年11月期の連結業績予想（平成18年12月1日～平成19年11月30日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 69,500 1,445 585

通　期 142,000 3,100 1,350

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　106円56銭

※　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、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の６ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況
　当社の親会社はキユーピー株式会社であり、当社グループ（当社および当社の関係会社）は、当社、親会社、連結子

会社17社、非連結子会社２社および関連会社２社で構成されております。

　親会社は、マヨネーズ・ドレッシング類、缶詰類、卵製品および冷凍食品などを製造販売しており、当社並びに当社

の子会社および関連会社は、親会社および親会社グループ各社並びに一般のお客様に保管、荷役（入出庫）、運送、情

報処理などの総合的な物流サービスを提供することを主たる業務にしております。

　当社並びに当社の子会社および関連会社の事業内容と当該事業に係る位置づけは次のとおりであります。

①　倉庫事業

　当社は、全国の主要拠点に４温度帯の保管機能（常温、定温、冷蔵、冷凍）を有し、お客様の貨物の特性に合った

保管・入出庫システム（ロケーション管理による賞味期限別在庫管理及び入出庫管理）による倉庫作業およびこれに

付随する包装などの物流加工ならびに、物流情報（在庫、入出庫、賞味期限）の提供を行っております。

　また、倉庫事業に係る荷役作業等は㈱キユーソーエルプランを通じて子会社５社および関連会社１社に委託してお

り、当社と連携して事業の運営に当たっております。

②　運送事業

　当社は、ワイエムキユーソー㈱、㈱エスワイプロモーション他６社と連携して運送業務を営んでおり、お客様のニー

ズに対応した高品位な物流サービスと、お客様の物流コスト低減を実現するための最適物流（共同物流、専用物流、

全国物流、複合一貫物流）を提供しております。

③　その他事業

　当社、キユーソーサービス㈱および㈱エスワイプロモーションは、物流周辺事業の拡大とグループ会社および外注

先のコスト低減をはかるため、車両・関連機器、燃料、商品の販売、フォークリフトなどの賃貸および車両整備を行っ

ております。また、子会社３社はコンビニエンスストアの店舗運営を行っております。
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　事業の系統図は次のとおりであります。

（事業系統図）

 

親
会
社
キ
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ー
ピ
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㈱
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社

 

一   

般   

顧   

客

 

当           社 

※１ ㈱ｷﾕｰﾋﾟｰ流通ｼｽﾃﾑ 

※１ ㈱ｴﾙﾌﾟﾗﾝ東日本 
㈱ｴﾙﾌﾟﾗﾝ関東 
㈱ｴﾙﾌﾟﾗﾝ東海 
㈱ｴﾙﾌﾟﾗﾝ西日本 
㈱ｴﾙﾌﾟﾗﾝ九州 ※１ ｷﾕｰｿｰｻｰﾋﾞｽ㈱ 

倉庫 
運送 
その他 

倉庫 
運送 
その他 

不動 産賃貸 商品 販売 
ﾌｫｰｸ ﾘﾌﾄ等の賃借 
車両 整備 
損害 保険代理店 

損害 保険代理店 
車両 整備 
商品 販売 

※１ ﾜｲｴﾑｷﾕｰｿｰ㈱ 

その他 

※１ 大阪ｻﾝｴｰ物流㈱ 
ｴﾑ物流㈱ 
㈱ｻﾝﾌｧﾐﾘｰ 
㈱ｻﾝｴｰ物流 
ﾜｲｼｽﾃﾑ㈱ 
ｹｲ物流㈱ 

運送 運送 

不動産賃貸 

※１ ㈱ｴｽﾜｲﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ 

不動 産賃貸 
運 送 

運送 
その他 

※４ KRS ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ㈱ 

運 送 

運送 

運 送 

※２ あさと物流㈱ 

荷 役 

運 送 

（注）※１ 連結子会社 
   ※２ 非連結子会社で持分法非適用会社 
   ※３ 関連会社で持分法適用会社 
   ※４ 関連会社で持分法非適用会社 

運 送 

※１ ㈱ｷﾕｰｿｰｴﾙﾌﾟﾗﾝ 

※３ 中通倉庫㈱ 

事務 請負 

荷 役 

荷役 

事務 請負 事務 請負 事務 請負 事務 請負 

運 送 

運送 

運送 

※１ 上海丘寿儲運有限公司 

※２  ﾜｲｴﾑﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞ㈱ 

運 送 
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２．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社グループは、主たる事業である食品物流を通じ「適正な価格で、より質の高いサービスを提供し続け、お客様

に貢献する」を経営理念としています。

　この理念に基づいた経営姿勢は、

①　高品位な物流の提供とローコストオペレーションを追求し、お客様の信頼とニーズに応え、相互の発展に努めま

す。

②　株主の信頼と期待に応え、かつ透明性の高い魅力のある企業を目指します。

③　社員の能力を最大限に引き出す企業風土を創造します。

④　よき企業市民として、地域社会に貢献します。

を掲げ活動しております。また、平成19年度から平成21年度の３ヵ年中期経営計画を策定し、新たな経営方針を以下

の通りとしております。

①　物流サービス業者としての自覚に基づき、顧客満足度を引き上げ、食品物流リーディングカンパニーとしての地

位を確立する。

②　従業員満足度を向上させ、従業員のモチベーションを高める。

③　ローコストオペレーションを推進し、顧客・取引先・従業員と成果を分かち合う。

④　環境負荷低減のために積極的な取り組みを行う。

　以上の経営方針をより具体化するためにアクションプランを同時に策定し、競争力を高め長期的成長を図ることで、

利害関係者に対する企業価値の最大化を図ってまいります。

(2）会社の利益配分に関する基本方針

　当社は利益配分を経営の最重要課題として位置づけ、長期的な視野に立ち、企業発展に努め、安定的配当を継続す

ることを基本にしております。

　また、内部留保につきましては、将来の事業基盤の拡充等の設備投資および情報化投資資金として活用する一方、

規制緩和を背景とした競争激化を乗り切るべく、財務体質と経営基盤の強化のため蓄積を進める必要があると考えて

おります。

　また、期末配当金は１株当たり普通配当８円とさせていただく予定であります。すでに実施済みの中間配当金１株

当たり普通配当８円と合わせて、年間としては１株当たり16円の予定となります。

  (3）目標とする経営指標

　当社グループは、中期経営計画において自己資本比率47.5％、経常利益40億円、株主資本利益率（ＲＯＥ）6.2％の

達成を目標に掲げております。また、利益配分を経営の最重要課題と位置づけ、長期的な配当性向の目標値を20％と

しております。

(4）中長期的な会社の経営戦略

　当社グループは、本年度より新中期経営計画（平成19年度～平成21年度）をスタートさせました。新中期経営計画

においても、引き続き、企業価値を最大化するために、その保有物流機能、情報システム開発力、品質管理技術を前

提とした提案型営業により、お客様に最適なサービスを提供する「アセット型サードパーティロジスティクス」（ア

セット型３ＰＬ）を推進してまいります。

　当社グループを取り巻く外的な事業環境は、根強い物流のアウトソーシングニーズという追い風はあるものの、事

業コスト面では、構造的な人手不足状態、多品種少量物流の進行、加工食品価格の低迷とお客様の物流品質・サービ

スへの要求の高まり、環境負荷軽減への社会適正性の高まり、及び不安定な原油価格等と厳しいものがあります。

　また、お客様である加工食品の生産拠点の海外移転といった動きも加速しております。

　このような環境下にあって、当社グループは、強みである食品物流サービス提供の総合力を生かし、市場シェアを

拡大する一方、積極的な設備投資、物流技術革新および地道な合理化・改善活動によるによる物流品質の向上と高い

保管効率・運送効率・荷役作業効率によるローコストオペレーションを推進し、収益力を兼ね備えた食品物流のリー

ディングカンパニーとして「存在感ある企業グループ」となるべく、努力してまいる所存であります。

①　全国物流機能の強みを生かしつつ、輸入貨物対応力を強化することで総合力に磨きをかけ、共同物流事業および

キユーソー便全国小口輸配送システム（キユーソースルー便）を拡大。平成19年12月には川崎市に本格的な輸入

貨物対応型の低温物流センターが稼動する予定。

②　個別採算を重視しつつも、ドラッグストアなどの未開拓分野の開拓を進めることによる専用物流の受託の拡大。

③　運送効率・保管効率の向上及び省力化投資による業務コスト削減。物流品質向上・コスト削減効果の大きい倉庫

作業支援システムの約70箇所の営業拠点への導入を進めるとともに、保管効率を向上させるための倉庫の改良、

省力化のための自動倉庫システムの導入等を推進。

④　物流品質の更なる向上。
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⑤　環境負荷軽減への取り組みとして、低公害車の積極的な導入、求貨求車情報システム（ＱＴＩＳ）の更なる活用

等。

以上５点を軸に目標達成を進めてまいります。

(5）会社の対処すべき課題

　食品物流業界は、同業他社との価格競争が激化するなか、高止まりしている燃料価格、人手不足の顕在化、環境対

応コストの増大等事業コスト面でも厳しい経営環境に直面しております。

　当社グループは、協力運送会社により構成されたキユーソー会が提供する全国輸配送ネットワークと全国約70箇所

に及ぶ倉庫・冷蔵庫拠点という強力な物流機能を背景にアセット型３ＰＬの推進を進めてまいります。この強みであ

る物流機能の更なる発展のために、ＱＴＩＳの事業拡大による傭車力のアップ、高品位な荷役作業を可能とする倉庫

作業支援システムの全国展開、倉庫・冷蔵庫の効率的な運営のための移動棚や自動倉庫システムの導入等を行います。

これにより、高度な物流サービスの提供とローコストオペレーションを進めてまいります。

(6）親会社等に関する事項

 ①　親会社等の商号等

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

キユーピー株式会社  親会社
50.6

(6.1)
株式会社東京証券取引所市場第一部

 　（注）　親会社等の議決権所有割合欄の（　）内は、間接被所有割合で内数であります。

 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

　当社は、キユーピー株式会社の連結子会社であります。当社は、同社および同社グループ各社より物流業務を

受託しており、物流を通じた密接な取引関係にあります。また、当社は、同社の工場構内等に設置した倉庫・冷

蔵庫を賃借しており、同社および同社グループ各社並びに一般顧客の物流業務に活用しております。当期におけ

る同社および同社グループ各社に対する営業収益は230億27百万円（連結営業収益に占める比率17.0％）でありま

す。

　なお、同社の取締役のうち２名が当社の取締役、監査役のうち１名が当社の監査役を兼務しており、必要に応

じて経営に対する助言を受けておりますが、事業活動および経営判断については、当社の責任のもとに業務執行

をはかっております。

 ③　親会社等との取引に関する事項

 （単位：百万円）

親会社等の名称
関係内容

取引の内容 取引金額 科目 期末残高
役員の兼任等 事業上の関係

 キユーピー株式会社  兼任３名
食品の保管・

運送受託

食品の保管収入、

運送収入
13,158  営業未収入金 205
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３．経営成績及び財政状態
(1）経営成績

①　当連結会計年度の概況

　当連結会計年度におけるわが国経済は、原油価格高騰の影響や、所得の伸び悩みなど個人消費が低迷したものの、

好調な企業業績を背景に設備投資の増加や雇用環境が改善し、景気は総じて回復基調で推移いたしました。

　食品物流業界におきましては、物流アウトソーシングニーズは依然として強いものの、燃料価格の上昇や道路交

通法改正の影響、環境への取り組み・物流品質管理などのコスト負担が増加するとともに、物流業者間の価格競争

や食品販売価格のデフレの持続による顧客の物流費引き下げ要請は強く、厳しい経営環境で推移いたしました。

　このような状況の中で、当社グループは、事業規模の拡大に注力したアセット型３ＰＬの提案型営業で顧客獲得

を推し進めたことにより、食品メーカーを顧客とする共同物流やコンビニエンスストアなどを顧客とする専用物流

の受託が増加し、売上は堅調に推移いたしました。一方、成長機能と位置づけたキユーソースルー便は、新規の顧

客獲得は進んだものの、物量が伸び悩み、売上高は微増となりました。

　利益面では、荷役作業体制や車両運行の見直しなどコスト改善に努めましたが、燃料価格の一段の上昇と保管お

よび運送の最適化を目指したデポの再編成や新規取引の立上費用などが増加し、大幅な減益となりました。

　また、物流品質や作業効率の向上への取り組みとして、小口品自動倉庫システムや、倉庫作業支援システムの導

入を拡大するとともに、上海市に中国国内の食品物流構築を目的とした独資の物流会社を９月に設立いたしました。

さらに、輸入貨物への対応力強化を目的とした川崎市への低温物流センター（平成19年12月稼動予定）設置を決定

するなど、人手不足対策や物流品質の向上および将来にむけて業容拡大の布石を打ちました。

　以上の結果、当連結会計年度の業績は、売上高1,355億５百万円と前年同期に比べ53億46百万円（4.1％増）の増

収、営業利益25億94百万円と前年同期に比べ５億６百万円（16.3％減）、経常利益26億43百万円と前年同期に比べ

５億15百万円（16.3％減）、当期純利益は、10億51百万円と前年同期に比べ３億27百万円（23.7％減）の減益にな

りました。

②　事業の種類別セグメントの概況

（倉庫事業）

　倉庫事業は、共同物流や専用物流の受託が増加し売上は堅調に推移し、小口品自動倉庫システム、移動棚および

倉庫作業支援システムを導入するなど、人手不足への対応と物流品質の向上をはかりましたが、デポの再編成や立

上費用などが増加いたしました。

　この結果、倉庫事業収益は、225億18百万円と前年同期に比べ４億99百万円（2.3％増）の増収となり、営業利益

は３億88百万円と前年同期に比べ57百万円（12.8％減）の減益となりました。

（運送事業）

　運送事業は、共同物流や専用物流が伸長し売上は拡大いたしました。一方、成長機能としたキユーソースルー便

は新規の顧客獲得は伸長したものの、物量は低調な推移となりました。また、コスト面では、使用車両削減などに

よるコスト吸収に努めましたものの、燃料価格上昇の影響も受けました。

　この結果、運送事業収益は、999億95百万円と前年同期に比べ32億99百万円（3.4％増）の増収となり、営業利益

は19億91百万円と前年同期に比べ３億95百万円（16.6％減）の減益となりました。

（その他事業）

　その他事業は、燃料販売の増加や子会社のコンビニエンスストアの新規出店が寄与し、売上は堅調に推移したも

のの、燃料仕入価格も上昇し粗利益率は低下いたしました。

　この結果、その他事業収益は、129億90百万円と前年同期に比べ15億47百万円（13.5％増）の増収となり、営業利

益は１億76百万円と前年同期に比べ54百万円（23.7％減）の減益となりました。

③　次期の見通し

　今後の経済情勢につきましては、好調な企業業績が、設備投資や雇用環境の改善と個人消費の拡大に波及し、戦

後最長の景気拡大が続くと予測される一方、原油価格の動向次第では景気拡大の失速が懸念され、予断を許さない

環境で推移するものと思われます。

　食品物流業界におきましては、物流のアウトソーシングニーズは一段と高まり受託の機会が拡がる一方、物流業

者間の価格競争による収受料金低下に加え、人手不足の深刻化、燃料価格の高止まり、環境への取り組みなどのコ

ストの増加が続くと予想され、一段と厳しい経営環境になるものと思われます。

　このような状況のなか、当社グループは、全国輸配送ネットワークと全国約70箇所の拠点の物流機能を活かした

アセット型３ＰＬを推進するとともに、運送・荷役効率の向上および省力化投資による業務コストの低減、物流品
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質の向上、環境負荷軽減への取り組みなどを基本方針とした中期経営計画をスタートさせました。

　中期経営計画の初年度として、アセット型３ＰＬを活かした共同物流やキユーソースルー便の拡大を目指しつつ、

お客様と中長期的な取引関係の構築を推し進め、さらに、倉庫作業支援システムの導入を拡大するなど物流品質や

顧客サービスの向上に努め、倉庫床面積当り売上高の極大化と、幹線輸送力の強化や保管・運送・荷役の効率を向

上させ、一段とコスト競争力を高めてまいります。また、キユーソー会を主な会員としていたＱＴＩＳを外部運送

会社まで会員とする規模の拡大、生鮮商品の日配チルド物流、そして海外展開は、中国での食品物流のネットワー

ク構築に取り組む所存でございます。

　なお、次期業績は、営業収益1,420億円、経常利益31億円、当期純利益13億50百万円と予想しております。

(2）財政状態

①　財政状態の分析

（流動資産）

当連結会計年度における流動資産の残高は、213億64百万円となり、前連結会計年度に比べ１億49百万円増加いたし

ました。主な要因といたしましては、受取手形及び営業未収入金及び有価証券は減少いたしましたが、現金及び預

金が増加したことによるものであります。

（固定資産）

当連結会計年度における固定資産の残高は、360億円となり、前連結会計年度に比べ15億21百万円増加いたしました。

主な要因といたしましては、冷蔵庫増築、車両運搬具の購入等の設備投資および敷金保証金、前払年金費用が増加

したことによるものであります。

（流動負債）

当連結会計年度における流動負債の残高は、241億44百万円となり、前連結会計年度に比べ15億58百万円増加いたし

ました。主な要因といたしましては、未払法人税等は減少いたしましたが、長期借入金を固定負債から流動負債へ

振り替えたことにより短期借入金が増加したこと及び未払金が増加したことによるものであります。

（固定負債）

当連結会計年度における固定負債の残高は、66億74百万円となり、前連結会計年度に比べ８億60百万円減少いたし

ました。主な要因といたしましては、私募債の発行により社債は増加いたしましたが、長期借入金を流動負債へ振

り替えたことによる減少及び退職給付引当金が減少したことによるものであります。

（純資産）

当連結会計年度における純資産の残高は、265億45百万円となり、前連結会計年度に比べ33億95百万円増加いたしま

した。主な要因といたしましては、利益剰余金の増加及び当連結会計年度より少数株主持分が純資産の部に表示さ

れたことによるものであります。

②　キャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度における現金および現金同等物（以下「資金」という。）は、有形固定資産の取得による支出、長

期借入金の返済による支出等の減少要因はあったものの、短期借入金の純増減額が増加したこと、長期借入による収

入及び社債の発行による収入等により、前連結会計年度に比べ４億86百万円増加し、当連結会計年度末には30億95百

万円となりました。

　当連結会計年度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）

　営業活動の結果得られた資金は、前連結会計年度に比べ１億43百万円増加し、35億63百万円となりました。これは

主に、仕入債務の増加額は減少いたしましたが、売上債権の増加額が減少したこと及び法人税等の支払額が減少した

こと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）

　投資活動の結果使用した資金は、前連結会計年度に比べ４億52百万円増加し、30億17百万円となりました。これは

主に、貸付による収入は減少いたしましたが、定期預金の払出による収入がなくなったこと及び無形固定資産の取得

による支出、投資有価証券の取得による支出が増加したこと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）

　財務活動の結果得られた資金は、前連結会計年度に比べ29億78百万円増加し、84百万円となりました。これは主に、

短期借入の純増減額が増加したこと、長期借入による収入及び社債の発行による収入によるものであります。

－ 7 －



　なお、当企業集団のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成18年11月期 平成17年11月期

自己資本比率（％） 41.8 41.6

時価ベースの自己資本比率（％） 35.1 40.0

債務償還年数（年） 2.8 2.8

インタレスト・カバレッジ・レシオ 36.7 25.4

※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

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

１．各指標は、いずれも連結ベースの財務諸表により計算しております。

２．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。

３．営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・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、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すべての負債を対象と

しております。また、利払いについては、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。

(3）事業等のリスク

　当社グループの事業その他に関するリスクについて、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、

以下のようなものがあります。また、ここに記載されたものは当社グループの事業その他に関し、予想される主なリ

スクを具体的に例示したものであり、当社グループに関する全てのリスクではありません。なお、本項において将来

に関する事項が含まれておりますが、当該事項は当連結会計年度末において判断したものです。

１．当社グループの事業内容について

　当社グループは、当連結会計年度末において、当社、連結子会社17社、非連結子会社２社および関連会社２社で

構成され、食品を主体とした物流業務全般にかかるサービスを提供しております。

　当社は、営業、倉庫業務、運送業務の管理全般、ＱＴＩＳ、グループ会社の管理などを主な事業内容としており

ます。運送業務は、当社のグループ会社であるワイエムキユーソー株式会社を核とするキユーソー会の加盟各社に

委託しております。また、荷役業務は株式会社キユーソーエルプランなどが主な委託先となっております。

　当社グループは、運送事業において、多様な顧客ニーズに対応して、特定顧客の専用物流、物流拠点を中心に展

開する積み合わせ方式による共同物流、幹線輸送と中継システムによる全国物流ネットワークのキユーソースルー

便等の輸配送機能を有しており、常温・冷蔵・冷凍など、食品の持つ貨物特性に合わせた輸配送車両により提供し

ております。また、倉庫事業において、全国の主要拠点に普通倉庫（常温・定温）および冷蔵倉庫（冷蔵・冷凍）

を有し、貨物の特性にあった保管機能とロケーション管理による賞味期限日付や在庫の管理、出庫情報の提供など、

入庫から保管・出庫まで、情報処理による一貫した物流システムを提供するほか、顧客の生産・販売活動に付随す

る輸入缶詰の検査、ギフト商品の作成・包装などの物流加工業務を行っております。

２．物流業界を取り巻く環境について 

(1）法的規制について

　①　主要な法的規制について 

　当社グループが属する貨物自動車運送業界および倉庫業界は、貨物自動車運送事業法、貨物利用運送事業法、倉

庫業法等の法的規制を受けており、運送事業や倉庫事業を営むためには国土交通大臣の許可・登録が必要であるほ

か、運賃・料金の届出、輸送安全措置などについても法定されております。

　当社グループは、これらの規制を遵守するためさまざまな取り組みを行っておりますが、将来何らかの事由によ

り処分を受けた場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

　また、過去の法令改正により倉庫業の許可制から登録制への移行、貨物自動車運送事業法および貨物自動車運送

利用法の改正による営業区域規制の撤廃等の規制緩和が行われました。これに伴い、自由競争が促進され、当社グ

ループの業績は影響を受ける可能性があります。

 ②　環境規制・道路交通関連法規の規制強化について

　当社グループが運送事業で使用するディーゼル車両は、環境規制、すなわち、国による自動車ＮＯｘ・ＰＭ法の

対象となります。かかる環境規制に対し、当社グループでは、上記法令における特定地域において使用している車

両について、使用期限に沿った代替を順次、進めました。
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　また、道路運送車両の保安基準の一部改正により、大型貨物自動車への速度抑制装置が義務付けられております。

トラックの種類や初年度登録により装着終了期限が異なりますが、当連結会計年度末時点で、全てのトラックが装

着を終えております。速度抑制装置装着に伴い、現在の輸送・配送の体系を組み直し、場合によっては見直しに伴

う設備投資を行う可能性があります。

　平成18年６月１日、「道路交通法の一部を改正する法律」が施行され、違法駐車対策が強化されております。当

社グループといたしましては、必要に応じて、①駐車場を利用する、②４ｔ車・２ｔ車が駐車できない地域につい

ては、軽車両に積み替えた上で配送する等の対策を行っております。これにより、運送効率が低下しコストが上昇

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）競争の激化について

　当社グループが属する物流業界においては、消費低迷による貨物の減少、企業による在庫圧縮・物流の見直し等

により競争が激化しております。当社グループにおきましては、コスト低減による価格競争力の強化に取り組むと

ともに、物流情報システムおよび物流技術を駆使することで顧客満足度の一段の向上を図り、既存顧客との取引拡

大および新規顧客の開拓を推進しております。しかしながら、このような競争激化がもたらす価格低下や貨物量の

減少等が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）コストの増加要因について 

　当社グループは、物流の広域化や一貫した物流体制の構築等の顧客ニーズの高まりに対応するため、物流拠点の

整備、車両運搬具の新規取得を中心に設備投資を実施しており、また、これらに伴い必要となる要員の確保・手配

を行っております。

　当社グループでは、運送センターによる配車効率の改善、再寄託貨物の集約による委託費用や引取り運送費等削

減、作業の効率化等によるローコストオペレーションの実施等によりコストの削減に努めておりますが、設備投資

負担の増加、労務費の増加等によ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。

　また、運送事業を営むにあたり燃料の使用が不可欠となっておりますが、世界的な原油価格の高騰により、燃料

価格も高価格を維持していることから、コスト増の要因となっております。そこで、当社グループは、軽油のヘッ

ジ取引等の燃料価格の上昇を転嫁する取組みを行っております。しかしながら、世界の石油情勢の変動によりさら

に燃料価格が高騰した場合や現在の高価格水準を維持する場合には、収益を悪化させ当社の業績は影響を受ける可

能性があります。

(4）海外事業リスクについて

　当社グループは、中国で事業活動を開始いたしましたが、海外進出には、①予期できない法律または規制の変更、

②事業活動に不利な政治または経済要因の発生、③未整備な社会インフラによる影響、④税制等の変更、⑤戦争、

テロ、伝染病、その他の要因による社会的混乱などのリスクが内在しており、これらにより当社グループの業績は

影響を受ける可能性があります。

３．食品、小売業界および外食業界への依存度が高いことについて 

　当社グループは、共同配送を行うために食品物流業務に特化し発展を遂げました。その結果、顧客が食品、小売

業界および外食業界に偏重しております。このように当社グループが特定の業界に強く依存していることは、他社

との競争をより熾烈なものとし、さらに、顧客の要請に応じて、値下げを行う可能性を高める要因となる可能性が

あります。また、当社グループの業績は、食品、小売業界および外食業界の動向から影響を受けやすく、現在でも

食料品の価格低下や外食業界の不振により顧客からの値下げ要請が強まっているほか、特定顧客の売上減少や万が

一の不祥事の発生等により貨物量が減少した場合には、当社グループの業績は影響を受ける可能性があります。

　このほか、食品物流においては、貨物の特性上、低温物流（冷凍・冷蔵）が中心であり、かつ、厳しい物流品質

管理が求められております。当社グループにおいても、物流品質管理を重要な経営課題として掲げており、そのた

めの設備投資等を継続的に実施しておりますが、万が一、品質上の問題が生じた場合には、当社グループの業績に

影響を及ぼす可能性があります。

４．親会社であるキユーピー株式会社等との取引関係について

　当社はキユーピー株式会社の連結子会社であり、同社を中心とする企業集団に属しております。また、当社グルー

プの営業収益の同社への依存度は、平成16年11月期において11.1％、平成17年11月期において10.8％、平成18年11

月期において10.4％となっており、同社は当社グループの最大の販売先となっており、同社の貨物量が減少した場

合は当社グループの業績は影響を受ける可能性があります。
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４．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

前連結会計年度
（平成17年11月30日）

当連結会計年度
（平成18年11月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

１．現金及び預金  2,609 3,095 486

２．受取手形及び営業未収
入金

＊４ 16,906 16,554 △351

３．有価証券 27 8 △18

４．たな卸資産 180 202 22

５．前払費用 527 582 55

６．繰延税金資産 406 450 44

７．その他の流動資産 592 504 △87

８．貸倒引当金 △35 △35 0

流動資産合計 21,214 38.1 21,364 37.3 149

Ⅱ　固定資産  

１．有形固定資産  

(1)建物及び構築物 ＊１ 18,716 20,117  

減価償却累計額 11,092 7,624 11,739 8,378 753

(2)機械装置及び運搬具 ＊１ 15,793 16,489  

減価償却累計額 12,390 3,402 12,667 3,822 419

(3)工具器具及び備品 1,112 1,205  

減価償却累計額 933 178 941 264 86

(4)土地 ＊１ 14,874 14,874 －

(5)建設仮勘定 926 431 △494

有形固定資産合計 27,006 48.5 27,771 48.4 765

２．無形固定資産 323 0.6 584 1.0 260

３．投資その他の資産  

(1)投資有価証券 ＊３ 1,580 1,622 42

(2)長期貸付金 224 241 17

(3)長期前払費用 130 544 413

(4)繰延税金資産 434 168 △265

(5)敷金保証金 3,486 3,827 341

(6)その他の投資その他
の資産

1,375 1,302 △72

(7)貸倒引当金 △82 △61 20

投資その他の資産合計 7,149 12.8 7,644 13.3 495

固定資産合計 34,478 61.9 36,000 62.7 1,521

資産合計 55,693 100.0 57,364 100.0 1,671
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前連結会計年度
（平成17年11月30日）

当連結会計年度
（平成18年11月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１．支払手形及び営業未払
金

12,680 12,202 △478

２．短期借入金 ＊１ 5,018 6,116 1,098

３．未払金  1,721 2,599 878

４．未払費用 1,270 1,526 256

５．未払法人税等 575 300 △275

６．賞与引当金 550 598 48

７．設備関係支払手形 161 125 △35

８．役員賞与引当金 － 34 34

９．その他の流動負債 607 640 32

流動負債合計 22,585 40.6 24,144 42.1 1,558

Ⅱ　固定負債  

１．社債  － 500 500

２．長期借入金 ＊１ 4,431 3,384 △1,046

３．設備関係未払金 241 100 △140

４．退職給付引当金 1,242 1,016 △225

５．役員退任慰労引当金 762 750 △12

６．預り保証金 801 786 △15

７．連結調整勘定 55 136 80

固定負債合計 7,535 13.5 6,674 11.6 △860

負債合計 30,120 54.1 30,819 53.7 698

 

（少数株主持分）  

少数株主持分 2,422 4.3 － － △2,422

 

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 ＊５ 4,063 7.3 － － △4,063

Ⅱ　資本剰余金 4,209 7.6 － － △4,209

Ⅲ　利益剰余金 14,620 26.3 － － △14,620

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

285 0.5 － － △285

Ⅴ　自己株式 ＊６ △28 △0.1 － － 28

資本合計 23,150 41.6 － － △23,150

負債、少数株主持分及び
資本合計

55,693 100.0 － － △55,693
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前連結会計年度
（平成17年11月30日）

当連結会計年度
（平成18年11月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   － －  4,063 7.1 4,063

２．資本剰余金   － －  4,209 7.4 4,209

３．利益剰余金   － －  15,439 26.9 15,439

４．自己株式   － －  △11 △0.0 △11

　　株主資本合計   － －  23,701 41.4 23,701

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  － －  235 0.4 235

２．繰延ヘッジ損益   － －  15 0.0 15

　　評価・換算差額等合計   － －  250 0.4 250

Ⅲ　少数株主持分   － －  2,593 4.5 2,593

純資産合計   － －  26,545 46.3 26,545

負債純資産合計   － －  57,364 100.0 57,364
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(2）連結損益計算書

前連結会計年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅰ　営業収益 130,158 100.0 135,505 100.0 5,346

Ⅱ　営業原価 123,932 95.2 129,643 95.7 5,710

営業総利益 6,226 4.8 5,861 4.3 △364

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ＊１ 3,125 2.4 3,267 2.4 142

営業利益 3,100 2.4 2,594 1.9 △506

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息 4 4  

２．受取配当金 21 25  

３．受取賃貸料 60 59  

４．持分法による投資利益 6 3  

５．排ガス規制助成金 4 16  

６．保険金収入 45 7  

７．養老保険解約差益 － 24  

８．その他の営業外収益 128 271 0.2 93 234 0.2 △37

Ⅴ　営業外費用  

１．支払利息 136 101  

２．貸与設備諸費用 59 52  

３．その他の営業外費用 15 212 0.2 30 184 0.1 △28

経常利益 3,159 2.4 2,643 2.0 △515

Ⅵ　特別利益  

１．固定資産売却益 ＊２ 52 27  

２．投資有価証券売却益 101 17  

３．ゴルフ会員権償還益 21 －  

４．貸倒引当金戻入額 － 28  

５．ゴルフ会員権売却益 － 175 0.1 4 77 0.1 △97

 

－ 13 －



前連結会計年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅶ　特別損失  

１．固定資産売却損及び除
却損

＊3,4 92 209  

２．投資有価証券売却損 0 －  

３．役員退任慰労金 9 1  

４．退職給付会計基準変更
時差異

384 －  

５．ゴルフ会員権評価損 9 3  

６．リース中途解約違約金 － 495 0.3 13 228 0.2 △266

税金等調整前当期純利
益

2,839 2.2 2,493 1.9 △346

法人税、住民税及び事
業税

1,212 899  

法人税等調整額 28 1,241 0.9 288 1,188 0.9 △53

少数株主利益 219 0.2 253 0.2 34

当期純利益 1,378 1.1 1,051 0.8 △327
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(3）連結剰余金計算書

前連結会計年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 4,209

Ⅱ　資本剰余金期末残高 4,209

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 13,515

Ⅱ　利益剰余金増加高

１．当期純利益 1,378 1,378

Ⅲ　利益剰余金減少高

１．配当金 219

２．役員賞与 53

３．自己株式処分差損 1 274

Ⅳ　利益剰余金期末残高 14,620

－ 15 －



(4）連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（自平成17年12月１日　至平成18年11月30日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成17年11月30日　残高（百万円） 4,063 4,209 14,620 △28 22,864

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（百万円） － － △202 － △202

利益処分による役員賞与（百万円） － － △67 － △67

当期純利益（百万円） － － 1,051 － 1,051

自己株式の処分（百万円） － － △0 17 17

自己株式の取得（百万円） － － － △0 △0

連結子会社の決算期変更に伴う利益剰

余金の増加額（百万円）
－ － 39 － 39

株主資本以外の項目の連結会計年度中

の変動額（純額）（百万円）
－ － － － －

連結会計年度中の変動額合計

（百万円）
－ － 819 17 837

平成18年11月30日　残高

（百万円）
4,063 4,209 15,439 △11 23,701

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
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

平成17年11月30日　残高（百万円） 285 － 285 2,422 25,572

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（百万円） － － － － △202

利益処分による役員賞与（百万円） － － － － △67

当期純利益（百万円） － － － － 1,051

自己株式の処分（百万円） － － － － 17

自己株式の取得（百万円） － － － － △0

連結子会社の決算期変更に伴う利益剰

余金の増加額（百万円）
－ － － － 39

株主資本以外の項目の連結会計年度中

の変動額（純額）（百万円）
△50 15 △35 170 135

連結会計年度中の変動額合計

（百万円）
△50 15 △35 170 972

平成18年11月30日　残高

（百万円）
235 15 250 2,593 26,545
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(5）連結キャッシュ・フロー計算書

前連結会計年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・
フロー

 

税金等調整前当期純利益 2,839 2,493 △346

減価償却費 2,061 2,168 107

貸倒引当金の増加額（△減
少額）

9 △33 △42

賞与引当金の増加額（△減
少額）

△31 7 38

退職給付引当金の増加額（△
減少額）

11 △229 △241

役員退任慰労引当金の増加
額（△減少額）

57 △15 △73

受取利息及び受取配当金 △26 △30 △4

支払利息 136 101 △35

持分法による投資利益 △6 △3 3

投資有価証券売却益 △101 △17 84

投資有価証券売却損 0 － △0

有形固定資産売却損益 △41 △14 27

有形固定資産除却損 81 196 115

ゴルフ会員権償還益 △21 － 21

ゴルフ会員権評価損 9 3 △5

役員賞与の支払額 △53 △67 △14

役員賞与引当金の増加額 － 34 34

売上債権の増加額 △1,094 △94 1,000

たな卸資産の増加額 △11 △27 △16

仕入債務の増加額 1,673 579 △1,094

その他 △406 △322 83

　小計 5,086 4,727 △359

利息及び配当金の受取額 10 46 36

利息の支払額 △134 △97 37

法人税等の支払額 △1,542 △1,112 429

営業活動によるキャッシュ・
フロー

3,419 3,563 143
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前連結会計年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・
フロー

 

定期預金の預入による支出 △150 － 150

定期預金の払出による収入 279 － △279

有形固定資産の取得による
支出

△2,766 △2,636 129

有形固定資産の売却による
収入

87 65 △21

無形固定資産の取得による
支出

△143 △376 △232

投資有価証券の取得による
支出

△73 △194 △121

投資有価証券の売却による
収入

221 142 △79

貸付による支出 △290 △66 223

貸付金の回収による収入 131 56 △74

連結範囲の変更を伴う子会
社株式の取得による収入 

＊２ 116 － △116

その他 21 △9 △30

投資活動によるキャッシュ・
フロー

△2,565 △3,017 △452

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・
フロー

 

短期借入の純増減額 △1,422 150 1,572

長期借入による収入 550 1,900 1,350

長期借入金の返済による支
出

△1,977 △2,042 △64

社債の発行による収入 － 500 500

割賦未払金の返済による支
出

－ △257 △257

少数株主への株式の発行に
よる収入

12 45 33

自己株式の売却による収入 183 17 △165

自己株式の取得による支出 △0 △0 △0

配当金の支払額 △219 △202 16

少数株主への配当金の支払
額

△19 △25 △5

財務活動によるキャッシュ・
フロー

△2,894 84 2,978

 

－ 18 －



前連結会計年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額
（△減少額）

△2,039 629 2,669

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残
高

4,649 2,609 △2,039

Ⅵ　連結子会社の決算期変更によ
る現金及び現金同等物の減少
額

－ △143 △143

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残
高

＊１ 2,609 3,095 486
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前連結会計年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

１．連結の範囲に関する事項 １．連結の範囲に関する事項

(1）当該連結子会社は次の16社であります。 (1）当該連結子会社は次の17社であります。

１．ワイエムキユーソー株式会社 １．ワイエムキユーソー株式会社

２．株式会社エスワイプロモーション ２．株式会社エスワイプロモーション

３．キユーソーサービス株式会社 ３．キユーソーサービス株式会社

４．株式会社キユーソーエルプラン ４．株式会社キユーソーエルプラン

５．株式会社エルプラン東日本 ５．株式会社エルプラン東日本

６．株式会社エルプラン関東 ６．株式会社エルプラン関東

７．株式会社エルプラン東海 ７．株式会社エルプラン東海

８．株式会社エルプラン西日本 ８．株式会社エルプラン西日本

９．株式会社エルプラン九州 ９．株式会社エルプラン九州

10．ケイ物流株式会社 10．ケイ物流株式会社

11. 株式会社キユーピー流通システム 11. 株式会社キユーピー流通システム

12. エム物流株式会社 12. エム物流株式会社

13. 株式会社サンエー物流 13. 株式会社サンエー物流

14．株式会社サンファミリー 14．株式会社サンファミリー

15．大阪サンエー物流株式会社 15．大阪サンエー物流株式会社 

16．ワイシステム株式会社 16．ワイシステム株式会社

 17．上海丘寿儲運有限公司

平成16年12月１日付で、キユーソー荷役株式会社は

株式会社キユーソーエルプランに、ゴカ・キユー

ソー株式会社は株式会社エルプラン東日本に、関東

キユーソー株式会社は株式会社エルプラン関東に、

コロモ・キユーソー株式会社は株式会社エルプラン

東海に、神戸合同キユーソー株式会社は株式会社エ

ルプラン西日本に、トス・キユーソー株式会社は株

式会社エルプラン九州に、それぞれ社名変更をして

おります。

ワイシステム株式会社は、平成16年12月20日付で株

式を取得し、子会社化したことにより、当連結会計

年度から連結の範囲に含めております。また、ケイ

物流株式会社は、平成17年３月19日付新規設立によ

り当連結会計年度から連結の範囲に含めております。

上海丘寿儲運有限公司は、平成18年９月26日付新規

設立により当連結会計年度から連結の範囲に含めて

おります。

 

(2）主要な非連結子会社の名称等

あさと物流株式会社

(2）主要な非連結子会社の名称等

あさと物流株式会社

ワイエムローディング株式会社

（連結の範囲から除いた理由）

総資産、売上高、当期純損益および利益剰余金等

がいずれも小規模であり連結財務諸表に重要な影

響を与えておりませんので、連結の範囲から除外

しております。

（連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社２社については、総資産、売上高、

当期純損益および利益剰余金等がいずれも小規模

であり連結財務諸表に重要な影響を与えておりま

せんので、連結の範囲から除外しております。な

お、ワイエムローディング株式会社は、平成18年

３月１日付で新規設立した子会社であります。
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前連結会計年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

２．持分法の適用に関する事項

(1）関連会社３社のうち中通倉庫株式会社に対する投資

について持分法を適用しております。

持分法を適用していないＫＲＳロジスティクス株式

会社、株式会社エルシーシーについては、当期純損

益および利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、

かつ全体としても重要な影響を及ぼしていないため、

原価法により評価しております。

２．持分法の適用に関する事項

(1）関連会社２社のうち中通倉庫株式会社に対する投資

について持分法を適用しております。

持分法を適用していないＫＲＳロジスティクス株式

会社については、当期純損益および利益剰余金等に

及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要な

影響を及ぼしていないため、原価法により評価して

おります。なお、前連結会計年度まで関連会社であ

りました株式会社エルシーシーは、当連結会計年度

において清算されたため、関連会社から除外してお

ります。

(2) 中通倉庫株式会社の決算期は３月となっております

が、連結決算日現在で実施した仮決算に基づいた財

務諸表を使用しております。

(2) 前連結会計年度に同じであります。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日はすべて９月30日であります。

連結財務諸表の作成に当たっては、同決算日現在の財

務諸表を使用しておりますが、連結決算日との間に生

じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っ

ております。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうちワイエムキユーソー株式会社、株式

会社エスワイプロモーションの決算日は、連結決算日

と一致しておりますが、上海丘寿儲運有限公司の決算

日は12月31日、その他の連結子会社の決算日はすべて

９月30日であります。連結財務諸表の作成に当たって、

上海丘寿儲運有限公司については連結決算日現在で実

施した仮決算に基づく財務諸表を使用しておりますが、

その他の連結子会社については同決算日現在の財務諸

表を使用しております。ただし、連結決算日との間に

生じた重要な取引については、連結上必要な調整を

行っております。

なお、当連結会計年度においてワイエムキユーソー株

式会社、株式会社エスワイプロモーションの決算日を

９月30日から11月30日に変更しており、決算期変更に

伴う損益は連結株主資本等変動計算書において必要な

調整を行っております。

４．会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準および評価方法

(イ)有価証券

満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）を採用しております。

４．会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準および評価方法

(イ)有価証券

満期保有目的の債券

前連結会計年度に同じであります。

その他有価証券

時価のあるもの

期末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

動平均法に基づき算出しております。）で評価

しております。

その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額

は全部純資産直入法により処理し、売却原価は

移動平均法に基づき算出しております。）で評

価しております。

時価のないもの

移動平均法に基づく原価法で評価しております。

時価のないもの

前連結会計年度に同じであります。

(ロ)デリバティブ

時価法で評価しております。

(ロ)デリバティブ

前連結会計年度に同じであります。

(ハ)たな卸資産

主として移動平均法に基づく原価法で評価してお

ります。

(ハ)たな卸資産

前連結会計年度に同じであります。
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前連結会計年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

(イ)有形固定資産

定率法を採用しております。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)

および船舶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、建物及び構築物が２～50

年、機械装置及び運搬具が２～15年、工具器具及

び備品が２～20年であります。

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

(イ)有形固定資産

定率法を採用しております。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)

および船舶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、建物及び構築物が３～50

年、機械装置及び運搬具が２～15年、工具器具及

び備品が２～20年であります。

(ロ)無形固定資産

定額法を採用しております。なお、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。

(ロ)無形固定資産

前連結会計年度に同じであります。

(3）　　　　　  ──────

 

(3）重要な繰延資産の処理方法

社債発行費は、支出時に全額費用として処理しており

ます。 

(4）重要な引当金の計上基準

(イ)貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、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。

(4）重要な引当金の計上基準

(イ)貸倒引当金

前連結会計年度に同じであります。

(ロ)賞与引当金

連結子会社は従業員賞与の支給に充てるため、支

給見込額を計上しております。

(ロ)賞与引当金

前連結会計年度に同じであります。

(ハ)　　　　　──────

 

(ハ)役員賞与引当金

役員に対する賞与の支払に備えて、役員賞与支給

見込額を計上しております。

（会計方針の変更）

会計方針の変更については、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に記載してお

ります。

(ニ)退職給付引当金

当社および連結子会社12社は、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

付債務および年金資産の見込額に基づき、当連結

会計年度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。なお、会計基準変更時差異

については、５年による均等額を費用処理してお

ります。また、過去勤務債務は、各連結会計年度

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（10～13年）による定額法により按

分した額を費用処理しております。数理計算上の

差異は、各連結会計年度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（10～13

年）による定額法により按分した額を発生の翌連

結会計年度から費用処理しております。

(ニ)退職給付引当金

当社および連結子会社12社は、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

付債務および年金資産の見込額に基づき、当連結

会計年度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。なお、過去勤務債務は、各

連結会計年度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（10～13年）による定

額法により按分した額を費用処理しております。

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時に

おける従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（10～13年）による定額法により按分した額を

発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
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前連結会計年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

(ホ)役員退任慰労引当金

当社および連結子会社15社は、役員退任慰労金の

支払いに備えるため、内規に基づく期末要支給額

を計上しております。

(ホ)役員退任慰労引当金

前連結会計年度に同じであります。

(5）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。

(5）重要なリース取引の処理方法

前連結会計年度に同じであります。

(6）重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。

なお、金利スワップについては特例処理の要件を

満たしているため、特例処理を採用しております。

②ヘッジ手段とヘッジ対象

当連結会計年度にヘッジ会計を適用したヘッジ対

象とヘッジ手段は以下のとおりであります。

（ヘッジ手段） （ヘッジ対象）

　原油スワップ 　軽油、重油の予定購入取引

　金利スワップ 　借入金の利息

③ヘッジ方針 

主として社内規定に基づき、ヘッジ対象に係る市

場価格変動リスクを一定の範囲内でヘッジしてお

ります。

また、将来予想される金利変動リスクを回避する

目的で金利スワップを行っております。

④ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計を半期

ごとに比較し、ヘッジ有効性を評価しておりま

す。 

ただし、金利スワップについては特例処理の要件

を満たしているため、有効性の評価は行っており

ません。

(6）重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

前連結会計年度に同じであります。

 

 

 

②ヘッジ手段とヘッジ対象

当連結会計年度にヘッジ会計を適用したヘッジ対

象とヘッジ手段は以下のとおりであります。

（ヘッジ手段） （ヘッジ対象）

　原油スワップ等　軽油、重油の予定購入取引

　金利スワップ 　借入金の利息

③ヘッジ方針 

前連結会計年度に同じであります。

 

 

 

 

④ヘッジ有効性評価の方法 

前連結会計年度に同じであります。

(7）その他財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

(7）その他財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

前連結会計年度に同じであります。

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

連結子会社の資産および負債の評価方法は、全面時価

評価法を採用しております。

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

前連結会計年度に同じであります。

６．連結調整勘定の償却に関する事項

連結調整勘定の償却については、子会社投資ごとに投

資効果の発現する期間で均等償却しております。ただ

し、金額が僅少なものについては発生年度に一括償却

しております。

６．連結調整勘定の償却に関する事項

前連結会計年度に同じであります。

７．利益処分項目等の取扱いに関する事項

連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分について、

連結会計年度中に確定した利益処分に基づいて作成し

ております。

７．              ──────
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前連結会計年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

８．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および容易に換金可

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。

８．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

前連結会計年度に同じであります。
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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

前連結会計年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

１．　　　　　　　 ──────

 

１．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））および「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。

なお、資産のグルーピングの方法は主としてキャッシュ・

フローを生み出す事業部を基礎とし、相互補完性に基づ

いた一定の地域等をグルーピングの単位としております。

また、連結子会社については主として各社を一つの単位

としてグルーピングを行っております。

２．　　　　　　　 ──────

 

２．役員賞与に関する会計基準

当連結会計年度より、「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。

この結果、販売費及び一般管理費が114百万円増加し、営

業利益、経常利益および税金等調整前当期純利益が同額

減少しております。

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載

しております。

３．　　　　　　　 ──────

 

３．貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

当連結会計年度より、「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）および「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23,936百万円で

あります。

なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度

における連結貸借対照表の純資産の部については、改正

後の連結財務諸表規則により作成しております。

－ 25 －



追加情報

前連結会計年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

１．法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書の

表示方法

「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律第９

号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月１日以

後に開始する連結会計年度より外形標準課税制度が導入さ

れたことにともない、当連結会計年度から「法人事業税に

おける外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての

実務上の取扱い」（平成16年２月13日　企業会計基準委員

会　実務対応報告第12号）にしたがい、法人事業税の付加

価値割および資本割については、販売費及び一般管理費に

計上しております。

その結果、販売費及び一般管理費が51百万円増加し、営業

利益、経常利益および税金等調整前当期純利益が同額減少

しております。

１．　　　　　　　 ──────
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成17年11月30日）

当連結会計年度
（平成18年11月30日）

＊１．担保に供されている資産および対応する債務は次の

とおりであります。

＊１．担保に供されている資産および対応する債務は次の

とおりであります。

担保に供されている資産 対応する債務

科目
金額

（百万円）
科目

金額
（百万円）

土地 4,892 短期借入金 1,788

建物及び構築
物

1,826 長期借入金 3,204

機械装置及び
運搬具

98   

計 6,817 計 4,992

担保に供されている資産 対応する債務

科目
金額

（百万円）
科目

金額
（百万円）

土地 4,758 短期借入金 2,643

建物及び構築
物

2,563 長期借入金 2,776

機械装置及び
運搬具

48   

計 7,369 計 5,420

　２．偶発債務

保証債務

連結会社以外の会社の金融機関からの借入債務に対

するものであります。

　２．偶発債務

保証債務

連結会社以外の会社の金融機関からの借入債務に対

するものであります。

㈱カナエフーズ 72百万円 ㈱カナエフーズ 37百万円

＊３．非連結子会社および関連会社項目

非連結子会社および関連会社に対する投資は、次の

とおりであります。

＊３．非連結子会社および関連会社項目

非連結子会社および関連会社に対する投資は、次の

とおりであります。

投資有価証券（株式） 145百万円 投資有価証券（株式） 143百万円

＊４．売上債権の流動化

当連結会計年度末の金額は次のとおりであります。

＊４．売上債権の流動化

当連結会計年度末の金額は次のとおりであります。

営業未収入金譲渡額 700百万円

受取手形譲渡額 110百万円

営業未収入金譲渡額    650百万円

受取手形譲渡額    100百万円

＊５．発行済株式総数 ＊５．             ──────

普通株式 12,677,900株   

＊６．自己株式数 ＊６．             ──────

普通株式 20,728株   

　７．貸出コミットメント契約

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため主要取

引金融機関と貸出コミットメント契約を締結してお

ります。なお、貸出コミットメントの総額及び当連

結会計年度の借入未実行残高は、5,000百万円であ

ります。

　７．貸出コミットメント契約

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため主要取

引金融機関と貸出コミットメント契約を締結してお

ります。なお、貸出コミットメントの総額及び当連

結会計年度の借入未実行残高は、6,000百万円であ

ります。
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

＊１．「販売費及び一般管理費」のうち、主要な費目およ

び金額は次のとおりであります。

＊１．「販売費及び一般管理費」のうち、主要な費目およ

び金額は次のとおりであります。

減価償却費   24百万円

給与    884百万円

賞与    171百万円

役員報酬    563百万円

役員退任慰労引当金繰入額   166百万円

退職給付費用    51百万円

法定福利費    154百万円

事務用消耗品費   22百万円

減価償却費     25百万円

給与       922百万円

賞与       175百万円

役員報酬       582百万円

役員賞与     114百万円

役員退任慰労引当金繰入額      96百万円

退職給付費用      27百万円

法定福利費       193百万円

＊２．固定資産売却益の内訳は、下記のとおりであります。＊２．固定資産売却益の内訳は、下記のとおりであります。

機械装置及び運搬具   52百万円 機械装置及び運搬具   27百万円

＊３．固定資産売却損の内訳は、下記のとおりであります。＊３．固定資産売却損の内訳は、下記のとおりであります。

機械装置及び運搬具   10百万円 機械装置及び運搬具 12百万円

＊４．固定資産除却損の内訳は、下記のとおりであります。＊４．固定資産除却損の内訳は、下記のとおりであります。

建物及び構築物   52百万円

機械装置及び運搬具   28百万円

工具器具及び備品等  1百万円

計   81百万円

建物及び構築物 153百万円

機械装置及び運搬具     37百万円

工具器具及び備品等   5百万円

計     196百万円
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（連結株主資本等変動計算書関係）

当連結会計年度（自平成17年12月１日　至平成18年11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）

当連結会計年度

　増加株式数（株）

当連結会計年度

　減少株式数（株）

当連結会計年度末

株式数（株）

 発行済株式     

 　　普通株式 12,677,900 － － 12,677,900

 合計 12,677,900 － － 12,677,900

 自己株式     

 　　普通株式（注）１，２ 20,728 290 13,100 7,918

 合計 20,728 290 13,100 7,918

　（注）１．普通株式の自己株式の増加290株は、単元未満株式の買取によるものであります。

 ２．普通株式の自己株式の減少13,100株は、ストックオプション制度権利行使による減少であります。

 

２．配当金に関する事項

（１）配当金支払額

 決議  株式の種類
配当金の総額

（百万円） 

１株当たり

配当額（円）
 基準日 効力発生日

平成18年２月21日

 定時株主総会
普通株式 101 8.0 平成17年11月30日 平成18年２月22日 

平成18年７月10日

 取締役会
普通株式 101 8.0 平成18年５月31日 平成18年８月７日 

 

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

         平成19年２月22日開催の定時株主総会に、次のとおり付議いたします。

決議予定
株式の

種類

配当金の総額（百

万円）
配当の原資

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

平成19年２月22日

定時株主総会
普通株式 101 利益剰余金 8.0 平成18年11月30日 平成19年２月23日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

＊１．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

＊１．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17年11月30日現在） （平成18年11月30日現在）

現金及び預金勘定      2,609百万円

現金及び現金同等物  2,609百万円

現金及び預金勘定      3,095百万円

現金及び現金同等物      3,095百万円

＊２．株式の取得により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の内訳

　　　株式の取得により新たにワイシステム㈱を連結した

ことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに

ワイシステム㈱株式の取得価額とワイシステム㈱取

得による収入（純額）との関係は次のとおりであり

ます。

流動資産 　　726百万円

固定資産 　　175百万円

連結調整勘定 △5百万円

流動負債 △476百万円

固定負債 △290百万円

ワイシステム㈱株式の取得価額 130百万円

ワイシステム㈱現金及び現金同等物 246百万円

差引：ワイシステム㈱取得による収入 116百万円

＊２．             ──────
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①　リース取引

前連結会計年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

１．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．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

取得価額
相当額
（百万円）

減価償却
累計額相
当額
（百万円）

期末残高
相当額
（百万円）

機械装置及び
運搬具

6,200 2,352 3,848

工具器具及び
備品等

4,980 2,290 2,690

合計 11,181 4,643 6,538

取得価額
相当額
（百万円）

減価償却
累計額相
当額
（百万円）

期末残高
相当額
（百万円）

機械装置及び
運搬具

7,398 3,061 4,337

工具器具及び
備品等

6,331 2,824 3,506

合計 13,729 5,885 7,844

(2)未経過リース料期末残高相当額 (2)未経過リース料期末残高相当額等

   未経過リース料期末残高相当額

１年内      2,118百万円

１年超 4,299百万円

合計      6,417百万円

１年内      2,530百万円

１年超 5,260百万円

合計      7,791百万円

(3)支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

(3)支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料      2,283百万円

減価償却費相当額  2,185百万円

支払利息相当額   92百万円

支払リース料         2,516百万円

減価償却費相当額 2,344百万円

支払利息相当額 122百万円

(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

前連結会計年度に同じであります。

(5)利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。

(5)利息相当額の算定方法

前連結会計年度に同じであります。

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料 未経過リース料

１年内 66百万円

１年超   132百万円

合計    199百万円

１年内   44百万円

１年超 49百万円

合計 93百万円
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②　有価証券

前連結会計年度

１　その他有価証券で時価のあるもの（平成17年11月30日現在）

種類 取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上
額（百万円）

差額（百万円）

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えるも

の

(1）株式 646 1,158 511

(2）債券

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 21 29 7

小計 667 1,187 519

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えない

もの

(1）株式 35 30 △5

(2）債券

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 35 30 △5

合計 703 1,217 513

　（注）　減損処理にあたっては、連結会計年度末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合に減損処理を行っ

ております。

２　当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自平成16年12月１日　至平成17年11月30日）

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

221 101 0

３　時価評価されていない主な有価証券の内容（平成17年11月30日現在）

種類 連結貸借対照表計上額（百万円）

(1）満期保有目的の債券

割引金融債 27

(2）子会社株式および関連会社株式 145

(3）その他有価証券

非上場株式 217

貸付信託の受益証券 －
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４　その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額（平成17年11月30日現在）

種類 １年以内（百万円）
１年超５年以内
（百万円）

５年超10年以内
（百万円）

10年超（百万円）

債券

割引金融債 27 － － －

当連結会計年度

１　その他有価証券で時価のあるもの（平成18年11月30日現在）

種類 取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上
額（百万円）

差額（百万円）

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えるも

の

(1）株式 619 1,070 450

(2）債券

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 619 1,070 450

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えない

もの

(1）株式 131 109 △21

(2）債券

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 22 21 △0

小計 153 131 △22

合計 773 1,201 428

　（注）　減損処理にあたっては、連結会計年度末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合に減損処理を行っ

ております。

２　当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自平成17年12月１日　至平成18年11月30日）

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

142 17 －
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３　時価評価されていない主な有価証券の内容（平成18年11月30日現在）

種類 連結貸借対照表計上額（百万円）

(1）満期保有目的の債券

割引金融債 8

(2）子会社株式および関連会社株式 143

(3）その他有価証券

非上場株式 277

貸付信託の受益証券 －

４　その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額（平成18年11月30日現在）

種類 １年以内（百万円）
１年超５年以内
（百万円）

５年超10年以内
（百万円）

10年超（百万円）

債券

割引金融債 8 － － －
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③　デリバティブ取引

１．取引の状況に関する事項

前連結会計年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

(1)取引内容及び利用目的

当社グループは、将来の金利変動リスクを一定の範囲

内に抑える目的で、変動金利受取・固定金利支払の金

利スワップを利用しております。また、商品関連では

軽油、重油の予定購入取引について、市場価格の変動

リスクを回避する目的で原油スワップを利用しており

ます。

(1)取引内容及び利用目的

当社グループは、将来の金利変動リスクを一定の範囲

内に抑える目的で、変動金利受取・固定金利支払の金

利スワップを利用しております。また、商品関連では

軽油、重油の予定購入取引について、市場価格の変動

リスクを回避する目的で原油スワップ等を利用してお

ります。

(2)取引に関する取組方針

当社グループは、借入金より必然的に生じる金利リス

クを効率的に管理して、将来の金利リスクおよび金利

コストを合理的に軽減する目的でデリバティブ取引を、

商品関連では軽油、重油の市場価格変動リスクを回避

する目的でデリバティブ取引を利用しており、投機目

的の取引は行わない方針であります。

(2)取引に関する取組方針

前連結会計年度に同じであります。

(3)取引に係るリスクの内容

当社グループの利用している金利スワップ取引は市場

金利の変動によるリスクを有しております。また、原

油スワップは市場価格の変動によるリスクを有してお

ります。なお、金利スワップ取引および原油スワップ

取引とも信用度の高い大手金融機関を取引相手として

おり信用リスクはほとんどないものと判断しておりま

す。

(3)取引に係るリスクの内容

当社グループの利用している金利スワップ取引は市場

金利の変動によるリスクを有しております。また、原

油スワップ等は市場価格の変動によるリスクを有して

おります。なお、金利スワップ取引および原油スワッ

プ等取引とも信用度の高い大手金融機関を取引相手と

しており信用リスクはほとんどないものと判断してお

ります。

(4)取引に係るリスク管理体制

管理は当社の財務部にて行っておりますが、契約の締

結においては取締役会の承認を得て実施しており、取

引の結果に関しては適時取締役会に報告されておりま

す。

(4)取引に係るリスク管理体制

前連結会計年度に同じであります。

(5)取引の時価等に関する事項についての補足説明

次の「取引の時価等に関する事項」における「契約額

等」は、あくまでもデリバティブ取引における計算上

の想定元本であり、当該金額は、デリバティブ取引に

係る市場リスクまたは信用リスクを表したものではあ

りません。

(5)取引の時価等に関する事項についての補足説明

前連結会計年度に同じであります。
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２．取引の時価等に関する事項

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

    前連結会計年度（自　平成16年12月１日　至　平成17年11月30日）

  金利関連

  当社グループが利用している金利スワップ取引については、ヘッジ会計を適用しているため、該当事項はあ

りません。 

  商品関連 

  当社グループが利用している原油スワップ取引については、ヘッジ会計を適用しているため、該当事項はあ

りません。

    当連結会計年度（自　平成17年12月１日　至　平成18年11月30日）

  金利関連

  当社グループが利用している金利スワップ取引については、ヘッジ会計を適用しているため、該当事項はあ

りません。 

  商品関連 

  当社グループが利用している原油スワップ等取引については、ヘッジ会計を適用しているため、該当事項は

ありません。 
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④　退職給付

前連結会計年度（自　平成16年12月１日　至　平成17年11月30日）

１　採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付企業年金制度（基金型および規約型）を、子会社は、確定給付企業年金制度（規約型）を

採用しております。

２　退職給付債務及びその内訳

前連結会計年度
（平成17年11月30日現在）

(1）退職給付債務（百万円） △7,568

(2）年金資産（百万円） 6,910

(3）未積立退職給付債務（(1）＋(2））（百万円） △657

(4）会計基準変更時差異の未処理額（百万円） －

(5）未認識数理計算上の差異（百万円） 791

(6）未認識過去勤務債務（百万円） △1,317

(7）連結貸借対照表計上額純額（(3）＋(4）＋(5）＋(6））（百万円） △1,182

(8）前払年金費用（百万円） 59

(9）退職給付引当金（(7）－(8））（百万円） △1,242

３　退職給付費用の内訳

前連結会計年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

(1）勤務費用（百万円） 335

(2）利息費用（百万円） 152

(3）期待運用収益（減算）（百万円） △203

(4）過去勤務債務の費用処理額（減算）（百万円） △152

(5）数理計算上の差異の費用処理額（百万円） 197

(6）会計処理基準変更時差異の費用処理額（百万円） 384

(7）厚生年金代行部分返還差額（減算）（百万円） －

(8）退職給付費用（(1）＋(2）＋(3）＋(4）＋(5）＋(6）＋(7））

（百万円）
713
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４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

前連結会計年度
（平成17年11月30日現在）

(1）割引率（％） 2.3

(2）期待運用収益率（％） 4.0

(3）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

(4）過去勤務債務の処理年数（年） 　10～13　

（発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数による定額法により按分した額を

費用処理しております。）

(5）数理計算上の差異の処理年数（年） 　10～13　

（各連結会計年度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による定

額法により按分した額を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。）

(6）会計基準変更時差異の処理年数（年） 5

当連結会計年度（自　平成17年12月１日　至　平成18年11月30日）

１　採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付企業年金制度（基金型および規約型）を、子会社は、確定給付企業年金制度（規約型）を

採用しております。

２　退職給付債務及びその内訳

当連結会計年度
（平成18年11月30日現在）

(1）退職給付債務（百万円） △7,912

(2）年金資産（百万円） 7,847

(3）未積立退職給付債務（(1）＋(2））（百万円） △64

(4）未認識数理計算上の差異（百万円） 696

(5）未認識過去勤務債務（百万円） △1,164

(6）連結貸借対照表計上額純額（(3）＋(4）＋(5））（百万円） △532

(7）前払年金費用（百万円） 483

(8）退職給付引当金（(6）－(7））（百万円） △1,016
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３　退職給付費用の内訳

当連結会計年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

(1）勤務費用（百万円） 296

(2）利息費用（百万円） 158

(3）期待運用収益（減算）（百万円） △270

(4）過去勤務債務の費用処理額（減算）（百万円） △152

(5）数理計算上の差異の費用処理額（百万円） 112

(6）退職給付費用（(1）＋(2）＋(3）＋(4）＋(5））（百万円） 144

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

当連結会計年度
（平成18年11月30日現在）

(1）割引率（％） 2.3

(2）期待運用収益率（％） 4.0

(3）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

(4）過去勤務債務の処理年数（年） 　10～13　

（発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数による定額法により按分した額を

費用処理しております。）

(5）数理計算上の差異の処理年数（年） 　10～13　

（各連結会計年度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による定

額法により按分した額を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。）
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⑤　税効果会計

１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 （単位：百万円）

前連結会計年度
（平成17年11月30日現在）

当連結会計年度
（平成18年11月30日現在）

繰延税金資産

ソフトウェア 5 12

退職給付引当金 474 415

役員退任慰労引当金 312 307

店頭株式評価損 18 18

ゴルフ会員権評価損 114 89

未払事業税 48 19

賞与引当金 227 247

有価証券未実現利益 70 70

その他 149 218

繰延税金資産小計 1,419 1,398

評価性引当額 － △17

繰延税金資産合計 1,419 1,381

繰延税金負債

特別償却準備金積立 △9 △7

全面時価評価法による評価差額等 △361 △363

その他有価証券評価差額金 △209 △174

前払年金費用 － △196

その他 － △20

繰延税金負債合計 △579 △763

繰延税金資産の純額 840 618

　（注）繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

前連結会計年度
（平成17年11月30日現在）

当連結会計年度
（平成18年11月30日現在）

流動資産－繰延税金資産 406百万円 450百万円

固定資産－繰延税金資産 434百万円 168百万円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ

た主要な項目別の内訳

 （単位：％）

前連結会計年度
（平成17年11月30日現在）

当連結会計年度
（平成18年11月30日現在）

法定実効税率 40.7 40.7

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.7 1.9

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.4 △0.2

持分法による投資利益 △0.1 △0.1

評価性引当額の変動 － 0.7

住民税均等割額 2.4 3.7

その他 △0.6 1.0

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.7 47.7
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⑥　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自平成16年12月１日　至平成17年11月30日）

倉庫
（百万円）

運送
（百万円）

その他
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全
社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ　営業収益及び営業利益

営業収益

(1)外部顧客に対する営業収益 22,019 96,695 11,443 130,158 － 130,158

(2)セグメント間の内部営業収益

又は振替高
110 453 435 999 (999) －

計 22,130 97,149 11,879 131,158 (999) 130,158

営業費用 21,684 94,761 11,647 128,094 (1,036) 127,058

営業利益 445 2,387 231 3,063 36 3,100

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的

支出

資産 21,816 32,321 4,179 58,317 (2,624) 55,693

減価償却費 437 1,289 334 2,061 － 2,061

資本的支出 1,239 1,261 409 2,910 － 2,910

　（注）１．事業区分の方法

事業区分の方法は、営業収益集計区分によっております。

２．各事業の主な内容

倉庫業……普通貨物および冷凍冷蔵貨物の保管、荷役および梱包作業

運送業……普通貨物および冷凍冷蔵貨物の幹線輸送および小口貨物の集荷、配送の運送取扱

その他……燃料、車両、食料品、日用雑貨品等の販売および車両整備

３．資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、当連結会計年度が8,560百万円であり、その主な

ものは、親会社での余資運用資金（現預金）、長期投資資金（投資有価証券）および管理部門に係る資産等

であります。

－ 41 －



当連結会計年度（自平成17年12月１日　至平成18年11月30日）

倉庫
（百万円）

運送
（百万円）

その他
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全
社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ　営業収益及び営業利益

営業収益

(1)外部顧客に対する営業収益 22,518 99,995 12,990 135,505 － 135,505

(2)セグメント間の内部営業収益

又は振替高
78 159 510 748 (748) －

計 22,597 100,155 13,500 136,253 (748) 135,505

営業費用 22,209 98,164 13,324 133,697 (786) 132,911

営業利益 388 1,991 176 2,556 37 2,594

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的

支出

資産 22,784 32,614 4,593 59,992 (2,627) 57,364

減価償却費 454 1,359 354 2,168 － 2,168

資本的支出 1,312 1,325 374 3,012 － 3,012

　（注）１．事業区分の方法

事業区分の方法は、営業収益集計区分によっております。

２．各事業の主な内容

倉庫業……普通貨物および冷凍冷蔵貨物の保管、荷役および梱包作業

運送業……普通貨物および冷凍冷蔵貨物の幹線輸送および小口貨物の集荷、配送の運送取扱

その他……燃料、車両、食料品、日用雑貨品等の販売および車両整備

３．資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、当連結会計年度が9,258百万円であり、その主な

ものは、親会社での余資運用資金（現預金）、長期投資資金（投資有価証券）および管理部門に係る資産等

であります。

４．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））および「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。これによるセグメント情報に与

える影響はありません。

５．当連結会計年度より、「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。この結果、当連結会計年度の営業費用は、倉庫事業が37百万円、運送事業が69百万円、その他

事業が6百万円増加し、それぞれ営業利益が同額減少しております。
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ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自平成16年12月１日　至平成17年11月30日）

当社グループは、前連結会計年度および当連結会計年度において本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社

がないため該当事項はありません。

当連結会計年度（自平成17年12月１日　至平成18年11月30日）

本邦の売上高および資産の金額は、全セグメントの売上高の合計および全セグメントの資産の金額の合計額に

占める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

ｃ．海外営業収益

前連結会計年度（自平成16年12月１日　至平成17年11月30日）

当社グループは、前連結会計年度および当連結会計年度において海外営業収益がないため該当事項はありませ

ん。

当連結会計年度（自平成17年12月１日　至平成18年11月30日）

海外営業収益は、連結売上高の10％未満であるため、海外営業収益の記載を省略しております。
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⑦　関連当事者との取引

前連結会計年度（自平成16年12月１日　至平成17年11月30日）

(1）親会社及び法人主要株主等

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

関係内容

取引の内容
取引金額
（百万円）

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社
キユーピー

㈱

東京都

渋谷区
24,104

食品の製造

および販売

直接

44.5％

間接

6.2％

兼任３名

食品の保

管・運送

受託

食品の保管

収入

運送収入

12,973
営業未

収入金
161

(2）兄弟会社等

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

関係内容

取引の内容
取引金額
（百万円）

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社の

子会社

キユーピー

タマゴ㈱

東京都

調布市
350

食品の製造

および販売

直接

0.1％

間接

―％

　　なし

食品の保

管・運送

受託

食品の保管

収入

運送収入

4,928
営業未

収入金
314

親会社の

子会社

㈱カナエ

フーズ

東京都

府中市
50

食品の製造、

加工および

販売

直接

0.0％

間接

―％

　　なし

食品の保

管・運送

受託

食品の保管

収入

運送収入

1,126
営業未

収入金
199

賃貸料 16 前受金 0

親会社の

子会社

㈱イシカリ

デリカ

北海道

札幌市

手稲区

30
食品の製造

および販売
　　なし 　　なし

食品の保

管・運送

受託

食品の保管

収入

運送収入

8
営業未

収入金
0

賃貸料 40 前受金 3

　（注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件ないし取引条件の決定方針等

営業収益に関する取引条件は、届出料金に基づき市場動向等を勘案して協議したうえ、一般的取引条件と同

様に決定しております。
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当連結会計年度（自平成17年12月１日　至平成18年11月30日）

(1）親会社及び法人主要株主等

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

関係内容

取引の内容
取引金額
（百万円）

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社
キユーピー

㈱

東京都

渋谷区
24,104

食品の製造

および販売

直接

  44.5％

間接

   6.1％

兼任3名

食品の

保管・

運送受

託

食品の保管

収入

運送収入

13,158
営業未

収入金
205

(2）役員及び個人主要株主等

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

関係内容

取引の内容
取引金額
（百万円）

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及びその近親

者が議決権の過半

数を所有している

会社等（当該会社

等の子会社を含

む）

㈱董花（注

２（2））

東京都

渋谷区
1,800

不動産賃貸業、

リース業
　　なし 　なし

倉庫賃

借
賃借料 540

前払賃

借料
47

敷金保

証金
311

 

(3）兄弟会社等

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

関係内容

取引の内容
取引金額
（百万円）

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社の子会社
キユーピー

タマゴ㈱

東京都

調布市
350

食品の製造

および販売

直接

0.1％

間接

―％

　なし

食品の

保管・

運送受

託

食品の保

管収入

運送収入

4,738
営業未

収入金
305

親会社の子会社
㈱カナエ

フーズ

東京都

府中市
50

食品の製造、

加工および

販売

直接

0.0％

間接

―％

　なし

食品の

保管・

運送受

託

食品の保

管収入

運送収入

1,175
営業未

収入金
206

賃貸料 16 前受金 0

親会社の子会社
㈱イシカリ

デリカ

北海道

札幌市

手稲区

30
食品の製造

および販売
　　なし 　なし

食品の

保管・

運送受

託

食品の保

管収入

運送収入

8
営業未

収入金
0

賃貸料 40 前受金 3

　（注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件ないし取引条件の決定方針等

(1)すべての取引については、当社と関連を有しない他社とほぼ同様の条件あるいは市場価格を勘案して一般

条件または協議により決定しております。

(2)当社取締役中島周およびその近親者が議決権の80.0％を間接所有しております。
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（１株当たり情報）

項目
前連結会計年度

（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

１株当たり純資産額 1,823.64円        1,890.47円

１株当たり当期純利益       104.06円             82.98円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益       103.38円             －

      なお、潜在株式調整後１株当た

り当期純利益については、潜在

株式が存在しないため、記載し

ておりません。

（追加情報）

「１株当たり当期純利益に関す

る会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第４号）が平

成18年１月31日に付で改正され

たことに伴い、当連結会計年度

から繰延ヘッジ損益（税効果控

除後）の金額を普通株式に係る

期末の純資産額に含めておりま

す。

　（注）　１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり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。

前連結会計年度
(自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日)

当連結会計年度
(自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日)

１株当たり当期純利益金額

当期純利益（百万円） 1,378 1,051

普通株主に帰属しない金額（百万円） 67 －

（うち利益処分による役員賞与金） (67) －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 1,310 1,051

期中平均株式数（株） 12,594,636 12,668,730

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

　当期純利益調整額（百万円） － －

　普通株式増加数（株） 82,713 －

　（うち自己株式方式のストックオプショ

ン）
(82,713) －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

――――――――― ―――――――――

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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