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１．平成19年３月期の連結業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期 44,231 (  0.0) 1,679 (△23.2) 1,790 (△14.0) 937 (△24.4) 

18年３月期 44,228 (△4.0) 2,186 (　18.8) 2,082 (　19.1) 1,241 (　42.6) 

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

営業収益
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19年３月期 91 05 －  8.6 6.3 3.8

18年３月期 129 20 －  13.6 7.1 4.9

（参考）持分法投資損益 19年３月期 －百万円 18年３月期 －百万円

(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

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年３月期 27,137 11,200 41.3 1,087 44

18年３月期 29,377 10,591 36.1 1,028 33

（参考）自己資本 19年３月期 11,200百万円 18年３月期 －百万円

(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

百万円 百万円 百万円 百万円

19年３月期 2,256 △1,169 △2,289 2,675

18年３月期 1,479 1,342 △1,693 3,878

２．配当の状況

１株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当率
（連結）（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％
18年３月期 7 50 15 00 22 50 222 17.4 2.4
19年３月期 10 00 10 00 20 00 206 22.0 1.9
20年３月期
（予想）

10 00 10 00 20 00 － 18.8 －

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 19,190 (△13.8) 870  (　6.1) 910  (　2.6) 510  (　8.3) 49 51

通　期 38,400 (△13.2) 1,850  ( 10.1) 1,930  (　7.8) 1,090  ( 16.2) 105 83
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動　    無

(2）連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

①　会計基準等の改正に伴う変更　　　　有

②　①以外の変更　　　　　　　　　　　無

（注）詳細は、14ページ「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」をご覧ください。

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数 19年３月期 10,300,000株 18年３月期 10,300,000株

②　期末自己株式数 19年３月期 －株 18年３月期 －株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、24ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年３月期の個別業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期 43,987 (  0.1) 1,515 (△26.6) 1,649 (△15.6) 858 (△26.6) 

18年３月期 43,957 (△4.2) 2,064 (　19.4) 1,954 (　19.8) 1,169 (　45.5) 

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

円 銭 円 銭

19年３月期 83 39 －  

18年３月期 121 76 －  

(2）個別財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年３月期 26,862 11,006 41.0 1,068 60

18年３月期 29,186 10,476 35.9 1,017 14

（参考）自己資本 19年３月期 11,006百万円 18年３月期 －百万円

２．平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 19,150 (△13.5) 740 (△2.7) 800 (△5.3) 450 (　0.7) 43 69

通　期 38,300 (△12.9) 1,590 (　4.9) 1,700 (　3.1) 960 ( 11.8) 93 20

※本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が発表日現在において入手している情報及び合理的で

あると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は、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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、３ページ「１．経営成績

（１）経営成績に関する分析」をご覧ください。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

①当期の経営成績

　当連結会計年度における日本経済は、原油価格・資源価格の高騰、個人消費の低推移などの懸念材料があったも

のの、好調な企業収益を背景に雇用情勢に改善が見られるなど戦後最長であった「いざなぎ景気」を超え、緩やか

ながら底堅い景気を持続いたしました。しかしながら、本年２月下旬には上海株式市場の急落から始まった世界同

時株安に急激な円高ドル安が加速する場面も見られ、米国景気の先行き不透明感が払拭できない状況で推移いたし

ました。

　また、当社グループが属する物流業界におきましては、米国、中国等における景気の拡大に伴い国際貨物輸送は

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、業者間競争の激化、燃料価格の高騰などにより依

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きましては、薄型テレ

ビやデジタルオーディオプレーヤーなどのデジタル機器や洗濯乾燥機などの高額白物家電商品がけん引役を努めた

ものの、企業業績の堅調さに反して民間の消費マインドは期待ほど高まっていないなど、成長途上の踊り場の状況

で推移いたしました。

　このような事業環境におきまして当社グループは、経営全般では経営環境の変化に迅速に対応できる最適な経営

体制の確立を目指し、取締役の地域ブロック別配置による現場力の強化、業務の効率性および適正化を確保する内

部統制システムの整備、社会ニーズに対応した社員の実年ライフプラン（再雇用制度）の改定などに努めてまいり

ました。営業面におきましては３ＰＬ（※１）事業の流通系家電物流の取引拡大を強化し、また当社流通センター

のメーカー商品在庫拠点としてのプラットフォーム化（※２）の促進により、国内一般物流事業および国際物流事

業におけるメーカー系物流の獲得に積極的に取り組み持続的成長を目指してまいりました。

　事業の種類別セグメントごとの概況は次のとおりであります。

ａ．ロジスティクス・ソリューション事業

　営業収益は、新規に受注した家電量販店の大型店舗をはじめ増加する店舗向けの着実な３ＰＬ事業展開によ

る既存顧客との取引拡大および育成途上の宅配・設置事業の事業規模の拡大などが寄与し13,396百万円（前期

比14.1％増）となりました。営業利益は、子会社の効率的なオペレーションによる構内作業原価の低減や作業

の一部機械化など原価率低減に努めたことなどにより751百万円（同19.2％増）となりました。

ｂ．国際物流事業

　営業収益は、東アジア地域を中心にグローバルに展開する製造拠点との家電製品や部材などの輸出入増加基

調を背景に貨物量が増加し8,452百万円（前期比0.1％増）となりました。営業利益は、原価率上昇などにより

223百万円（同2.7％減）となりました。

ｃ．国内一般物流事業

　営業収益は、暖房機器メーカーなど数社と取引を新たに開始するなどメーカー物流の取引拡大に努めました

が、上半期の天候不順による冷蔵庫、エアコンなど白物家電製品や業務用機器の貨物量減少などが影響し22,382

百万円（前期比6.9％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

益額の減少などにより2,046百万円（同18.6％減）となりました。

　以上の結果、当連結会計年度におきましては、営業収益44,231百万円（前期比0.0％増）、営業利益1,679百万円

（同23.2％減）、経常利益1,790百万円（同14.0％減）、当期純利益937百万円（同24.4％減）と、減益という結果

になりました。

（※１）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。

（※２）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。

②次期の見通し

　今後の日本経済の見通しにつきましては、原油価格の動向、金利上昇および米国経済の減速による影響が懸念さ

れるものの、企業収益、民間設備投資が増加していることに加え、雇用情勢に改善が見られ、個人消費の回復が期

待されるなど、景気の拡大が今後も続くものと予想されます。
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　一方、物流業界においては、国内物流は、事業者間競争の激化、人手不足による労務費アップ、燃料価格の高騰

などにより厳しい経営環境にありますが、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。また、国際物流は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、家電メーカー物流の共同プラットフォーム化の促進、中国国内外の物流ネットワーク構築によるワンストッ

プサービスへの取り組み、地域密着型営業の強化、倉庫内作業の機械化推進および輸送・保管効率改善によるコス

ト削減、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り組むほか、

環境問題への対応、コンプライアンス体制の強化にも全社を上げて取り組む所存であります。

　通期の業績見通し（連結）につきましては、営業収益38,400百万円（前期比13.2％減）、営業利益1,850百万円

（同10.1％増）、経常利益1,930百万円（同7.8％増）、当期純利益1,090百万円（同16.2％増）を見込んでおります。

なお、営業収益が減少する見通しとなりました主たる要因は、国際物流事業における商物一体契約方式を順次コミッ

ション契約方式に変更するためであり、詳細につきましては７ページの「（４）会社の対処すべき課題　④国際物

流事業の構造改革」をご欄ください。

③目標とする経営指標の達成状況

　当社グループは、収益力向上、ローコストオペレーション、財務体質の強化を進めるために、下記の経営指標を

目標としております。

ａ.営業利益率を５％以上に高める。

ｂ.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

　当期における達成状況としては、営業利益率については利益率の低下により3.8％となり目標未達でしたが、デッ

ト・エクイティ・レシオについては有利子負債の削減により0.38倍となり目標を達成いたしました。

(2）財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

　当連結会計年度における資産、負債及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、資産は預け金

および営業未収金の減少等により2,240百万円減少し、負債は短期借入金および長期借入金の減少等により2,849百

万円減少いたしました。また、純資産は当期純利益937百万円等により608百万円増加いたしました。

②連結キャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度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1,202百万円減

少し、当連結会計年度末には2,675百万円となりました。

　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）

　営業活動により得られた資金は、前連結会計年度より776百万円（前期比52.5％）増加し、2,256百万円となりまし

た。これは、主に税金等調整前当期純利益1,665百万円、減価償却費796百万円、売上債権の減少額507百万円等によ

る増加と法人税等の支払額821百万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、前連結会計年度より2,512百万円（前期は1,342百万円の収入）増加し、1,169百

万円となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出1,000百万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、前連結会計年度より596百万円（前期比35.2％）増加し、2,289百万円となりま

した。これは、主に長期借入金の返済2,031百万円によるものであります。

なお、当社グループのキャッシュ・フロー関連指標の推移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

自己資本比率（％） 26.3 36.1 41.3 

時価ベースの自己資本比率（％） － 58.6 52.4 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） 446.5 426.6 189.6 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 17.1 17.3 36.0 
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 (注)自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

※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、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、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）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

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。

　平成19年３月期の期末配当金につきましては、前期末の普通配当金と同額の10円とし、中間期末配当金10円と合

わせた年間配当金は20円となる予定であります。

また、平成20年3月期の配当につきましては、中間期末配当金10円、期末配当金10円とし、年間配当金20円を予定し

ております。

２．企業集団の状況
　最近の有価証券報告書（平成18年６月22日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状況」

から重要な変更がないため開示を省略しております。

３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　平成19年３月期中間決算短信（平成18年10月25日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を

省略しております。 当該中間決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。

 （当社ホームページ）　http://www.sanyo.co.jp/logi/

 （ジャスダック証券取引所ホームページ（「ＪＤＳ」検索ページ）） http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/

(2）目標とする経営指標

　平成19年３月期中間決算短信（平成18年10月25日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を

省略しております。 当該中間決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。

 （当社ホームページ）　http://www.sanyo.co.jp/logi/

 （ジャスダック証券取引所ホームページ（「ＪＤＳ」検索ページ）） http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/

(3）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

果の最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、国内物流におけるメーカー物流、部品物流、宅配設置事業等の

拡大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。

　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。これら三洋電機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57.4％でありますが、この比率を早期に50％以下にするべく

取り組むことにより、新たな利益の創出を図ってまいる所存であります。
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（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。

①ロジスティクス・ソリューション事業

　当社グループは家電量販店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

当期において受注した家電量販店の大型店舗での事業展開、スルー業務（仕分け）から在庫管理業務まで業務受託

範囲の拡大など、取引先のニーズに合わせたビジネスモデルの積極提案により取引拡大を図ってまいります。その

ために当期に新設した北海道流通センター（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。

 

②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り組んでまいりまし

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（※１）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（※２）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。

（※１）グローバル・ワンストップサービスとは、製品の生産地（海外）から消費地（国内）に至る輸送環境を評

価・選択し、最適な陸・海・空の国際一貫輸送を行うこと。

（※２）コンソリデーションとは、複数企業の製品出荷を積出地でひとつのコンテナに混載することにより、無駄

のない効率的な輸送を行うこと。

 

③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。

 

(4）会社の対処すべき課題

　当社グループは、大手家電量販店向け３ＰＬシステムという手法にビジネスチャンスを見出し、従来の国内家電

メーカー系の物流事業領域に特化するだけでなく、大手家電量販店が抱える物流コスト削減や在庫圧縮による効率

化などの課題に対して、総合的な物流ソリューションと新しい仕組みを提供する企業へと成長してまいりました。

　当社グループの企業価値は、顧客が追求する戦略的な在庫システムの構築にあり、その中核は物流の最適化とい

う高度で付加価値の高い提案力にあります。当社グループは、今後もこの分野における他社との差別化と優位性の

維持に努めるとともに、様々な顧客経営スタイルに合わせた物流ソリューション力を強化することにより、さらな

る事業領域の拡大を推進しなければならないと考えております。

　当社グループは、成長力と競争力を高めることのできる事業環境を整え、当社グループ全体のシナジー効果によ

る高収益体制の確立と企業価値の最大化に向けて以下の経営課題を推進し、新成長ステージを構築することが重要

課題であると考えております。

 

（企業価値の最大化に向けた取り組み課題）

①マーケット分野別営業政策の確立

　大手家電量販店のＦＣ（※）店舗の増加、または系列化への参画・再編が進行する中、当社グループがさらな

る成長を遂げるためには、既存顧客向けの事業投資の早期回収を果たし、経営資源を事業の選択と集中により成

長の見込める新規顧客、新規事業に重点的に振り向け、利益の最大化を目指すとともに新たなビジネスモデルを
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構築する必要があります。これらにより当社グループは、高収益体質への転換を果たし、持続的な成長を目指す

所存であります。

　※ＦＣ・・・Franchise Chainの略。フランチャイズチェーン。

②国内一般物流事業の再構築

　当社グループの国内一般物流事業は、三洋電機グループ向け家電物流を事業基盤としてまいりましたが、今後

は機動的な営業体制を再構築し、家電物流で培った当社グループのノウハウと優位性をもって三洋電機グループ

以外の国内外メーカーへの営業強化を推進する必要があると考えております。具体的には、当社グループの家電

量販店向け物流３ＰＬシステムの実績を活かしたメーカー物流の共同プラットフォーム化の取り組み、商品回転

率の高いメーカー物流の獲得、家電物流以外への事業領域の拡大、同業他社との共同物流などに積極的にアプロー

チし同事業の再構築に着手する所存であります。

③商事（物販）事業の育成

　三洋電機グループは、大変厳しい経営再建の途上にあります。当社グループが同社グループに依存する事業は、

選択と集中により年々縮小されるものと予想されますが、当社グループは、同社グループの経営再建を見守るだ

けの経営体制ではなく、抜本的なイノベーション（新しい仕組みを実践すること）をもってこの縮小する事業を

カバーし、収益基盤の安定と拡充を図っていく所存であります。この施策として当社グループは、家電のノウハ

ウと人材の豊富さから家電商品の販売を中心とした物販事業を新規に立ち上げ育成する所存であります。

④国際物流事業の構造改革

　当社の国際物流事業には、物流フィーだけを請求するコミッション契約方式と顧客が指定する商品を当社が一

旦購入し物流フィーと合わせて販売する商物一体契約方式があります。国際物流事業は、この商物一体契約によ

り事業基盤を築き取引も順調に拡大してまいりましたが、年々増加する国際物流業務において、商品代金の負担

増による当社グループの資金効率の低下是正と経営資源の有効活用を図る目的で、順次物流だけを請け負う事業

に進化する所存であります。なお、同事業におきましては、これに伴い、従来、営業収益として計上しておりま

した商品代金分を削減するため、同事業の営業収益は大幅に減少いたしますが、家電メーカーの海外現地生産へ

の依存度が年々高まるなか、これに伴う物流も堅調に推移するものと予測され、また、昨今の国内大手家電量販

店の事業拡大を背景に、これら量販店の海外現地メーカーからの直接仕入れ（買付け）など、今後の国際物流に

おけるウエイトも増加するものと予想されることから、当社グループは、これらグローバル化する事業に対応し、

海外現地調達から国内物流プラットフォーム（当社流通センター）へのコンソリデーションに至るまでの一貫し

たワンストップサービスへの取り組みを同事業における中期的な成長戦略の中核として推進する所存であります。

⑤物流機能のコラボレーションを通じた新たな価値の提供 

　当社グループの経営資源（倉庫、３ＰＬシステム、店内物流、宅配・設置等）とアライアンス先が保有するノ

ウハウとのコラボレーション（業務提携等）の推進により、全国規模で展開する顧客向けロジスティクス・ソ

リューションを提供するなど、共同物流システムを構築し、当社グループ内のシナジーを超えた他社とのシナジー

効果を創出し国内物流基盤の再構築と戦略的提携を推進する所存であります。

⑥宅配・設置事業の事業化推進

　現在育成途上にある家電製品の宅配・設置事業における利益率を高めるとともに、家電量販店のほかＧＭＳ

（※）などへの運送事業や宅配・設置事業の取り組みを強化し、事業規模の拡大を目指すことにより、宅配・設

置事業の育成事業から中核事業への本格的な事業化を推進する所存であります。

　　　　　※ＧＭＳ・・・General　Merchandise　Storeの略。衣食住の分野にわたる多くの部門を集めた総合的な品揃え

をもつ量販店。

⑦内部統制システムの着実な運用

　当社グループが持続的成長を実現するためには、経営環境の変化に対応した機動的な経営戦略や経営体制を構

築するだけでなく、株主の皆様をはじめとし、あらゆるステークホルダーの皆様から物流事業を通した継続的な

信頼を得ることが不可欠です。当社グループは、企業が担う社会的責任を認識し、法令遵守を徹底するとともに

社内の内部統制システムを定期的に見直し、その改善を図ることで健全で透明な経営管理システムを確立してま

ります。併せて、当社グループは、内部統制システムの着実な運用と強化をもって社会的使命を果たしてまいり

ます。

 

　これら施策の推進により、当社グループは三洋電機グループに依存しない自主独立経営を確立し、当社グループ

の企業価値の向上を図ってまいります。
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(5）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・内部管理体制の強化のための牽制組織の状況

　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、業務監査およびコンプライアンス監査等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。

　当社は、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及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及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。

 

各支店・営業所 

取締役会 社  長 

監査役会 経営推進会議 

財 務 部 

経営企画室 

総務・人事部 

監 査 室 

管理本部 

システム営業本部 

物流事業本部 

（注）経営企画室は、平成19年４月１日付で経営企画グループに名称変更しております。

 

②内部管理体制の充実に向けた取り組みの最近１年間における実施状況

　当期における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行いました。

　また、当社は平成18年５月18日開催の取締役会において内部統制基本方針を決議しております。なお、当社の内部

統制システムに関する事項については、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基

本的な考え方及びその整備状況」に記載しており、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ）　http://www.sanyo.co.jp/logi/

（ジャスダック証券取引所ホームページ（「ＪＤＳ」検索ページ）） http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/ 
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成18年３月31日）
当連結会計年度

（平成19年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）  

Ⅰ 流動資産  

１.現金及び預金  1,579,565 1,361,779 △217,786

２.受取手形及び営業未収金 ※２ 9,424,074 8,917,892 △506,182

３.たな卸資産  95,927 38,082 △57,845

４.繰延税金資産  193,379 107,894 △85,484

５.預け金  2,298,499 1,313,907 △984,591

６.その他  437,603 515,859 78,256

貸倒引当金  △4,728 △2,075 2,652

流動資産合計  14,024,322 47.7 12,253,340 45.2 △1,770,981

Ⅱ 固定資産  

１.有形固定資産  

(1）建物及び構築物  3,603,151 4,948,505

減価償却累計額  697,422 2,905,729 846,466 4,102,039 1,196,309

(2）機械装置及び運搬具  380,166 425,670

減価償却累計額  318,309 61,857 305,811 119,859 58,002

(3）土地  5,411,443 5,411,443 －

(4）建設仮勘定  1,272,134 － △1,272,134

(5）その他  147,375 138,417

減価償却累計額  122,055 25,320 98,666 39,750 14,430

有形固定資産合計  9,676,485 33.0 9,673,093 35.6 △3,392

２.無形固定資産  

(1）営業権  140,000 － △140,000

(2）その他  633,680 508,100 △125,579

無形固定資産合計  773,680 2.6 508,100 1.9 △265,579

３.投資その他の資産  

(1）投資有価証券  2,984,035 2,646,983 △337,052

(2）差入保証金  － 1,576,604 1,576,604

(3）繰延税金資産  387,609 424,133 36,524

(4）その他  1,536,794 58,991 △1,477,803

貸倒引当金  △5,018 △3,936 1,081

投資その他の資産合計  4,903,422 16.7 4,702,775 17.3 △200,646

固定資産合計  15,353,588 52.3 14,883,969 54.8 △469,618

資産合計  29,377,910 100.0 27,137,309 100.0 △2,240,600
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前連結会計年度

（平成18年３月31日）
当連結会計年度

（平成19年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）  

Ⅰ 流動負債  

１.支払手形及び営業未払金 ※２ 8,770,814 9,005,279 234,464

２.短期借入金  2,031,500 3,661,625 1,630,125

３.未払法人税等  555,773 362,335 △193,437

４.賞与引当金  187,142 114,667 △72,474

５.設備支払手形 ※２ 781,926 86,274 △695,651

６.その他  1,079,086 1,032,552 △46,533

流動負債合計  13,406,243 45.6 14,262,735 52.5 856,491

Ⅱ 固定負債  

１.長期借入金  4,136,625 475,000 △3,661,625

２.退職給付引当金  1,128,415 1,084,103 △44,311

３.その他  114,835 114,827 △8

固定負債合計  5,379,875 18.3 1,673,931 6.2 △3,705,944

負債合計  18,786,119 63.9 15,936,666 58.7 △2,849,452

（少数株主持分）  

少数株主持分  － － － － －

（資本の部）  

Ⅰ 資本金 ※３ 1,362,400 4.6 － － －

Ⅱ 資本剰余金  1,273,100 4.3 － － －

Ⅲ 利益剰余金  7,885,316 26.9 － － －

Ⅳ その他有価証券評価差額
金

 70,974 0.3 － － －

資本合計  10,591,791 36.1 － － －

負債、少数株主持分及び
資本合計

 29,377,910 100.0 － － －

（純資産の部）

Ⅰ 株主資本  

１.資本金  － － 1,362,400 5.0 －

２.資本剰余金  － － 1,273,100 4.7 －

３.利益剰余金  － － 8,565,611 31.6 －

株主資本合計  － － 11,201,111 41.3 －

Ⅱ 評価・換算差額等  

１.その他有価証券評価差額
金

 － － △454 △0.0 －

２.繰延ヘッジ損益  － － △14 △0.0 －

評価・換算差額等合計  － － △468 △0.0 －

純資産合計  － － 11,200,643 41.3 －

負債純資産合計  － － 27,137,309 100.0 －
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(2）連結損益計算書

  
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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　営業収益  44,228,346 100.0 44,231,469 100.0 3,123

Ⅱ　営業原価  39,603,041 89.5 39,975,731 90.4 372,690

営業総利益  4,625,304 10.5 4,255,737 9.6 △369,567

Ⅲ　販売費及び一般管理費  

１．給料手当  867,342 990,491

２．賞与引当金繰入額  63,192 26,174

３．退職給付費用  173,390 109,219

４．賃借料  246,339 334,455

５．減価償却費  250,908 240,044

６．貸倒引当金繰入額  － 3,310

７．支払手数料  303,844 278,429

８．その他  533,950 2,438,969 5.6 593,896 2,576,021 5.8 137,051

営業利益  2,186,334 4.9 1,679,715 3.8 △506,619

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息  9,034 104,102

２．受取配当金  9,122 47,208

３．受取賃貸料  3,726 2,995

４．受取手数料  14,982 13,923

５．その他  5,561 42,428 0.1 3,817 172,047 0.4 129,618

Ⅴ　営業外費用  

１．支払利息  80,476 60,698

２．上場準備費用  65,051 －

３．その他  542 146,070 0.3 969 61,667 0.2 △84,402

経常利益  2,082,693 4.7 1,790,095 4.0 △292,597

Ⅵ　特別利益  

１．貸倒引当金戻入額  12,911 3,042

２．固定資産売却益 ※１ 293,292 －

３．投資有価証券売却益  618 －

４．その他  1,085 307,907 0.7 － 3,042 0.0 △304,865

Ⅶ　特別損失  

１．固定資産処分損 ※２ 7,101 6,532

２．減損損失 ※３ 344,030 11,257

３．物流拠点移転・閉鎖損
失

※４ － 82,000

４．ゴルフ会員権評価損  － 13,999

５．従業員割増退職金  12,728 363,860 0.8 13,366 127,157 0.2 △236,703

税金等調整前当期純利
益

 2,026,740 4.6 1,665,981 3.8 △360,759

法人税、住民税及び事
業税

 860,613 630,193

法人税等調整額  △75,007 785,605 1.8 97,993 728,186 1.7 △57,419

当期純利益  1,241,134 2.8 937,794 2.1 △303,340
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(3）連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書

連結剰余金計算書

  
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）

区分
注記
番号

金額（千円）

（資本剰余金の部）    

Ⅰ　資本剰余金期首残高   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　資本剰余金期末残高   1,273,100

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ　利益剰余金期首残高   6,779,182

Ⅱ　利益剰余金増加高    

当期純利益  1,241,134 1,241,134

Ⅲ　利益剰余金減少高    

配当金  135,000 135,000

Ⅳ　利益剰余金期末残高   7,885,316

    

連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
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

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

連結会計年度中の
変動額

剰余金の配当
（注）

△154,500 △154,500 △154,500

剰余金の配当 △103,000 △103,000 △103,000

当期純利益 937,794 937,794 937,794

株主資本以外の
項目の連結会計
年度中の変動額
（純額）

△71,428 △14 △71,442 △71,442

連結会計年度中の
変動額合計
（千円）

－ － 680,294 680,294 △71,428 △14 △71,442 608,852

平成19年３月31日
　残高（千円）

1,362,400 1,273,100 8,565,611 11,201,111 △454 △14 △468 11,200,643

（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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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

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  2,026,740 1,665,981 △360,759

減価償却費  873,754 796,263 △77,491

減損損失  344,030 11,257 △332,772

貸倒引当金の増減額（減少：△）  △12,911 △3,733 9,177

賞与引当金の増減額（減少：△）  △13,392 △72,474 △59,082

退職給付引当金の増減額（減少：△）  70,345 △44,311 △114,656

受取利息及び受取配当金  △18,157 △151,310 △133,152

支払利息  80,476 60,698 △19,778

投資有価証券売却益  △618 － 618

固定資産売却益  △293,292 － 293,292

固定資産処分損  7,101 6,532 △568

ゴルフ会員権評価損  － 13,999 13,999

売上債権の増減額（増加：△）  △582,497 507,263 1,089,761

たな卸資産の増減額（増加：△）  △29,452 57,845 87,297

仕入債務の増減額（減少：△）  △128,429 223,559 351,989

未払消費税等の増減額（減少：△）  163,229 △148,457 △311,686

その他  △116,337 70,088 186,425

小計  2,370,589 2,993,202 622,613

利息及び配当金の受取額  13,452 147,688 134,235

利息の支払額  △85,411 △62,691 22,720

法人税等の支払額  △818,632 △821,405 △2,772

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,479,997 2,256,794 776,796

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  △1,359,732 △1,000,692 359,040

有形固定資産の売却による収入  6,077,035 828 △6,076,207

無形固定資産の取得による支出  △112,623 △167,750 △55,127

投資有価証券の取得による支出  △2,965,231 △800,000 2,165,231

投資有価証券の売却による収入  312,406 1,016,600 704,193

長期前払費用の取得による支出  △2,941 － 2,941

差入保証金の差入れによる支出  △613,835 △261,156 352,679

差入保証金の回収による収入  6,285 42,189 35,903

その他  1,085 － △1,085

投資活動によるキャッシュ・フロー  1,342,449 △1,169,981 △2,512,430

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  △1,700,000 － 1,700,000

長期借入金の返済による支出  △1,671,500 △2,031,500 △360,000

配当金の支払額  △135,000 △257,500 △122,500

株式発行による収入  1,813,500 － △1,813,500

財務活動によるキャッシュ・フロー  △1,693,000 △2,289,000 △596,000

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  1,286 △191 △1,478

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（減少：△）  1,130,734 △1,202,378 △2,333,112

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  2,747,330 3,878,065 1,130,734

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※ 3,878,065 2,675,686 △1,202,378
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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17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（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）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11,200,657千円

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。

　上記の変更以外については、最近の有価証券報告書（平成18年６月22日）提出における記載から重要な変更がない

ため開示を省略します。

表示方法の変更

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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（連結貸借対照表）

　前連結会計年度まで「支払手形及び営業未払金」に含め

て表示しておりました「設備支払手形」は負債、少数株主

持分及び資本の合計額の100分の１を超えたため、当連結会

計年度より区分掲記しました。

　なお、前連結会計年度の「支払手形及び営業未払金」に

含まれる「設備支払手形」は13,048千円であります。

（連結貸借対照表）

　「差入保証金」は、前連結会計年度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、当連結会

計年度において、資産の総額の100分の５を超えたため区分

掲記しました。

　なお、前連結会計年度の「差入保証金」は1,357,637千円

であります。

（連結損益計算書）

１．「賃借料」は、前連結会計年度まで販売費及び一般管

理費の「その他」に含めて表示しておりましたが、当連

結会計年度において、販売費及び一般管理費の総額の100

分の10を超えたため区分掲記しました。

　なお、前連結会計年度の「賃借料」は192,056千円であ

ります。

２．「上場準備費用」は、前連結会計年度まで営業外費用

の「その他」に含めて表示しておりましたが、当連結会

計年度において、営業外費用の総額の100分の10を超えた

ため区分掲記しました。

　なお、前連結会計年度の「上場準備費用」は13,742千

円であります。

──────
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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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（連結キャッシュ・フロー計算書）

　前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・

フロー」の「その他」に含めていた「投資有価証券の取得

による支出」は重要性が増加したため、当連結会計年度よ

り区分掲記しました。

　なお、前連結会計年度の「営業活動によるキャッシュ・

フロー」の「その他」に含まれる「投資有価証券の取得に

よる支出」は△301千円であります。

──────

追加情報

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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19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。

　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 保証金額 48,119千円

────── ※２　連結会計年度末日満期手形

　連結会計年度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、

当連結会計年度の末日は金融機関の休日であったた

め、次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度

末残高に含まれております。

受取手形 6,495千円

支払手形 98,783千円

設備支払手形 50,981千円

※３　発行済株式総数 ※３　発行済株式総数

普通株式 10,300,000株 普通株式 10,300,000株

（連結損益計算書関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１　固定資産売却益の内訳

 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 ※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（その他） 1,213千円

合計 7,101千円

（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 1,172千円

その他 710千円

合計 6,532千円

 ※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。

 ※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

　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。

場所 用途 種類 
金額

（千円）

 千葉県市川市
（市川倉庫）

 物流倉庫等
建物、構築
物等

11,257

 合計   11,257

　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、営業活動から生ずる損益が継続して

マイナスであり、減損の兆候が確認されたため、建物、

構築物等の有形固定資産について回収可能価額まで減

額し、当該減少額を減損損失11,257千円として特別損

失に計上いたしました。

　なお、回収可能価額は、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。
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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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

　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。

 

────── ※４　物流拠点移転・閉鎖損失

　北海道流通センター、越谷流通センター完成に伴

う倉庫移転費用等であります。

（連結株主資本等変動計算書関係）

当連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31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 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

平成18年10月25日
取締役会

普通株式 103,000 10.00 平成18年９月30日 平成18年12月８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

（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19年６月21日
定時株主総会

普通株式 103,000 利益剰余金 10.00 平成19年３月31日 平成19年６月22日

三洋電機ロジスティクス㈱（9379）　平成 19 年３月期決算短信

－ 17 －



（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17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

　※　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19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 3,878,065千円

現金及び預金 1,361,779千円

預け金（注） 1,313,907千円

現金及び現金同等物 2,675,686千円

　（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。
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（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）

Ⅰ．営業収益及び営業損益

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売上高

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

Ⅱ．資産、減価償却費、減損損失

及び資本的支出
      

資産 8,938,182 2,254,334 9,195,259 20,387,776 8,990,133 29,377,910

減価償却費 575,482 － 286,348 861,830 11,924 873,754

減損損失 16,713 － 327,316 344,030 － 344,030

資本的支出 1,329,082 － 824,483 2,153,566 78,175 2,231,741

　（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。

４．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、9,264,736千円であり、その主なものは、当社

での余剰運用資金（現金、預金及び預け金）及び管理部門に係る資産であります。

５．減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用を含んでおります。

６．会計処理の方法の変更

「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」に記載のとおり、当連結会計年度より、固定

資産の減損に係る会計基準を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて当連

結会計年度の資産は、ロジスティクス・ソリューション事業で16,713千円、国内一般物流事業で17,008千

円（減損損失金額344,030千円から当連結会計年度中の売却・除却処分に伴う減損損失控除後の金額）減少

しております。
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当連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19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）

Ⅰ．営業収益及び営業損益

営業収益

(1）外部顧客に対する営業収益 13,396,465 8,452,351 22,382,651 44,231,469 － 44,231,469

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
2,846,028 － 838,920 3,684,949 (3,684,949) －

計 16,242,493 8,452,351 23,221,572 47,916,418 (3,684,949) 44,231,469

営業費用 15,490,830 8,228,607 21,175,314 44,894,752 (2,342,998) 42,551,753

営業利益 751,663 223,744 2,046,258 3,021,666 (1,341,950) 1,679,715

Ⅱ．資産、減価償却費、減損損失

及び資本的支出

資産 10,252,708 2,025,461 8,739,165 21,017,335 6,119,973 27,137,309

減価償却費 575,298 － 150,463 725,762 70,500 796,263

減損損失 11,257 － － 11,257 － 11,257

資本的支出 188,278 － 219,158 407,436 34,026 441,463

　（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1,373,316千円であり、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。

４．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、6,179,969千円であり、その主なものは、当社

での余剰運用資金（現金、預金及び預け金）及び管理部門に係る資産であります。

５．減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用を含んでおります。

ｂ．所在地別セグメント情報

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）及び当連結会計年度（自平成18年４月１日　至

平成19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。

ｃ．海外売上高

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）及び当連結会計年度（自平成18年４月１日　至

平成19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。
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（関連当事者との取引）

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）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
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

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

製品の運送・

保管等
15,061,866

受取手形

及び営業

未収金

2,122,014

土地・建物の

賃借
1,209,334

流動資産

その他
50,444

(2）役員及び個人主要株主等

属性 氏名 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
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

山瀬英夫 － －

当社代表

取締役社

長

（被所有）

直接 0.1
－ － 社宅家賃 2,638 － －

役員 小林正夫 － －
当社専務

取締役

（被所有）

直接 0.0
－ － 社宅家賃 1,475 － －

桑原　茂 － －
当社取締

役

（被所有）

直接 0.1
－ － 社宅家賃 1,133 － －

(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
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

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

資金の預け入

れ
33,419,996

預け金 2,298,499

受取利息 3,964

当社の有する

営業債権の

ファクタリン

グ

18,654,097

受取手形

及び営業

未収金

3,868,833

　（注）１．上記(1)～(3)の金額のうち取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には含まれております。

なお、上記(1)の賃借料のうち寮・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）役員の社宅家賃については、社内規程に基づき会社が負担しております。

(4）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。

(5）営業債権のファクタリングは販売先より得た営業債権を譲渡し期日前に代金を得ること（債権流動化）を

目的としており、その際の割引率については、市場金利等を勘案して決定することとしております。ただ

し、今期において割引の実績はありません。
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当連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31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
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

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

製品の運送・

保管等
16,219,990

受取手形

及び営業

未収金

1,858,253

土地・建物の

賃借
522,221

流動資産

その他
42,032

(2）役員及び個人主要株主等

属性 氏名 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
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員

山瀬英夫 － －

当社代表

取締役社

長

（被所有）

直接 0.1
－ － 社宅家賃 2,648 － －

小林正夫 － －
当社専務

取締役

（被所有）

直接 0.0
－ － 社宅家賃 1,624 － －

(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
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

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

資金の預け入

れ
26,236,159

預け金 1,313,907

受取利息 5,973

当社の有する

営業債権の

ファクタリン

グ

13,508,550

受取手形

及び営業

未収金

3,492,856

　（注）１．上記(1)～(3)の金額のうち取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には含まれております。

なお、上記(1)の賃借料のうち寮・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）役員の社宅家賃については、社内規程に基づき会社が負担しております。

(4）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。

(5）営業債権のファクタリングは販売先より得た営業債権を譲渡し期日前に代金を得ること（債権流動化）を

目的としており、その際の割引率については、市場金利等を勘案して決定しております。

三洋電機ロジスティクス㈱（9379）　平成 19 年３月期決算短信

－ 22 －



（有価証券関係）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

 種類

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

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）

時価が連結貸借対

照表計上額を超え

るもの

(1）国債・地方債等 － － － － － －

(2）社債 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 － － － － － －

時価が連結貸借対

照表計上額を超え

ないもの

(1）国債・地方債等 － － － － － －

(2）社債 1,500,000 1,447,400 △52,600 2,300,000 2,213,960 △86,040

(3）その他 － － － － － －

小計 1,500,000 1,447,400 △52,600 2,300,000 2,213,960 △86,040

合計 1,500,000 1,447,400 △52,600 2,300,000 2,213,960 △86,040

２．その他有価証券で時価のあるもの

 種類

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

取得原価
（千円）

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）

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの

(1）株式 339,169 467,015 127,845 183,149 196,908 13,759

(2）債券 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 339,169 467,015 127,845 183,149 196,908 13,759

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 3,579 3,340 △239 159,600 145,075 △14,525

(2）債券 － － － － － －

(3）その他 1,005,000 997,080 △7,919 － － －

小計 1,008,579 1,000,420 △8,159 159,600 145,075 △14,525

合計 1,347,749 1,467,435 119,686 342,749 341,983 △765

３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券

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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

売却額
（千円）

売却益の合計額
（千円）

売却損の合計額
（千円）

売却額
（千円）

売却益の合計額
（千円）

売却損の合計額
（千円）

312,406 618 － 1,016,600 － －

４．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額

 

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

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 5,000

５．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

前連結会計年度 当連結会計年度

（平成18年３月31日） （平成19年３月31日）

１年以内 １年超５年
以内

５年超10年
以内

10年超 １年以内 １年超５年
以内

５年超10年
以内

10年超

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

１．債券

(1)国債・地方債等 － － － － － － － －

(2)社債 － － － 1,500,000 － － － 2,300,000

(3)その他 － － － － － － － －

２．その他 － － － － － － － －

　　　　合計 － － － 1,500,000 － － － 2,300,000
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（ストック・オプション等）

該当事項はありません。

（企業結合等）

該当事項はありません。

（１株当たり情報）

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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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

１株当たり純資産額 1,087.44 円

１株当たり当期純利益金額 91.05 円

　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。

同左

　（注）　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17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当期純利益（千円） 1,241,134 937,794

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 1,241,134 937,794

期中平均株式数（株） 9,606,027 10,300,000

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

（開示の省略）

　リース取引、税効果会計、デリバティブ取引、退職給付に関する注記事項については、決算短信における開示の必

要性が大きくないと考えられるため開示を省略します。
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成18年３月31日）
当事業年度

（平成19年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

１．現金及び預金  1,397,565 1,087,497 △310,068

２．受取手形  85,380 57,392 △27,987

３．営業未収金  9,293,781 8,819,725 △474,055

４．商品  95,927 38,082 △57,845

５．前払費用  288,524 313,204 24,679

６．繰延税金資産  175,662 84,697 △90,964

７．預け金  2,298,499 1,313,907 △984,591

８．その他  146,656 226,234 79,577

貸倒引当金  △4,729 △2,083 2,645

流動資産合計  13,777,270 47.2 11,938,660 44.4 △1,838,609

Ⅱ　固定資産  

１．有形固定資産  

(1）建物  3,520,382 4,794,744

減価償却累計額  654,588 2,865,793 786,655 4,008,088 1,142,294

(2）構築物  82,768 142,361

減価償却累計額  42,833 39,935 58,347 84,013 44,077

(3）機械装置  126,737 196,337

減価償却累計額  86,636 40,101 92,886 103,451 63,350

(4）車両運搬具  253,428 217,709

減価償却累計額  231,672 21,756 201,740 15,968 △5,788

(5）工具器具備品  147,375 128,193

減価償却累計額  122,055 25,320 94,947 33,245 7,925

(6）土地  5,411,443 5,411,443 －

(7）建設仮勘定  1,272,134 － △1,272,134

有形固定資産合計  9,676,485 33.2 9,656,210 36.0 △20,275

２．無形固定資産  

(1）営業権  140,000 － △140,000

(2）ソフトウェア  622,349 496,799 △125,550

(3）その他  11,330 10,732 △598

無形固定資産合計  773,680 2.6 507,531 1.9 △266,149

３．投資その他の資産  

(1）投資有価証券  2,984,035 2,646,983 △337,052

(2）関係会社株式  60,000 60,000 －

(3）出資金  12,035 12,035 －

(4）破産・更生債権等  5,018 1,604 △3,413

(5）長期前払費用  137,332 32,825 △104,506

(6）繰延税金資産  386,240 423,659 37,419

(7）差入保証金  1,355,345 1,574,060 218,714

(8）その他  24,165 10,096 △14,069

貸倒引当金  △5,018 △1,604 3,413

投資その他の資産合計  4,959,154 17.0 4,759,660 17.7 △199,493

固定資産合計  15,409,320 52.8 14,923,402 55.6 △485,918

資産合計  29,186,590 100.0 26,862,062 100.0 △2,324,527
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前事業年度

（平成18年３月31日）
当事業年度

（平成19年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１．支払手形  2,408,416 2,550,807 142,390

２．営業未払金  6,429,561 6,652,515 222,954

３．１年以内返済予定長期
借入金

 2,031,500 3,661,625 1,630,125

４．未払金  512,056 505,190 △6,866

５．未払費用  32,254 32,185 △69

６．未払法人税等  518,177 320,612 △197,564

７．前受金  74,235 80,690 6,455

８．預り金  8,139 9,721 1,581

９．賞与引当金  166,298 77,792 △88,506

10．設備支払手形  781,926 86,274 △695,651

11．その他  367,571 204,116 △163,454

流動負債合計  13,330,136 45.7 14,181,530 52.8 851,393

Ⅱ　固定負債  

１．長期借入金  4,136,625 475,000 △3,661,625

２．預り保証金  114,835 114,827 △8

３．退職給付引当金  1,128,415 1,084,103 △44,311

固定負債合計  5,379,875 18.4 1,673,931 6.2 △3,705,944

負債合計  18,710,011 64.1 15,855,461 59.0 △2,854,550

  

（資本の部）  

Ⅰ　資本金  1,362,400 4.7 － － －

Ⅱ　資本剰余金  

資本準備金  1,273,100 －

資本剰余金合計  1,273,100 4.4 － － －

Ⅲ　利益剰余金  

１．利益準備金  56,508 －

２．任意積立金  

(1）固定資産圧縮積立金  48,182 －

(2）別途積立金  6,410,000 －

３．当期未処分利益  1,255,413 －

利益剰余金合計  7,770,104 26.6 － － －

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

 70,974 0.2 － － －

資本合計  10,476,578 35.9 － － －

負債・資本合計  29,186,590 100.0 － － －
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前事業年度

（平成18年３月31日）
当事業年度

（平成19年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本  

１．資本金  － － 1,362,400 5.1 －

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 4.7 －

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

 － 35,122

別途積立金  － 7,110,000

繰越利益剰余金  － 1,169,938

利益剰余金合計  － － 8,371,569 31.2 －

株主資本合計  － － 11,007,069 41.0 －

Ⅱ　評価・換算差額等  

１．その他有価証券評価差
額金

 － － △454 △0.0 －

２．繰延ヘッジ損益  － － △14 △0.0 －

評価・換算差額等合計  － － △468 △0.0 －

純資産合計  － － 11,006,601 41.0 －

負債純資産合計  － － 26,862,062 100.0 －
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　営業収益  

１．ロジスティクス・ソ
リューション事業

 11,750,167 13,384,638

２．国際物流事業  8,443,543 8,452,351

３．国内一般物流事業  23,763,498 43,957,210 100.0 22,150,161 43,987,152 100.0 29,942

Ⅱ　営業原価  

１．ロジスティクス・ソ
リューション事業

 10,575,963 12,058,376

２．国際物流事業  8,078,233 8,087,032

３．国内一般物流事業  20,915,238 39,569,436 90.0 19,910,455 40,055,864 91.1 486,428

営業総利益  4,387,774 10.0 3,931,287 8.9 △456,486

Ⅲ　販売費及び一般管理費  

１．給料手当  795,863 877,874

２．賞与引当金繰入額  55,977 22,209

３．退職給付費用  172,299 108,801

４．法定福利費  115,200 110,665

５．賃借料  240,234 327,628

６．修繕費  125,161 136,158

７．減価償却費  250,908 240,044

８．貸倒引当金繰入額  － 977

９．支払手数料  313,617 307,086

10．その他  254,189 2,323,452 5.3 283,944 2,415,391 5.5 91,938

営業利益  2,064,321 4.7 1,515,896 3.4 △548,424

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息  9,033 6,361

２．有価証券利息  － 97,572

３．受取配当金  9,122 56,208

４．受取賃貸料  3,726 2,995

５．受取手数料  9,573 27,739

６．その他  5,196 36,651 0.1 3,928 194,806 0.4 158,154

Ⅴ　営業外費用  

１．支払利息  80,476 60,698

２．上場準備費用  65,051 －

３．その他  542 146,070 0.4 819 61,517 0.1 △84,552

経常利益  1,954,902 4.4 1,649,185 3.7 △305,717
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前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅵ　特別利益  

１．貸倒引当金戻入額  12,913 3,035

２．固定資産売却益  293,292 －

３．投資有価証券売却益  618 －

４．その他  1,085 307,909 0.7 － 3,035 0.0 △304,874

Ⅶ　特別損失  

１．固定資産処分損  7,101 6,532

２．減損損失  344,030 11,257

３．物流拠点移転・閉鎖損
失

 － 82,000

４．ゴルフ会員権評価損  － 13,999

５．従業員割増退職金  12,728 363,860 0.8 13,366 127,157 0.2 △236,703

税引前当期純利益  1,898,952 4.3 1,525,063 3.5 △373,888

法人税、住民税及び事
業税

 799,343 563,519

法人税等調整額  △70,024 729,319 1.6 102,579 666,098 1.5 △63,220

当期純利益  1,169,633 2.7 858,965 2.0 △310,667

前期繰越利益  153,280 － －

中間配当額  67,500 － －

当期未処分利益  1,255,413 － －
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(3）利益処分計算書及び株主資本等変動計算書

利益処分計算書

  
前事業年度

（株主総会承認日
平成18年６月22日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　当期未処分利益  1,255,413

Ⅱ　任意積立金取崩額  

固定資産圧縮積立金取崩
額

 11,271 11,271

合計  1,266,684

Ⅲ　利益処分額  

１．配当金  154,500

２．任意積立金  

  別途積立金  700,000 854,500

Ⅳ　次期繰越利益  412,184
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株主資本等変動計算書

当事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合
計固定資産圧縮

積立金
別途積立金

繰越利益剰余
金

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

事業年度中の変動
額

固定資産圧縮積
立金の取崩し
（注）

△11,271 11,271 － －

固定資産圧縮積
立金の取崩し

△1,788 1,788 － －

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

剰余金の配当 △103,000 △103,000 △103,000

当期純利益 858,965 858,965 858,965

株主資本以外の
項目の事業年度
中の変動額（純
額）

事業年度中の変動
額合計（千円）

－ － － △13,059 700,000 △85,475 601,465 601,465

平成19年３月31日
　残高（千円）

1,362,400 1,273,100 56,508 35,122 7,110,000 1,169,938 8,371,569 11,007,069

評価・換算差額等

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18年３月31日
　残高（千円）

70,974 － 70,974 10,476,578

事業年度中の変動
額

固定資産圧縮積
立金の取崩し
（注）

－

固定資産圧縮積
立金の取崩し

－

別途積立金の積
立て（注）

－

剰余金の配当
（注）

△154,500

剰余金の配当 △103,000

当期純利益 858,965

株主資本以外の
項目の事業年度
中の変動額（純
額）

△71,428 △14 △71,442 △71,442

事業年度中の変動
額合計（千円）

△71,428 △14 △71,442 530,022

平成19年３月31日
　残高（千円）

△454 △14 △468 11,006,601

（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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６．その他
(1）役員の異動（平成19年６月21日予定）

①新任取締役候補

松村　辰一　　（現 物流事業本部東日本統括支店長）

②新任監査役候補（社外監査役候補）

松枝　司郎　　（現 監査役補欠者　兼 三洋電機㈱財務本部関係会社管理部長）

③新任監査役補欠者候補

服部　信孝　　（現 三洋電機㈱国内マーケティング本部副本部長　兼 三洋電機販売㈱副社長）

④退任予定取締役

横　　正伸　　（現 常務取締役）

吉田　昌己　　（現 取締役総務・人事部長）

⑤退任予定監査役

井上　　彪　　（現 社外監査役（非常勤））

（注）１．松枝 司郎、服部 信孝の各氏は、社外監査役の要件を満たしております。

２．常務取締役 横　正伸は退任後、当社常勤顧問に就任予定であります。
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