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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）

売上高 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 6,424 4.9 406 △34.0 207 △45.9 212 7.1

18年３月期 6,126 6.5 616 7.8 383 26.0 198 39.4

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
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19年３月期 32 44 ―――――――― 12.5 1.4 6.3

18年３月期 29 54 ―――――――― 11.9 2.5 10.1

（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 14,652 1,992 13.6 303 52

18年３月期 15,000 1,423 9.5 216 17

（参考）自己資本 19年３月期 1,992百万円 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 505 △345 △888 560

18年３月期 728 664 △857 1,289

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 ――――― 8 00 8 00 52 27.1 3.1

19年３月期 ――――― 8 00 8 00 52 24.7 3.1

20年３月期（予想） ――――― 8 00 8 00 － 2.5 －

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）

売上高 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 3,200 1.1 120 △51.6 50 △66.7 1,790 － 272 72

通期 6,500 1.2 310 △23.8 200 △3.7 2,140 905.0 326 05
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの）

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、19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（自己株式を含む） 19年３月期 6,672,000株 18年３月期 6,672,000株

②　期末自己株式数 19年３月期 108,500株 18年３月期 108,500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、35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）

売上高 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 6,131 5.7 414 △30.2 215 △40.4 222 25.9

18年３月期 5,798 8.1 593 4.5 360 16.3 177 △11.6

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

円 銭 円 銭

19年３月期 33 97  ――――――― 

18年３月期 26 21 ―――――――

(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 14,599 2,005 13.7 305 61

18年３月期 14,947 1,427 9.5 216 75

（参考）自己資本 19年３月期 2,005百万円 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）

売上高 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 3,100 2.4 120 △51.9 50 △67.0 1,790 － 272 72

通期 6,200 1.1 310 △25.2 200 △7.0 2,140 859.9 326 05

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料における業績予想及び将来の予測等に関する記述は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した予測であり、

潜在的なリスクや不確定な要素が含まれております。したがって、実際の業績は様々な要因により、本資料に記載

されている業績予想等とは異なることがありますことをご承知おき下さい。
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１．経営成績

(1）経営成績に関する分析

　当連結会計年度における我が国経済は、好調な企業業績を背景とした民間設備投資の増加に支え

られ、景気は息の長い緩やかな拡大を持続しております。反面、個人消費は原油価格の上昇や税金・

社会保障費の負担増加懸念が払拭されず未だ本格的な回復には至っておらず、先行き楽観を許さな

い厳しい状況が続いております。

　物流業界におきましては、ガソリン等燃料費の値段の高止まりが企業業績を圧迫し続けている上、

増加コスト分を顧客に転嫁できず収受料金単価の低下をまねく状況であります。

　当社グループはこの様な状況下、全社員「改革」をスローガンに「顧客満足度の向上」「営業力

の強化」「収益基盤の強化」に取り組んでまいりました。

　物流センターにおきましては、平成18年１月に開設した舞浜千鳥センター（千葉県浦安市）が平

成18年７月より安定稼動を始めたことにより、ほぼ計画どおり収益を達成することが出来ました。

また、収益性の向上を図るために平成18年７月に千葉県野田市に新たに約9,000㎡の物流施設を賃借

して野田センターを開設し営業能力を増加させております。更に平成18年10月に手狭になった千葉

県船橋市の西浦センター約8,900㎡を解約し、今最も顧客からのニーズが高い舞浜地区に舞浜第一セ

ンター（千葉県浦安市）約12,500㎡を新たに賃借して開設いたしました。これにより舞浜地区には

合計４センターで約53,000㎡を擁し、今後も利益の増加に貢献することが見込まれております。

　運送部門を担当する連結子会社ひかりライン株式会社においては採算経営を重視し、利益率の高

い配送業務に注力しておりますが一部顧客との取引が縮小し、厳しい状況下に置かれております。

　これらの結果、連結営業収益は6,424百万円（前連結会計年度比4.9％増）と増収基調を維持する

ことが出来ましたが、連結営業利益は一部の顧客において作業工程の多様化に伴い一時的に労務費

が増加し406百万円（同34.0％減）と減益になりました。連結経常利益も連結営業利益の減少が響き

207百万円（同45.9％減）と減益になりました。特別損失として平成18年６月に神奈川県愛甲郡の老

朽化した危険品倉庫を建替えのため取壊したことを主として固定資産除却損36百万円を計上したも

のの、税効果会計による法人税等調整額が111百万円発生したため、連結当期純利益は212百万円（同

7.1%増）になりました。

　事業の種類別セグメントの業績につきましては次のとおりであります。

①　倉庫事業

　当事業では、平成18年１月に開業した舞浜千鳥センターと平成18年10月に開業した舞浜第一セン

ターの収益が大きく寄与して営業収益は3,125百万円（同9.4％増）となりましたが、一部の顧客に

おいて作業工程の多様化に伴い一時的に労務費が増加し営業利益は208百万円（同34.6％減）と減益

になりました。

②　運送事業

　当事業では、主要顧客の貨物取扱高が伸びたことにより営業収益は2,227百万円（同2.5％増）と

なりましたが、新規開設倉庫の移転費用等により営業利益は95百万円（同34.4％減）と減益になり

ました。

③　賃貸事業

　当事業では、平成18年３月に売却した賃貸用ビルディングの減収が影響しましたが平成18年７月

開業した野田センターの一部を賃貸事業用に供したことによる増加もあり営業収益は1,071百万円

（同2.3％減）と減収になり、営業利益もそのため526百万円（同5.9％減）と減益になりました。

　次期の見通しにつきましては、今後のわが国経済は、堅調な設備投資に加え、個人消費の増加が

見られることから、今後も緩やかな回復が期待されますが、長期金利の上昇、雇用環境の改善に伴

う労務費の上昇等が企業収益の圧迫要因になるとの警戒感が根強くあり、先行きにやや不透明感が

見え始めました。
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　物流業界におきましては、原油や原材料の上昇分を顧客に転嫁できる環境にはないため、今まで

以上の業務効率化が迫られ、また企業間の競争も更に激しさを増していることから、より一層の経

営改善努力が求められております。このような事業環境下、当社グループは総合的な一貫物流シス

テムであるサプライチェーンマネジメント（ＳＣＭ）を全センターで取り入れ、更に最先端のＩＴ

システムを駆使した物流提案型営業により他社との差別化を図り、営業収益の増加を目指してまい

ります。

　来期の連結業績見通しにつきましては、連結営業収益6,500百万円(対前連結会計年度比1.2％増)、

連結経常利益200百万円(対前連結会計年度比3.7％増)、連結当期純利益2,140百万円(対前連結会計

年度比905.0％増)を見込んでおります。

(2）財政状態に関する分析

①　資産、負債及び純資産の状況

　当連結会計年度末の資産につきましては、14,652百万円となり、対前連結会計年度末比348百万円

の減少となりました。これは主に、平成18年３月に東京都千代田区の当社賃貸ビルの土地・建物等

を売却して得た資金を有利子負債の返済に充当し現金及び預金が741百万円減少したことによるもの

であります。

　負債につきましては、12,660百万円となり、対前連結会計年度末比916百万円の減少となりました。

これは有利子負債の返済に注力し長期借入金が874百万円減少したためであります。

　純資産につきましては、1,992百万円となり、対前連結会計年度末比568百万円の増加となりまし

た。これは主に、当社が所有する売却予定の土地に係る土地再価差額金の税効果を認識したことに

よる繰延税金負債への振替高428百万円が発生したため同額土地再評価差額金が増加したためであり

ます。

②　キャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、法人税等の支払額

が増加し、有利子負債の返済に注力した結果、前連結会計年度と比べ728百万円減少（対前連結会計

年度比56.5%減）し、当連結会計年度末には、560百万円となりました。

（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505百万円（対前連結会計年度比223百万円減）となりました。こ

れは主に税金等調整前当期純利益が166百万円、減価償却費383百万円及び平成19年５月１日売却の

不動産に係る手付金を600百万円預ったことによりその他流動負債の増加額611百万円があったこと

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）

　投資活動により使用した資金は345百万円（前連結会計年度は664百万円の取得）となりました。

これは主に、有形固定資産の取得のための支出319百万円があったためであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は888百万円（対前連結会計年度比30百万円増）となりました。これ

は主に長期借入金の返済として使用した1,620百万円があったためであります。

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成16年３月期 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（％） 11.4 12.5 9.5 13.6

時価ベースの自己資本比率（％） 13.7 20.7 20.6 17.9

キャッシュ・フロー対有利子負債比率

（年)
26.9 29.7 15.6 20.8

インタレスト・カバレッジ・レシオ

（倍）
2.1 1.7 3.4 2.6

自己資本比率:純資産／総資産
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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／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

（注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。

（注４）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息を支払っている全ての負債

を対象としております。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　利益配分につきましては、株主への利益還元を重要な政策として位置づけており、必要な内部留

保をはかりながら企業体質を充実・強化することによって競争力ある事業展開を目指し、安定的配

当を継続して行うことを基本方針としております。当期の配当につきましては、前期と同様の１株

につき普通配当８円（中間配当はありません）を計画しております。また、次期の配当に関しても

業績の推移を勘案しながら決定する方針ではありますが、当期と同様１株につき普通配当８円（中

間配当はありません）を計画しております。

(4）事業等のリスク

　有利子負債の依存度と財務内容について

　当社グループの連結総資産に対する連結有利子負債の割合は、下の表のとおり平成19年３月期

は71.9％（前連結会計年度比3.8ポイント減少）であり資金調達における有利子負債への依存度が

高い財務内容になっております。これは、これまで事業拡大の必要資金を主に金融機関からの借

入により調達してきたためであります。特に、１年内に返済予定の長期負債の残高は2,420百万円

（同663百万円増加）と多額になっております。このため、今後一年内に借換のために必要とされ

る資金の調達額は、返済に充当できる内部留保金が500百万円程度と予想されますので、少なくと

も1,920百万円となる予定であります。金利は上昇局面にあり、今後の金利動向及び金融機関の融

資姿勢を含む金融諸情勢により、金融機関との綿密なる折衝の必要性があるとともに、既存の借

入金の金利の大半は実質的に固定化しているものの、今後の資金調達において金利水準の上昇に

よる支払利息の増加のため業績が多少なりとも変動する可能性があります。財務内容改善のため

に、これから対処すべき方策といたしましては、平成19年５月１日に当社所有の浦安センター及

び若洲センターの土地・建物等を売却し有利子負債の圧縮に努める所存であります。 

 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） 

 金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

連結総資産 15,000,781 100.0 14,652,513 100.0

金融機関からの借入金 8,261,017 55.1 7,367,717 50.3

　（短期借入金） (943,000)  (620,000)  

　（１年内返済予定の長期借入金） (1,517,800)  (1,821,680)  

　（長期借入金） (5,800,217)  (4,926,037)  

その他の有利子負債 3,099,722 20.6 3,160,476 21.6

　（１年内償還予定の社債） (175,000)  (535,000)  

　（社債） (2,475,000)  (2,240,000)  

　（１年内支払予定の長期未払金） (64,246)  (64,246)  

　（長期未払金） (385,476)  (321,230)  

有利子負債合計 11,360,739 75.7 10,528,193 71.9
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２．企業集団の状況

　当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、日本ロジステック株式会社（当社　連結財務諸表提

出会社）及び子会社１社によって構成され、受託貨物の保管・荷役と運送の総合物流サービス業務の

提供を主な内容とし、さらに不動産の賃貸業も兼業しております。

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

(1）倉庫事業

　顧客からの受託貨物の保管及び入出庫等の荷役を行うほか、貨物の出荷に関連する付帯業務（値付、

アソート、梱包等）を行う事業であり、当社がこれを直接行っております。

(2）運送事業

　貨物自動車運送事業法に基づき顧客からの受託貨物をトラックを使用して配送する運送事業及び貨

物利用運送事業法に基づき受託貨物を他の運送事業者に委託して配送する貨物利用運送事業でありま

す。

　運送事業は、子会社のひかりライン株式会社が行っており、貨物利用運送事業は、当社及び子会社

のひかりライン株式会社が行っております。

(3）賃貸事業

　土地・建物を賃貸・管理する事業であり、倉庫及びオフィスビル等の賃貸業を当社が行っておりま

す。

　事業の系統図は次のとおりであります。
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３．経営方針

(1）会社の経営の基本方針

　当社は、「人と物へ愛、技に情熱」を会社コンセプトとし、ロジスティックス（物流システム）

とテクノロジー（情報技術）とを結びつけた社名に基本理念がみられるように、情報技術を中心と

した技術の力で合理的に日本の物流を創造していくことを目的として品質の高い物流サービスを提

供してまいりました。

　物流サービスの役割は大きく分けると「在庫管理」「流通加工」「配送」「情報処理」「コンサ

ルティング」の５つのサービス提供となります。最近ではサプライチェーンマネジメント（ＳＣＭ）

という総合的な物流手法がみられるようになりました。当社においては顧客のニーズに合わせたき

め細かいサービスを提供しており、付加価値の高いオーダーメイドの物流システムを所持している

点において特長があります。そして、当社の目指す姿は、柔軟な発想と高度な技術力を持つ物流の

アウトソーサーとして顧客に信頼されることで他社との差別化を図り、顧客にとって使い勝手のよ

い“物流のコンビニエンスストア”であると考えております。この基本方針に基づき顧客第一主義

を徹底し、高度なサービスレベルの維持・向上を図ることにより顧客に最高の満足度を提供するこ

とが最も重要であると考えております。

(2）目標とする経営指標

　当社は、売上総利益率と売上高経常利益率を当面の経営指標とし、売上高総利益率25％、売上高

経常利益率10％を目標に置いております。

(3）中長期的な会社の経営戦略

　当社は、多様化し国際化する顧客のニーズに対応すべく、営業力の拡大・強化を行うだけでなく、

物流サービスにおいて顧客の信頼を損なうことが最大の経営リスクと認識し、サービスの品質向上

や機密保持に努めてまいります。最近の物流業界では、経済や企業環境のグローバル化に伴う物流

構造の変化に続き、物流の効率化・合理化という顧客からの要請に応えるために、メーカーから最

終消費者までの一貫した物流システムであるＳＣＭの考え方を取り入れており、当社においてもこ

れを全営業所で展開しながら、営業拠点の整備・拡充を行い、さらにＩＴシステムを活用した付加

価値の高い物流商品の開発と提供を行ってまいります。またＣＳＲ（企業の社会的責任）の強化を

図り、次のような経営戦略のもと、さらなる物流事業の拡充を追求してまいります。

①　営業活動の強化を図り、立地条件の良い高機能の施設を持った営業所を首都圏及び関西地区に

増設し、事業収益基盤の更なる拡充を行い、収益の向上を図ってまいります。

②　不採算営業所、不採算取引、資産価値を含めて投資効率の悪い施設の見直しを行い、採算性の

向上に注力し、経営体質の更なる改善と強化を追及してまいります。

③　サービス品質向上や機密保持に努めるため、人材の確保と育成強化を図ると同時に、平成14年

に取得認証したＩＳＯ９００１（品質マネジメントシステム）と平成18年７月に認証取得したＩ

ＳＯ２７００１（情報セキュリティマネジメントシステム）の運用強化・改善を行ってまいりま

す。

④　ＣＳＲ（企業の社会的責任）につきましては、積極的なＩＲ情報公開に向け、適時かつ適切な

情報開示に努めるとともに、コンプライアンス体制を維持し、内部監査体制の強化により、会社

法・金融商品取引法等関係法令を遵守し、また内部統制システムの整備に取り組んでまいります。
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(4）会社の対処すべき課題

①　営業活動の強化を図り、コーポレート・ガバナンスの充実に一層注力するなど、事業基盤の更

なる拡充に努めること。

②　顧客の信頼を損なうことが最大の経営リスクと認識し、サービス品質向上や機密保持に努める

ため、平成14年６月に認証取得した国際品質規格ＩＳＯ９００１を全事業所へ展開すること。

③　顧客の情報資産、機密情報並びに個人情報の保護を徹底すべく、情報セキュリティを維持する

ための国際品質規格ＩＳＯ２７００１（情報セキュリティマネジメントシステム）を平成18年７

月に認証取得いたしました。この認証取得規格の質を高めて内部統制に繋げ、有効なシステムと

して運用すること。

④　立地条件の良い高機能の施設を顧客に提供して、首都圏・関西地区における物流施設をさらに

拡充させること。

⑤　社員の意識改革の徹底を図り、全社を挙げて業務改革に取り組み、より一層のローコストオペ

レーションを実現し、顧客への安価な物流サービスを提供していくこと。

⑥　国際物流において、他社との差別化を図るため、大手国際物流業者との提携、ＩＴシステムの

拡充とトータルなネットワークを構築してまいりましたが、今後更なる拡充を図ること。

⑦　物流動向、顧客アンケート調査とその分析をこまめに行い、急速に変化する経営環境の中で、

顧客ニーズを先取りした物流のトータル機能を総力を挙げて向上すること。

(5）内部管理体制の整備・運用状況

　当該事項につきましては、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」に記載しております。

　（ジャスダック証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ））

http://www.jasdaq.co.jp
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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 1,310,012 568,763  

２．受取手形及び営業
未収金

※６ 789,349 902,192  

３．有価証券 2,698 －  

４．たな卸資産 3,569 3,485  

５．繰延税金資産 39,473 24,646  

６．その他 111,596 254,407  

貸倒引当金 △1,179 △1,185  

流動資産合計 2,255,521 15.0 1,752,310 12.0 △503,210

Ⅱ．固定資産

１．有形固定資産

(1）建物及び構築物 ※１ 9,559,542 9,679,483

減価償却累計額 3,719,487 5,840,055 3,997,586 5,681,897  

(2）機械装置及び運
搬具

728,444 652,106

減価償却累計額 450,476 277,967 413,972 238,133  

(3）土地
※１
※３

5,668,889 5,795,739  

(4）その他 347,501 361,378

減価償却累計額 283,118 64,382 292,933 68,444  

有形固定資産合計 11,851,295 79.0 11,784,215 80.4 △67,079

２．無形固定資産 45,263 0.3 38,019 0.3 △7,244

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 348,613 324,602  

(2）繰延税金資産 110,230 246,904  

(3）その他 386,802 503,344  

貸倒引当金 △845 －  

投資その他の資産
合計

844,801 5.7 1,074,851 7.3 230,049

固定資産合計 12,741,360 85.0 12,897,086 88.0 155,726

Ⅲ．繰延資産

１．社債発行費 3,900 3,117  

繰延資産合計 3,900 0.0 3,117 0.0 △782

資産合計 15,000,781 100.0 14,652,513 100.0 △348,267
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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

※６ 224,280 240,851  

２．短期借入金 ※１ 2,460,800 2,441,680  

３．未払法人税等  186,625 2,309  

４．賞与引当金 61,200 64,515  

５．その他 ※１ 670,296 1,539,347  

流動負債合計 3,603,202 24.0 4,288,703 29.3 685,500

Ⅱ．固定負債

１．社債 ※１ 2,475,000 2,240,000  

２．長期借入金 ※１ 5,800,217 4,926,037  

３．再評価に係る繰延
税金負債

※３ 677,132 248,833  

４．退職給付引当金 351,625 347,402  

５．役員退職慰労引当
金

141,780 143,494  

６．その他  ※１ 527,984 465,921  

固定負債合計 9,973,739 66.5 8,371,689 57.1 △1,602,050

負債合計 13,576,942 90.5 12,660,392 86.4 △916,549
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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）

（資本の部）

Ⅰ．資本金 ※４ 689,300 4.6 － － △689,300

Ⅱ．資本剰余金 301,375 2.0 － － △301,375

Ⅲ．利益剰余金 2,182,467 14.6 － － △2,182,467

Ⅳ．土地再評価差額金 ※３ △1,782,512 △11.9 － － 1,782,512

Ⅴ．その他有価証券評価
差額金

72,543 0.5 － － △72,543

Ⅵ．自己株式 ※５ △39,334 △0.3 － － 39,334

資本合計 1,423,838 9.5 － － △1,423,838

負債資本合計 15,000,781 100.0 － － △15,000,781

（純資産の部）        

Ⅰ．株主資本         

１．資本金   － －  689,300 4.7 689,300

２．資本剰余金   － －  301,375 2.1 301,375

３．利益剰余金   － －  2,337,884 15.9 2,337,884

４．自己株式   － －  △39,334 △0.3 △39,334

　　株主資本合計   － －  3,289,225 22.4 3,289,225

Ⅱ．評価・換算差額等         

１．その他有価証券評
価差額金

  － －  57,109 0.4 57,109

２．土地再評価差額金 ※３  － －  △1,354,213 △9.2 △1,354,213

　　評価・換算差額等合
計

  － －  △1,297,104 △8.8 △1,297,104

純資産合計   － －  1,992,121 13.6 1,992,121

負債純資産合計   － －  14,652,513 100.0 14,652,513
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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

１．倉庫事業収入

(1）保管料 1,478,350 1,503,802

(2）荷役料 1,275,279 1,404,658

(3）その他 103,177 2,856,808 217,094 3,125,556  

２．運送事業収入 2,172,843 2,227,201  

３．賃貸事業収入 1,097,197 1,071,467  

営業収益合計 6,126,848 100.0 6,424,224 100.0 297,376

Ⅱ．営業原価 ※１

１．倉庫事業原価 2,506,796 2,890,383  

２．運送事業原価 1,935,400 2,047,512  

３．賃貸事業原価 515,690 510,900  

営業原価合計 4,957,886 80.9 5,448,796 84.8 490,910

営業総利益 1,168,961 19.1 975,427 15.2 △193,534

Ⅲ．販売費及び一般管理費 ※２ 552,660 9.0 568,639 8.9 15,978

営業利益 616,301 10.1 406,788 6.3 △209,512

Ⅳ．営業外収益

１．受取利息 632 281

２．受取配当金 5,934 6,299

３．保険代理店収入 5,767 4,624

４．寮・社宅家賃収入 3,738 4,312

５．保険配当金 3,423 3,404

６．その他 6,666 26,161 0.4 4,387 23,308 0.4 △2,853

Ⅴ．営業外費用

１．支払利息 212,303 196,242

２．その他 46,300 258,603 4.2 26,103 222,345 3.5 △36,257

経常利益 383,859 6.3 207,750 3.2 △176,108
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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）

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．固定資産売却益 ※３ 354,071   76    

２．貸倒引当金戻入額  － 354,071 5.8 824 900 0.0 △353,170

Ⅶ．特別損失

１．固定資産除却損 ※４ 4,168 36,685

２．固定資産売却損 ※５ － 46

３．減損損失 ※６ 308,176 －

４．不動産取得関連費用 － 5,892

５．その他 8,047 320,391 5.3 － 42,625 0.6 △277,766

税金等調整前当期純
利益

417,539 6.8 166,026 2.6 △251,513

法人税、住民税及び
事業税

246,527 64,360

法人税等還付額 15,742 －

法人税等調整額 △12,141 218,644 3.6 △111,259 △46,899 △0.7 △265,543

当期純利益 198,895 3.2 212,925 3.3 14,029
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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 301,375

Ⅱ．資本剰余金期末残高 301,375

（利益剰余金の部）

Ⅰ．利益剰余金期首残高 2,207,105

Ⅱ．利益剰余金増加高

１．当期純利益 198,895 198,895

Ⅲ．利益剰余金減少高

１．配当金 52,508  

２．役員賞与 3,500  

３．再評価差額金取崩額 167,525 223,533

Ⅳ．利益剰余金期末残高 2,182,467
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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

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18年３月31日　残高（千円） 689,300 301,375 2,182,467 △39,334 3,133,808

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注）１   △52,508  △52,508

役員賞与（注）１   △5,000  △5,000

当期純利益   212,925  212,925

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額)(注）２

     

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

－ － 155,417 － 155,417

平成19年３月31日　残高（千円） 689,300 301,375 2,337,884 △39,334 3,289,225

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評価差額
金

土地再評価差額金 評価・換算差額等合計

平成18年３月31日　残高（千円） 72,543 △1,782,512 △1,709,969 1,423,838

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注）１    △52,508

役員賞与（注）１    △5,000

当期純利益    212,925

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額)(注）２

△15,433 428,298 412,865 412,865

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△15,433 428,298 412,865 568,282

平成19年３月31日　残高（千円） 57,109 △1,354,213 △1,297,104 1,992,121

（注）１．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。

　　　２．土地再評価差額金の変動額は、売却予定の土地に係る税効果の認識による振替高であります。
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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

417,539 166,026  

減価償却費 378,015 383,798  

減損損失 308,176 －  

退職給付引当金の増
加額（△減少額）

4,841 △4,223  

役員退職慰労引当金
の増加額(△減少額)

7,099 1,714  

賞与引当金の増加額
（△減少額）

△590 3,315  

貸倒引当金の増加額
（△減少額）

△999 △838  

受取利息及び受取配
当金

△6,566 △6,580  

支払利息 212,303 196,242  

保険積立金解約損 731 －  

固定資産売却益 △354,071 △76  

固定資産除却損 4,168 36,685  

売上債権の減少額
（△増加額)

△26,943 △111,997  

前払費用の減少額
（△増加額)

△8,987 △16,845  

その他流動資産の減
少額（△増加額)

50,609 △76,170  

仕入債務の増加額
（△減少額）

9,376 16,571  

未払費用の増加額
（△減少額）

△1,993 2,227  

その他流動負債の増
加額（△減少額）

41,634 611,199  

差入保証金の減少額
（△増加額)

7,900 △75,192  

受入保証金の増加額
（△減少額)

△72,711 △4,374  

未払消費税等の増加
額（△減少額）

85,075 △85,443  

未収消費税等の増加
額（△減少額）

－ △16,492  

役員賞与の支払額 △3,500 △5,000  

その他 21,305 △16,136  

小計 1,072,413 998,411 △74,159
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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）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

利息及び配当金の受
取額

6,860 6,761  

利息の支払額 △215,893 △196,980  

法人税等の支払額 △150,573 △302,737  

法人税等の還付額 15,742 －  

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

728,548 505,455 △223,092

Ⅱ．投資活動によるキャッ
シュ・フロー

定期預金等の預入に
よる支出

△171,002 △138,012  

定期預金等の払戻に
よる収入

129,000 114,000  

有価証券の取得によ
る支出

△2,698 －  

有価証券の売却・償
還による収入

2,700 2,700  

有形固定資産の取得
による支出

△76,814 △319,841  

有形固定資産の売却
による収入

788,721 1,824  

無形固定資産の取得
による支出

△9,250 △20,784  

投資有価証券の取得
による支出

△1,998 △2,110  

投資有価証券の売却
による収入

－ 100  

短期貸付けによる支
出

△8,400 △2,100  

短期貸付金の回収に
よる収入

－ 10,500  

長期貸付けによる支
出

△6,000 －  

長期貸付金の回収に
よる収入

19,053 13,860  

保険積立金の払込に
よる支出

△10,982 △10,551  

保険積立金の満期等
による収入

6,376 －  

その他 6,020 4,743  

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

664,724 △345,672 △1,010,396
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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）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅲ．財務活動によるキャッ
シュ・フロー

短期借入金の純増加
額（△減少額)

75,000 △323,000  

長期借入れによる収
入

1,300,000 1,050,000  

長期借入金の返済に
よる支出

△1,740,410 △1,620,300  

長期未払金の返済に
よる支出

△64,246 △64,246  

社債発行による収入 － 296,775  

社債の償還による支
出

△375,000 △175,000  

配当金の支払額 △52,633 △52,261  

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△857,289 △888,031 △30,742

Ⅳ．現金及び現金同等物に
係る換算差額

－ － －

Ⅴ．現金及び現金同等物の
増加額(△減少額)

535,984 △728,248 △1,264,232

Ⅵ．現金及び現金同等物の
期首残高

753,027 1,289,012 535,984

Ⅶ．現金及び現金同等物の
期末残高

※ 1,289,012 560,763 △728,248

日本ロジステック㈱（9323）平成 19 年３月期決算短信

－ 18 －



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（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．連結の範囲に関する事項 　連結子会社（ひかりライン株式会社）

１社

同左

２．持分法の適用に関する事

項

(1）非連結子会社及び関連会社はありませ

ん。

(1）非連結子会社及び関連会社はありませ

ん。

(2）他の会社等の議決権の20％以上、50％

以下を自己の計算において所有してい

るにもかかわらず関連会社としなかっ

た当該他の会社等の名称

　江運会事業協同組合

(2）他の会社等の議決権の20％以上、50％

以下を自己の計算において所有してい

るにもかかわらず関連会社としなかっ

た当該他の会社等の名称

同左

関連会社としなかった理由

　当組合は、協同組合法の基準及び原

則に準拠して組合員５社に平等に出資

額を配分して設立されたものであり、

当社が単独で重要な影響を与えること

ができないので、関連会社としてはお

りません。

関連会社としなかった理由

同左

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　連結子会社の事業年度末日と連結決算日

とは一致しております。

同左

４．会計処理基準に関する事

項

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

①　有価証券

満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

①　有価証券

満期保有目的の債券

―――――― 

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

均法により算定）

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

平均法により算定）

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

②　デリバティブ

　時価法

②　デリバティブ

同左

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

①　有形固定資産

建物、構築物、機械装置　　定額法

その他　　　　　　　　　　定率法

なお、耐用年数及び残存価額につい

ては、法人税法と同一の基準によって

おります。

①　有形固定資産

同左

②　無形固定資産

　定額法

　ただし、ソフトウェア（自社利用分）

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

②　無形固定資産

ソフトウェア（自社利用分）

　社内における利用可能期間（５年）

に基づく定額法

③　長期前払費用

　定額法

③　長期前払費用

同左
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項目
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）

(3）重要な繰延資産の処理

方法

社債発行費

３年間で毎期均等額を償却する方法

社債発行費

３年間で毎期均等額を償却する方法

　但し、平成18年度以降発生分については、

償還期間にわたり月割計算をしております。

（繰延資産の会計処理に関する当面の取

扱）

　当連結会計年度より、社債発行費の償却

方法について「繰延資産の会計処理に関す

る当面の取扱い」（企業会計基準委員会　

平成18年８月11日　実務対応報告19号）を

適用しております。これにより、従来の方

法に比べて経常利益及び税金等調整前当期

純利益がそれぞれ967千円増加しておりま

す。

(4）重要な引当金の計上基

準

①　貸倒引当金

　営業未収金・貸付金等債権の貸倒れ

による損失に備えるため設定したもの

であり、以下の方法により計上してお

ります。

一般債権　　　　　　貸倒実績率

貸倒懸念債権及び破産更生債権

　　　　　　　　　　   財務内容評価法

①　貸倒引当金

同左

②　賞与引当金

　従業員に対する賞与支給見込額のう

ち当連結会計年度負担額を当連結会計

年度の費用に計上するため設定したも

のであり、支給見込額に基づき計上し

ております。

②　賞与引当金

同左

③　退職給付引当金

　従業員に対する退職給付に備えるた

め設定したものであり、当連結会計年

度末における退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき計上しております。

③　退職給付引当金

 同左

④　役員退職慰労引当金

　役員に対する退職慰労金の支払に備

えるため設定したものであり、内規に

基づく連結会計年度末要支給額を計上

しております。

④　役員退職慰労引当金

同左

(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。

同左
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項目
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）

(6）重要なヘッジ会計の方

法

①　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を原則としておりま

すが、特例処理の要件を満たす金利ス

ワップ等については、特例処理を採用

しております。

①　ヘッジ会計の方法

同左

②　ヘッジ対象とヘッジ手段

　ヘッジ対象は、変動金利及び固定金

利による借入金であり、ヘッジ手段と

して金利スワップ取引及びキャップ取

引を利用しております。

②　ヘッジ対象とヘッジ手段

同左

③　ヘッジ方針

　借入金に係る相場変動リスク及び

キャッシュ・フロー変動リスクを効率

的に管理して、金利コストを合理的に

軽減する目的でヘッジ取引を利用して

おります。

③　ヘッジ方針

同左

④　ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象とヘッジ手段のキャッ

シュ・フロー変動の累計額を比較する

ことによりヘッジ有効性を評価してお

ります。

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

⑤　その他のリスク管理方針

　金利デリバティブ取引のリスク管理

規程を作成して借入金の管理の中に包

括して実施しております。

⑤　その他のリスク管理方針

同左

(7）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

　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、控除対象外消費税

及び地方消費税は、当連結会計年度の費

用として処理しております。

　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。

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しております。

同左

６．連結調整勘定の償却に関

する事項

　該当事項はありません。 ――――――

７．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

―――――― 　該当事項はありません。

８．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。

――――――

９．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、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ価値の変動に

ついては僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。

同左
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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308,176千円減少し

ております。

　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。

　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」（企業会計基準委員会　平成17年12月

９日　企業会計基準第５号）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

委員会　平成17年12月９日　企業会計基準適用指針第８

号)を適用しております。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額は1,992,121

千円であります。

　なお、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、連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後

の連結財務諸表規則により作成しております。

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流動負債の「その他」に含めて表示

していた「未払法人税等」は、負債及び資本の合計額の100

分の1を超えることとなったため区分掲記することに変更

しました。

　なお、前連結会計年度における「未払法人税等」の金額

は91,234千円であります。

――――――

 ―――――― （連結損益計算書） 

　前連結会計年度において、「運送及び運送取扱事業収

入」及び「運送及び運送取扱事業原価」として掲記されて

いたものは、当連結会計年度からそれぞれ「運送事業収

入」及び「運送事業原価」と表示しております。
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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．担保に供している資産 ※１．担保に供している資産

建物及び構築物 5,501,629千円

土地 5,662,924千円

計 11,164,554千円

建物及び構築物 5,357,147千円

土地 5,662,924千円

計 11,020,072千円

上記に対応する債務の内容 上記に対応する債務の内容

短期借入金 935,000千円

長期借入金 7,318,017千円

（１年内に返済予定の長期借入金を含む）

社債に係る銀行保証 1,600,000千円

流動負債（その他） 64,246千円

固定負債（その他） 385,476千円

計 10,302,739千円

短期借入金 620,000千円

長期借入金 6,747,717千円

（１年内に返済予定の長期借入金を含む）

社債に係る銀行保証 1,600,000千円

流動負債（その他） 64,246千円

固定負債（その他） 321,230千円

計 9,353,193千円

　２．保証債務 　２．保証債務

　次の組合について、金融機関からの借入に対し債務

保証を行っております。

　次の組合について、金融機関からの借入に対し債務

保証を行っております。

保証先 金額（千円） 内容

江東倉庫事業協同組合
（当社他５社が組合員）

26,128 借入債務

保証先 金額（千円） 内容

江東倉庫事業協同組合
（当社他５社が組合員）

22,984 借入債務

※３．「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日

公布法律第34号）に基づき、事業用土地の再評価を行

い、当該再評価差額に係る税金相当額を「再評価に係

る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控

除した金額を「土地再評価差額金」として資本の部に

計上しております。

※３．「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日

公布法律第34号）に基づき、事業用土地の再評価を行

い、当該再評価差額に係る税金相当額を「再評価に係

る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控

除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部

に計上しております。

再評価の方法 再評価の方法

　「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年

３月31日公布政令第119号）第２条第３号に定める

固定資産税評価額によって算出しております。

　「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年

３月31日公布政令第119号）第２条第３号に定める

固定資産税評価額によって算出しております。

・再評価を行った年月日 平成14年３月31日

・再評価を行った土地の期末

における時価と再評価後の

帳簿価額との差額

1,015,462千円

・再評価を行った年月日 平成14年３月31日

・再評価を行った土地の期末

における時価と再評価後の

帳簿価額との差額

   1,036,856千円

※４．発行済株式総数　　普通株式　　　　6,672,000株 ――――――

※５．当社が保有する自己株式の数は、普通株式108,500

株であります。

――――――

―――――― ※６．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しております。なお、当

連結会計年度末日が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 17,860千円

支払手形       3,371千円
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（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．営業原価のうち引当金繰入額は次のとおりでありま

す。

※１．営業原価のうち引当金繰入額は次のとおりでありま

す。

賞与引当金繰入額 41,270千円

退職給付費用 66,038千円

賞与引当金繰入額 40,225千円

退職給付費用 66,941千円

※２．販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次の

とおりであります。

※２．販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次の

とおりであります。

報酬・給料手当 280,154千円

退職給付費用 28,969千円

賞与引当金繰入額 19,930千円

役員退職慰労引当金繰入額 14,240千円

貸倒引当金繰入額 447千円

報酬・給料手当 298,210千円

退職給付費用 33,992千円

賞与引当金繰入額 24,290千円

役員退職慰労引当金繰入額 8,271千円

※３．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 ※３．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

建物及び構築物 11,707千円

機械装置及び運搬具 60千円

土地 342,297千円

その他 6千円

計 354,071千円

機械装置及び運搬具 31千円

その他 44千円

計 76千円

※４．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※４．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

機械装置及び運搬具 1,585千円

ソフトウェア 2,358千円

その他 224千円

計 4,168千円

建物及び構築物 24,706千円

機械装置及び運搬具 5,884千円

ソフトウェア 5,006千円

その他 1,087千円

計 36,685千円

 ──────  ※５．固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

機械装置及び運搬具 46千円

計 46千円

※６．減損損失

当社グループは以下の資産グループについて減損

損失を計上いたしました。

用途 種類 場所

物流倉庫 土地 東京都江東区若洲 

当社グループは主として各事業所をグルーピング

の単位としております。

継続的な地価の下落により、上記事業所における

資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減

少額を減損損失(308,176千円)として特別損失に計

上しており、その内訳は全て土地であります。

なお、各資産グループの回収可能価額は使用価値

により測定し、将来キャッシュ・フローを2.6％で

割り引いて算定しております。

 ──────
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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 6,672,000 － － 6,672,000

合計 6,672,000 － － 6,672,000

自己株式

普通株式 108,500 － － 108,500

合計 108,500 － － 108,500

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29日

定時株主総会
普通株式 52,508 8 平成18年３月31日 平成18年６月29日

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（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28日

定時株主総会
普通株式 52,508 利益剰余金 8 平成19年３月31日 平成19年６月29日

（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

※　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） （平成19年３月31日現在）

現金及び預金勘定 1,310,012千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預

金等
△21,000千円

現金及び現金同等物 1,289,012千円

現金及び預金勘定 568,763千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預

金等
△8,000千円

現金及び現金同等物 560,763千円
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（リース取引関係）

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）

借手側 借手側

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、減損損失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
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

機械装置及び
運搬具

145,528 61,826 83,702

（有形固定資
産）
その他

23,420 13,328 10,092

（無形固定資
産）
その他

149,983 123,198 26,785

合計 318,932 198,353 120,579

取得価額
相当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

機械装置及び
運搬具

140,821 63,993 76,827

（有形固定資
産）
その他

41,959 5,207 36,752

（無形固定資
産）
その他

45,010 33,853 11,157

合計 227,791 103,053 124,737

　（注）　取得価額相当額は、未経過リース料期末残高

が有形固定資産の期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法により算定してお

ります。

同左

(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

(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 55,752千円

１年超 64,826千円

計 120,579千円

１年内 41,345千円

１年超 83,392千円

計 124,737千円

　（注）　未経過リース料期末残高相当額は、未経過

リース料期末残高が有形固定資産の期末残高

等に占める割合が低いため、支払利子込み法

により算定しております。

同左

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失

支払リース料 66,352千円

減価償却費相当額 66,352千円

支払リース料 56,980千円

減価償却費相当額 56,980千円

(4）減価償却費相当額の算定方法 (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、残存価額を零または残

価保証額とする定額法によっております。

同左

２．オペレ－ティング・リース取引

未経過リース料

１年内 3,404千円

１年超 4,042千円

計 7,446千円

２．オペレ－ティング・リース取引

未経過リース料

１年内 1,572千円

 （減損損失について）

 リース資産に配分された減損損失はありません。

 （減損損失について）

 同左
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（有価証券関係）

前連結会計年度（平成18年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類
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 47,423 160,009 112,586

(2）債券

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 7,593 17,318 9,725

小計 55,016 177,328 122,311

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 － － －

(2）債券

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 － － －

合計 55,016 177,328 122,311

（注）　期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は全て減損処理を行い、また過去２年間継続して

30％～50％程度下落している場合には、株式の発行会社の財務状況を分析し回復可能性を考慮したうえで必要

と認められる額を減損処理しております。なお当連結会計年度において該当事項はありません。

２．時価のない主な有価証券の内容

連結貸借対照表計上額（千円）

(1）満期保有目的の債券

割引金融債 2,698

(2）その他有価証券

非上場株式 171,285

３．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

１年以内
（千円）

１年超５年以内
（千円）

５年超10年以内
（千円）

10年超
（千円）

(1）債券

①　国債・地方債等 － － － －

②　社債 － － － －

③　その他 2,700 － － －

(2）その他 － － － －

合計 2,700 － － －
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当連結会計年度（平成19年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類
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 49,396 135,684 86,287

(2）債券

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 7,730 17,733 10,002

小計 57,127 153,417 96,290

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 － － －

(2）債券

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 － － －

合計 57,127 153,417 96,290

（注）　期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は全て減損処理を行い、また過去２年間継続して

30％～50％程度下落している場合には、株式の発行会社の財務状況を分析し回復可能性を考慮したうえで必要

と認められる額を減損処理しております。なお当連結会計年度において該当事項はありません。

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（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）

100 － －

３．時価のない主な有価証券の内容

連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 171,185
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（デリバティブ取引関係）

１．取引の状況に関する事項

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）

(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、変動金利支払の長期借入金に金利

キャップ取引及び変動金利受取・固定金利支払の金利ス

ワップ取引を利用しております。

　また、低金利局面における低金利のメリットを享受す

る目的で、固定金利支払の長期借入金に固定金利受取・

変動金利支払の金利スワップ取引を利用しております。

　なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っ

ております。

　ヘッジの有効性評価の方法

　ヘッジ対象とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の

累計額を比較することによりヘッジ有効性を評価してお

ります。

(1）取引内容及び利用目的

同左

(2）取引に対する取組方針

　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、将来の金利リスク及び金利コス

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）取引に対する取組方針

同左

(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キャップ取引は、支

払利息の上限金利を設定する取引であり市場リスクはあ

りません。また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。

　なお、金利キャップ取引及び金利スワップ取引はいず

れも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

同左

(4）取引に係るリスク管理体制

　当社グループのリスク管理は、経営上多額な損失を被

ることがないように、対象物のリスクを分析し、デリバ

ティブ取引がそのリスクを有効に回避しているか否かに

重点をおいて行っております。

　当社グループの行っているデリバティブ取引は、リス

クがほとんどない変動金利支払借入金に係る金利キャッ

プ取引と、変動金利支払借入金及び固定金利支払借入金

に係る将来の金利リスク及び金利コスト軽減のための金

利スワップ取引に限定しており、その管理はデリバティ

ブ取引のリスク管理規程を作成して借入金の管理の中に

包括して実施しております。

(4）取引に係るリスク管理体制

同左

(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、当該金額自体は、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

同左
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２．取引の時価等に関する事項

金利関連

区分 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）

契約額等
（千円）

契約額等の
うち１年超
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

契約額等
（千円）

契約額等の
うち１年超
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

市場取引

以外の取

引

金利スワップ取引

受取固定・支払変

動
120,000 40,000 1,021 1,021 40,000 － 105 105

受取変動・支払固

定
120,000 40,000 △1,021 △1,021 40,000 － △105 △105

合計 240,000 80,000 0 0 80,000 － 0 0

前連結会計年度 当連結会計年度

　（注）１．時価の算定方法 　（注）１．時価の算定方法

当該取引に係る契約を約定した金融機関から提

示された価格等に基づき算定しております。

同左

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

は除いております。

２．　　　　　　 同左
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（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

(1）当社の退職給付制度

　当社は確定給付型の制度として退職一時金制度及び適格退職年金制度を設けており、また、総合設立型の

厚生年金基金制度に加入しております。

(2）連結子会社の退職給付制度

　連結子会社は確定給付型の制度として退職一時金制度を設けており、その一部として中小企業退職金共済

制度に加入しており、また、総合設立型の厚生年金基金制度に加入しております。

２．退職給付債務に関する事項

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）退職給付債務（千円）

(2）年金資産（千円）

(3）未積立退職給付債務（千円）

(4）退職給付引当金（千円）

△474,185

122,559

△351,625

△351,625

△486,671

139,268

△347,402

△347,402

　（注）１．当社及び連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり簡便法を採用しております。

２．総合設立型である厚生年金基金制度に関する事項につきましては、当社及び連結子会社の拠出に対応する年

金資産の額を合理的に計算することができないため、上表に含まれておりません。なお、当基金への掛金拠

出割合により計算した年金資産の平成18年３月31日現在の額は、1,179,872千円、平成19年３月31日現在の額

は、1,182,177千円であります。

３．退職給付費用に関する事項

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）

(1）勤務費用（千円）

(2）退職給付費用（千円）

95,008

95,008

100,933

100,933

　（注）１．当社及び連結子会社は、退職給付費用の算定にあたり、簡便法を採用しております。

２．厚生年金基金への前連結会計年度の要拠出額47,112千円及び当連結会計年度の要拠出額45,990千円は勤務費

用に含めております。

（ストック・オプション等関係）

該当事項はありません。

（企業結合等関係）

該当事項はありません。
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（税効果会計関係）

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．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

（繰延税金資産）

退職給付引当金損金算入限度超

過額
143,076千円

減損損失 125,396千円

役員退職慰労引当金 57,690千円

賞与引当金 24,902千円

繰越欠損金 15,311千円

未払事業税 13,736千円

ゴルフ会員権評価損 8,211千円

賞与引当金に係る社会保険料 2,859千円

その他 611千円

繰延税金資産小計 391,796千円

評価性引当額 △161,611千円

繰延税金資産合計 230,184千円

（繰延税金負債）   

固定資産圧縮積立金 △30,704千円

その他有価証券評価差額金 △49,768千円

債権債務の相殺消去に伴う貸倒

引当金の修正
△7千円

繰延税金負債合計 △80,480千円

繰延税金資産の純額 149,703千円

（繰延税金資産）

退職給付引当金損金算入限度超

過額
141,357千円

減損損失 125,396千円

役員退職慰労引当金 58,387千円

賞与引当金 26,251千円

繰越欠損金 18,566千円

ゴルフ会員権評価損 8,211千円

賞与引当金に係る社会保険料 3,058千円

その他 2,796千円

繰延税金資産小計 384,026千円

評価性引当額 △40,135千円

繰延税金資産合計 343,891千円

（繰延税金負債）   

固定資産圧縮積立金 △30,704千円

その他有価証券評価差額金 △39,180千円

その他 △2,455千円

繰延税金負債合計 △72,340千円

繰延税金資産の純額 271,551千円

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

なった主な項目別の内訳

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

なった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.7％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されな

い項目
0.5％

住民税均等割 0.7％

評価性引当額の増減額 10.9％

ＩＴ減税・人材投資減税 △1.4％

留保金課税 4.6％

その他 0.1％

税効果会計適用後の法人税等の負

担率
56.1％

法定実効税率 40.7％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されな

い項目
1.5％

受取配当金等永久に益金に算入さ

れない項目
△0.8％

評価性引当額の増減額 △73.1％

住民税均等割 1.7％

留保金課税 1.7％

税効果会計適用後の法人税等の負

担率
△28.3％

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

最近連結会計年度の事業の種類別セグメント情報は次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）

倉庫事業
（千円）

運送及び運
送取扱事業
（千円）

賃貸事業
（千円）

計
（千円）

消去または
全社
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　営業収益及び営業損益

営業収益
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倉庫事業
（千円）

運送及び運
送取扱事業
（千円）

賃貸事業
（千円）

計
（千円）

消去または
全社
（千円）

連結
（千円）

(1）外部顧客に対する営業収益 2,856,808 2,172,843 1,097,197 6,126,848 － 6,126,848

(2）セグメント間の内部営業収

益または振替高
979 － 31,493 32,473 (32,473) －

計 2,857,787 2,172,843 1,128,690 6,159,321 (32,473) 6,126,848

営業費用 2,538,306 2,028,006 569,175 5,135,489 375,057 5,510,547

営業利益 319,480 144,836 559,514 1,023,831 (407,530) 616,301

Ⅱ　資産、減価償却費、減損損失

及び資本的支出

資産 7,184,413 885,841 5,899,995 13,970,249 1,030,531 15,000,781

減価償却費 173,653 1,530 184,807 359,990 18,024 378,015

減損損失 299,084 － 9,091 308,176 － 308,176

資本的支出 81,544 1,385 800 83,730 21,347 105,077

　（注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主要な事業の名称

(1）事業区分の方法………役務の種類、性質等及び役務の提供方法の類似性を考慮して区分しております。

(2）各区分の主な内容

①　倉庫事業……………………倉庫業及び付帯事業

②　運送及び運送取扱事業……一般貨物自動車運送事業、貨物運送取扱事業

③　賃貸事業……………………不動産賃貸業

２．営業費用のうち消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は408,329千円であり、これは当社で

の管理部門に係る費用であります。

３．資産のうち消去または全社の項目に含めた全社資産の金額は1,030,965千円であり、その主なものは、当社で

の福利厚生施設等の有形固定資産等であります。

４．減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれております。
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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）

倉庫事業
（千円）

運送事業
（千円）

賃貸事業
（千円）

計
（千円）

消去または
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 3,125,556 2,227,201 1,071,467 6,424,224 － 6,424,224

(2）セグメント間の内部営業収

益または振替高
1,527 － 31,508 33,035 (33,035) －

計 3,127,083 2,227,201 1,102,975 6,457,260 (33,035) 6,424,224

営業費用 2,918,232 2,132,191 576,627 5,627,051 390,384 6,017,436

営業利益 208,851 95,009 526,347 830,208 (423,420) 406,788

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的

支出

資産 7,198,945 677,333 5,687,610 13,563,889 1,088,629 14,652,513

減価償却費 187,037 911 177,596 365,545 18,253 383,798

資本的支出 180,401 1,959 134,853 317,214 7,246 324,461

　（注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主要な事業の名称

(1）事業区分の方法………役務の種類、性質等及び役務の提供方法の類似性を考慮して区分しております。

(2）各区分の主な内容

①　倉庫事業……倉庫業及び付帯事業

②　運送事業……一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業

③　賃貸事業……不動産賃貸業

２．営業費用のうち消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は423,333千円であり、これは当社で

の管理部門に係る費用であります。

３．資産のうち消去または全社の項目に含めた全社資産の金額は1,089,220千円であり、その主なものは、当社で

の福利厚生施設等の有形固定資産等であります。

４．減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれております。

５．当連結会計年度より、セグメントの名称を「運送及び運送取扱事業」から「運送事業」へと変更いたしまし

た。

ｂ．所在地別セグメント情報

　前連結会計年度及び当連結会計年度において本邦以外の国また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

　前連結会計年度及び当連結会計年度において海外売上高がないため該当事項はありません。
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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）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
(千円)

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

黒川興
産合資
会社
(注)１

東京都
千代田区

61,140
不動産
賃貸業

被所有
直接
39.6％

－
同社不
動産の
賃借

建物の賃借
（注)２

37,291 － －

取引条件及び取引条件の決定方針等

　（注）１．役員の近親者が同社の無限責任社員の100％を占めております。また、役員及び役員の近親者の出資割合は以

下のとおりです。

役員　鈴木　雄吾

役員　黒川　和一

役員の近親者

直接出資

直接出資

直接出資

7.4％

8.3％

63.0％

間接出資

 

間接出資

4.9％

 

16.4％

２．賃借料は近隣の取引実勢に基づき交渉の上決定し、共有賃貸ビルの同社持分相当を賃借しておりました。こ

の取引は平成18年３月27日に同共有賃貸ビルを売却したことにより終了しております。

３．上記取引金額には消費税等が含まれておりません。

４．同社は「親会社及び法人主要株主等」グループの属性「その他の関係会社」及び「主要株主」にも該当して

おります。

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）

　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  216円17銭

１株当たり当期純利益金額   29円54銭

１株当たり純資産額     303円52銭

１株当たり当期純利益金額     32円44銭

　潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、

潜在株式が存在し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） 198,895 212,925

普通株主に帰属しない金額（千円） 5,000 －

（うち利益処分による役員賞与金） (5,000) （－)

普通株式に係る当期純利益（千円） 193,895 212,925

期中平均株式数（株） 6,563,500 6,563,500
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（重要な後発事象）

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）

 ────── 　当社は、資産の効率化による有利子負債の圧縮及び財務

体質の強化、ならびに今後の事業運営等を総合的に判断し

て以下のとおり固定資産の譲渡をいたしました。 

(1）譲渡資産の内容

① 土地 千葉県浦安市千鳥15番地21 10,122.00㎡

 建物 千葉県浦安市千鳥15番地21 19,918.88㎡

 譲渡価額 4,670百万円

② 土地 東京都江東区若洲28番地１ 2,062.04㎡

 建物 東京都江東区若洲28番地１ 3,356.55㎡

 譲渡価額 1,330百万円

(2）譲渡先の概要

商号 月島倉庫株式会社

本店所在地 東京都中央区勝どき４丁目７番７号

代表者 代表取締役社長　北川　真理子

(3）譲渡の時期 平成19年５月１日

(4）当該事象の連結損益に与える影響額

　この譲渡により、平成20年３月期において、固定資

産売却益2,875百万円を特別利益として計上する予定で

あります。
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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 1,220,435 486,465  

２．受取手形 ※７ 37,666 59,026  

３．営業未収金 704,109 784,595  

４．有価証券 2,698 －  

５．貯蔵品 2,739 2,811  

６．前払費用 66,686 82,739  

７．繰延税金資産 39,481 24,646  

８．その他 36,501 163,462  

貸倒引当金 △1,165 △1,186  

流動資産合計 2,109,154 14.1 1,602,561 11.0 △506,592

Ⅱ．固定資産

１．有形固定資産

(1）建物 ※１ 8,970,786 9,083,233

減価償却累計
額 3,329,682 5,641,103 3,586,839 5,496,393  

(2）構築物 588,290 595,784

減価償却累計
額

389,677 198,613 410,551 185,233  

(3）機械装置 650,206 643,403

減価償却累計
額

377,681 272,524 408,869 234,533  

(4）車輌運搬具 13,242 5,952

減価償却累計
額

12,338 903 3,070 2,882  

(5）工具器具備品 345,223 360,083

減価償却累計
額

281,090 64,133 291,821 68,261  

(6）土地
※１
※５

5,668,889 5,795,739  

有形固定資産合
計

11,846,167 79.3 11,783,045 80.7 △63,122
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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）

２．無形固定資産

(1）ソフトウエア 38,242 30,998  

(2）電話加入権 5,433 5,433  

無形固定資産合
計

43,675 0.3 36,431 0.3 △7,244

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 348,413 324,402  

(2）関係会社株式 100,000 100,000  

(3）出資金 55,680 55,680  

(4）長期前払費用 26,557 21,197  

(5）繰延税金資産 110,230 246,904  

(6）差入保証金 154,407 229,620  

(7）その他 149,936 196,655  

貸倒引当金 △845 －  

投資その他の資
産合計

944,380 6.3 1,174,460 8.0 230,079

固定資産合計 12,834,224 85.9 12,993,937 89.0 159,713

Ⅲ．繰延資産

１．社債発行費 3,900 3,117  

繰延資産合計 3,900 0.0 3,117 0.0 △782

資産合計 14,947,278 100.0 14,599,616 100.0 △347,661
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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 ※７ 22,061 27,474  

２．営業未払金  220,606 219,039  

３．短期借入金 ※１ 943,000 620,000  

４．１年内に償還予定
の社債

※１ 175,000 535,000  

５．１年内に返済予定
の長期借入金

※１ 1,517,800 1,821,680  

６．未払金 186,092 99,513  

７．未払費用 65,637 66,516  

８．未払法人税等 186,013 2,156  

９．前受金 110,267 125,334  

10．預り金 22,660 606,847  

11．賞与引当金 56,200 59,382  

12．その他 ※１ 66,166 66,166  

流動負債合計 3,571,506 23.9 4,249,110 29.1 677,604

Ⅱ．固定負債

１．社債 ※１ 2,475,000 2,240,000  

２．長期借入金 ※１ 5,800,217 4,926,037  

３．再評価に係る繰延
税金負債

※５ 677,132 248,833  

４．退職給付引当金 332,605 326,872  

５．役員退職慰労引当
金

135,222 143,494  

６．長期未払金 ※１ 385,476 321,230  

７．その他 142,508 138,134  

固定負債合計 9,948,161 66.6 8,344,602 57.2 △1,603,559

負債合計 13,519,667 90.5 12,593,713 86.3 △925,954
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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）

（資本の部）

Ⅰ．資本金 ※２ 689,300 4.6 － － △689,300

Ⅱ．資本剰余金

１．資本準備金 301,343 －

２．その他資本剰余金   

(1）資本準備金減
少差益

31 －

資本剰余金合計 301,375 2.0 － － △301,375

Ⅲ．利益剰余金

１．利益準備金 88,684 －

２．任意積立金

(1）圧縮記帳積立
金

44,754 －

(2）別途積立金 40,500 －

３．当期未処分利益 2,012,299 －

利益剰余金合計 2,186,238 14.6 － － △2,186,238

Ⅳ．土地再評価差額金 ※５ △1,782,512 △11.9 － － 1,782,512

Ⅴ．その他有価証券評価
差額金

 72,543 0.5 － － △72,543

Ⅵ．自己株式 ※３ △39,334 △0.3 － － 39,334

資本合計 1,427,610 9.5 － － △1,427,610

負債資本合計 14,947,278 100.0 － － △14,947,278
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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   － －  689,300 4.7 689,300

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  －   301,343    

(2）その他資本剰
余金

 －   31    

資本剰余金合計   － －  301,375 2.1 301,375

３．利益剰余金         

(1）利益準備金  －   88,684    

(2）その他利益剰
余金

        

圧縮記帳積立
金

 －   44,754    

別途積立金  －   40,500    

繰越利益剰余
金

 －   2,177,728    

利益剰余金合計   － －  2,351,666 16.1 2,351,666

４．自己株式   － －  △39,334 △0.3 △39,334

株主資本合計   － －  3,303,007 22.6 3,303,007

Ⅱ．評価・換算差額等         

１．その他有価証券評
価差額金

  － －  57,109 0.4 57,109

２．土地再評価差額金 ※５  － －  △1,354,213 △9.3 △1,354,213

評価・換算差額等
合計 

  － －  △1,297,104 △8.9 △1,297,104

純資産合計   － －  2,005,903 13.7 2,005,903

負債純資産合計   － －  14,599,616 100.0 14,599,616
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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．倉庫事業収入

(1）保管料 1,478,806 1,504,020

(2）荷役料 1,275,279 1,405,969

(3）その他 96,484 2,850,570 214,707 3,124,696  

２．運送事業収入 1,819,580 1,904,088  

３．賃貸事業収入 1,128,690 1,102,975  

営業収益合計 5,798,842 100.0 6,131,759 100.0 332,917

Ⅱ．営業原価

１．倉庫事業原価  2,516,332 2,893,025  

２．運送事業原価  1,676,043 1,790,531  

３．賃貸事業原価  524,249 519,265  

営業原価合計 4,716,625 81.3 5,202,821 84.8 486,196

営業総利益 1,082,217 18.7 928,937 15.2 △153,279

Ⅲ．販売費及び一般管理費  ※１ 488,770 8.4 514,622 8.4 25,852

営業利益 593,446 10.3 414,315 6.8 △179,131

Ⅳ．営業外収益

１．受取利息  632 281

２．受取配当金 5,934 6,299

３．保険代理店収入 5,767 4,624

４．寮・社宅家賃収入 3,427 3,994

５．保険配当金 3,027 2,897

６．その他 7,366 26,154 0.4 4,968 23,064 0.3 △3,089

Ⅴ．営業外費用

１．支払利息 187,287 173,619

２．社債利息 25,016 22,623

３．その他 46,300 258,603 4.5 26,103 222,345 3.6 △36,257

経常利益 360,998 6.2 215,034 3.5 △145,964
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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．固定資産売却益 ※２ 354,071   47    

２．貸倒引当金戻入額  － 354,071 6.1 824 871 0.0 △353,199

Ⅶ．特別損失

１．固定資産除却損 ※３ 3,917 34,328

２．減損損失 ※４ 308,176 －

３．不動産取得関連費用  － 5,892

４．その他  8,047 320,140 5.5 － 40,221 0.6 △279,918

税引前当期純利益 394,929 6.8 175,684 2.9 △219,244

法人税、住民税及び
事業税

245,800 64,000

法人税等還付額 15,742 －

法人税等調整額 △12,140 217,917 3.8 △111,251 △47,251 △0.7 △265,168

当期純利益 177,012 3.0 222,936 3.6 45,923

前期繰越利益 2,002,813 －  

再評価差額金取崩額 △167,525 －  

当期未処分利益 2,012,299 －  
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営業原価明細書

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）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

１．倉庫事業原価

(1）労務費 1,009,705 1,153,679

(内賞与引当金繰入額) (35,271) (34,364)

(内退職給付費用) (45,674) (47,157)

(2）賃借料 454,842 605,736

(3）外注費 493,032 437,772

(4）減価償却費 173,653 187,037

(5）その他 385,098 2,516,332 53.4 508,799 2,893,025 55.6

２．運送事業原価

(1）運賃 1,594,928 1,703,022

(2）労務費 63,777 67,608

(内賞与引当金繰入額) (2,228) (2,013)

(内退職給付費用) (4,705) (6,568)

(3）減価償却費 51 186

(4）その他 17,285 1,676,043 35.5 19,714 1,790,531 34.4

３．賃貸事業原価

(1）賃借料 181,820 194,974

(2）減価償却費 184,807 177,596

(3）その他 157,622 524,249 11.1 146,694 519,265 10.0

営業原価合計 4,716,625 100.0 5,202,821 100.0

(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29日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ．当期未処分利益 2,012,299

Ⅱ．利益処分額

１．配当金 52,508  

２．役員賞与金

　　（うち監査役賞与金）

5,000

(1,050)

 

57,508

Ⅲ．次期繰越利益 1,954,791
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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

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計圧縮記帳積

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）

689,300 301,343 31 301,375 88,684 44,754 40,500 2,012,299 2,186,238

事業年度中の変動額

剰余金の配当（注）１        △52,508 △52,508

役員賞与（注）１        △5,000 △5,000

当期純利益        222,936 222,936

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額)(注）２

         

事業年度中の変動額合計
（千円）

－ － － － － － － 165,428 165,428

平成19年３月31日　残高
（千円）

689,300 301,343 31 301,375 88,684 44,754 40,500 2,177,728 2,351,666

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券評
価差額金

土地再評価差額金
評価・換算差額等
合計

平成18年３月31日　残高
（千円）

△39,334 3,137,579 72,543 △1,782,512 △1,709,969 1,427,610

事業年度中の変動額

剰余金の配当（注）１  △52,508    △52,508

役員賞与（注）１  △5,000    △5,000

当期純利益  222,936    222,936

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額)(注）２

  △15,433 428,298 412,865 412,865

事業年度中の変動額合計
（千円）

－ 165,428 △15,433 428,298 412,865 578,293

平成19年３月31日　残高
（千円）

△39,334 3,303,007 57,109 △1,354,213 △1,297,104 2,005,903

（注）１．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。

　　　２．土地再評価差額金の変動額は、売却予定の土地に係る税効果の認識による振替高であります。
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重要な会計方針

項目
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）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）満期保有目的の債券

　償却原価法（定額法）

(1）満期保有目的の債券

――――――

(2）子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法による原価法

(2）子会社株式及び関連会社株式

同左

(3）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

均法により算定）

(3）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

平均法により算定）

　時価のないもの

　移動平均法による原価法

　時価のないもの

同左

２．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法

デリバティブ

時価法

デリバティブ

同左

３．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

建物、構築物、機械装置　　定額法

その他　　　　　　　　　　定率法

　なお、耐用年数及び残存価額について

は、法人税法と同一の基準によっており

ます。

(1）有形固定資産

同左

(2）無形固定資産

　定額法

　ただし、ソフトウェア（自社利用分）

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

(2）無形固定資産

ソフトウェア（自社利用分）

　社内における利用可能期間（５年）

に基づく定額法

(3）長期前払費用

　定額法

(3）長期前払費用

同左

４．繰延資産の処理方法 社債発行費

　３年間で毎期均等額を償却する方法

社債発行費

　３年間で毎期均等額を償却する方法

　但し、平成18年度以降発生分については、

償還期間にわたり月割計算をしております。

（繰延資産の会計処理に関する当面の取扱

い）

　当事業年度より、社債発行費の償却方法

について「繰延資産の会計処理に関する当

面の取扱い」（企業会計基準委員会　平成

18年８月11日　実務対応報告19号）を適用

しております。これにより、従来の方法に

比べて経常利益及び税引前当期純利益がそ

れぞれ967千円増加しております。

５．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　営業未収金・貸付金等債権の貸倒れ

による損失に備えるため設定したもの

であり、以下の方法により計上してお

ります。

一般債権　　　　　　貸倒実績率

貸倒懸念債権及び破産更生債権

財務内容評価法

(1）貸倒引当金

同左
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項目
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）

(2）賞与引当金

　従業員に対する賞与支給見込額のう

ち当期負担額を当期の費用に計上する

ため設定したものであり、支給見込額

に基づき計上しております。

(2）賞与引当金

同左

(3）退職給付引当金

　従業員に対する退職給付に備えるた

め設定したものであり、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。

(3）退職給付引当金

同左

(4）役員退職慰労引当金

　役員に対する退職慰労金の支払に備

えるため設定したものであり、内規に

基づく期末要支給額を計上しておりま

す。

(4）役員退職慰労引当金

同左

６．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

７．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を原則としておりま

すが、特例処理の要件を満たす金利ス

ワップ等については、特例処理を採用

しております。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(2）ヘッジ対象とヘッジ手段

　ヘッジ対象は、変動金利及び固定金

利による借入金であり、ヘッジ手段と

して金利スワップ取引及びキャップ取

引を利用しております。

(2）ヘッジ対象とヘッジ手段

同左

(3）ヘッジ方針

　借入金に係る相場変動リスク及び

キャッシュ・フロー変動リスクを効率

的に管理して、金利コストを合理的に

軽減する目的でヘッジ取引を利用して

おります。

(3）ヘッジ方針

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象とヘッジ手段のキャッ

シュ・フロー変動の累計額を比較する

ことによりヘッジ有効性を評価してお

ります。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

(5）その他のリスク管理方針

　金利デリバティブ取引のリスク管理

規程を作成して借入金の管理の中に包

括して実施しております。

(5）その他のリスク管理方針

同左

８．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

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、控除対象外消費税

及び地方消費税は当事業年度の費用とし

て処理しております。

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。
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会計処理方法の変更

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）

（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308,176千円減少しておりま

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）

当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12月９日

　企業会計基準第５号）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」（企業会計基準委員

会　平成17年12月９日　企業会計基準適用指針第８号）を

適用しております。

これまでの資本の部に相当する金額は2,005,903千円で

あります。

なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部につ

いては、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸表

等規則により作成しております。

表示方法の変更

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）

（貸借対照表）

１．前期まで区分掲記しておりました「受入保証金」は、

負債及び資本の総額の100分の1以下となったため、固定

負債の「その他」に含めて表示することに変更しました。

　なお当期における「受入保証金」の金額は、130,348

千円であります。

―――――――

２．前期まで区分掲記しておりました「建設協力金」は、

負債及び資本の総額の100分の1以下であるため、固定負

債の「その他」に含めて表示することに変更しました。

　なお当期における「建設協力金」の金額は、12,160千

円であります。

 

（損益計算書）

　　前期まで営業外収益の「その他」に含めて表示してお

りました「保険配当金」は、営業外収益の総額の100分

の10を超えたため区分掲記することに変更しました。

　なお前期における「保険配当金」の金額は、2,738千

円であります。

（損益計算書）

　　前期において、「運送及び運送取扱事業収入」及び

「運送及び運送取扱事業原価」として掲記されていたも

のは、当期からそれぞれ「運送事業収入」及び「運送事

業原価」と表示しております。
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注記事項

（貸借対照表関係）

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）

※１．担保に供している資産 ※１．担保に供している資産

建物 5,501,629千円

土地 5,662,924千円

計 11,164,554千円

建物 5,357,147千円

土地 5,662,924千円

計 11,020,072千円

上記に対応する債務の内容 上記に対応する債務の内容

短期借入金 935,000千円

長期借入金 7,318,017千円

（１年内に返済予定の長期借入金を含む）

社債に係る銀行保証 1,600,000千円

長期未払金 449,722千円

（１年内に支払予定の長期未払金を含む） 

計 10,302,739千円

短期借入金 620,000千円

長期借入金 6,747,717千円

（１年内に返済予定の長期借入金を含む）

社債に係る銀行保証 1,600,000千円

長期未払金 385,476千円

（１年内に支払予定の長期未払金を含む） 

計 9,353,193千円

※２．授権株式数及び発行済株式総数 ―――――――

授権株式数 普通株式　24,807,000株

発行済株式総数 普通株式　 6,672,000株

ただし、株式の消却が行われた場合は、これ

に相当する株式数を減ずる旨定款に定めており

ます。

※３．自己株式

　当社が保有する自己株式の数は、普通株式108,500

株であります。

 ―――――――

４．保証債務 ４．保証債務

　次の組合について、金融機関からの借入に対し債務

保証を行っております。

　次の組合について、金融機関からの借入に対し債務

保証を行っております。

保証先 金額（千円） 内容

江東倉庫事業協同組合
（当社他５社が組合員）

26,128 借入債務

保証先 金額（千円） 内容

江東倉庫事業協同組合
（当社他５社が組合員）

22,984 借入債務

※５．「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日

公布法律第34号）に基づき、事業用土地の再評価を行

い、当該再評価に係る税金相当額を「再評価に係る繰

延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除し

た金額を「土地再評価差額金」として資本の部に計上

しております。

※５．「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日

公布法律第34号）に基づき、事業用土地の再評価を行

い、当該再評価に係る税金相当額を「再評価に係る繰

延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除し

た金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計

上しております。

再評価の方法 再評価の方法

　「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年

３月31日公布政令第119号）第２条第３号に定める

固定資産税評価額によって算出しております。

　「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年

３月31日公布政令第119号）第２条第３号に定める

固定資産税評価額によって算出しております。

・再評価を行った年月日 平成14年３月31日

・再評価を行った土地の期末

における時価と再評価後の

帳簿価額との差額

 1,015,462千円

・再評価を行った年月日 平成14年３月31日

・再評価を行った土地の期末

における時価と再評価後の

帳簿価額との差額

  1,036,856千円

　６．配当制限 　―――――――

商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価

を付したことにより増加した純資産額は72,543千円で

あります。
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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）

――――――― ※７．期末日満期手形

　期末日満期手形の会計処理については、手形交換日

をもって決済処理しております。なお、当期末日が金

融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期

末残高が含まれております。

受取手形 17,860千円

支払手形       3,371千円
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（損益計算書関係）

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）

※１．販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次の

とおりであります。

※１．販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次の

とおりであります。

報酬・給料手当 238,072千円

福利厚生費 37,882千円

賃借料 30,020千円

退職給付費用 26,491千円

賞与引当金繰入額 18,700千円

役員退職慰労引当金繰入額 7,682千円

貸倒引当金繰入額 447千円

減価償却費 17,930千円

報酬・給料手当 258,038千円

福利厚生費 40,431千円

賃借料 26,918千円

退職給付費用 31,873千円

賞与引当金繰入額 23,004千円

役員退職慰労引当金繰入額 8,271千円

減価償却費 18,170千円

販売費及び一般管理費のうち販売費の割合はおおよ

そ16％であります。

販売費及び一般管理費のうち販売費の割合はおおよ

そ18％であります。

※２．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 ※２．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

建物 11,148千円

構築物 558千円

機械装置 60千円

工具器具備品 6千円

土地 342,297千円

計 354,071千円

機械装置 3千円

工具器具備品 44千円

計 47千円

※３．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※３．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

車輌運搬具 1,334千円

工具器具備品 224千円

ソフトウェア 2,358千円

計 3,917千円

建物 24,706千円

機械装置 3,527千円

工具器具備品 1,087千円

ソフトウェア 5,006千円

計 34,328千円

※４．減損損失

当社は以下の資産グループについて減損損失を計

上いたしました。

用途 種類 場所

物流倉庫 土地 東京都江東区若洲 

当社は主として各事業所をグルーピングの単位と

しております。

継続的な地価の下落により、上記事業所における

資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減

少額を減損損失(308,176千円)として特別損失に計

上しており、その内訳は全て土地であります。

なお、各資産グループの回収可能価額は使用価値

により測定し、将来キャッシュ・フローを2.6％で

割り引いて算定しております。

―――――――――
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（株主資本等変動計算書関係）

当事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31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）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

普通株式 108,500 － － 108,500

合計 108,500 － － 108,500

（リース取引関係）

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）

借手側 借手側

　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

　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、減損損失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
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

工具器具備品 23,420 13,328 10,092

ソフトウェア 149,983 123,198 26,785

合計 173,404 136,527 36,877

取得価額
相当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

車輌運搬具 9,492 1,648 7,843

工具器具備品 41,959 5,207 36,752

ソフトウェア 45,010 33,853 11,157

合計 96,462 40,709 55,752

　（注）　取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算定しております。

同左

(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

(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 28,449千円

１年超 8,427千円

計 36,877千円

１年内 14,369千円

１年超 41,382千円

計 55,752千円

　（注）　未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み法により算

定しております。

同左

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失

支払リース料 39,261千円

減価償却費相当額 39,261千円

支払リース料 30,631千円

減価償却費相当額 30,631千円

(4）減価償却費相当額の算定方法 (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、残存価額を零または

残価保証額とする定額法によっております。

　同左

（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はありません。

（減損損失について）

　同左
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（有価証券関係）

　前事業年度（平成18年３月31日）及び当事業年度（平成19年３月31日）における子会社株式及び関連会社株式で

時価のあるものはありません。

（税効果会計関係）

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）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

（繰延税金資産）

退職給付引当金損金算入限度超

過額
135,337千円

減損損失 125,396千円

役員退職慰労引当金 55,022千円

賞与引当金 22,867千円

未払事業税 13,736千円

ゴルフ会員権評価損 8,211千円

賞与引当金に係る社会保険料 2,622千円

その他 598千円

繰延税金資産小計 363,792千円

評価性引当額 △133,608千円

繰延税金資産合計 230,184千円

（繰延税金負債）

固定資産圧縮積立金 △30,704千円

その他有価証券評価差額金 △49,768千円

繰延税金負債合計 △80,472千円

繰延税金資産の純額 149,711千円

（繰延税金資産）

退職給付引当金損金算入限度超

過額
133,004千円

減損損失 125,396千円

役員退職慰労引当金 58,387千円

賞与引当金 24,162千円

ゴルフ会員権評価損 8,211千円

賞与引当金に係る社会保険料 2,811千円

その他 128千円

繰延税金資産小計 352,103千円

評価性引当額 △8,211千円

繰延税金資産合計 343,891千円

（繰延税金負債）

固定資産圧縮積立金 △30,704千円

その他有価証券評価差額金 △39,180千円

還付事業税 △2,455千円

繰延税金負債合計 △72,339千円

繰延税金資産の純額 271,551千円

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

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

法定実効税率 40.7％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されな

い項目
0.6％

住民税均等割 0.6％

評価性引当額の増減額 14.5％

ＩＴ減税・人材投資減税 △1.5％

留保金課税 4.1％

その他 0.2％

税効果会計適用後の法人税等の負

担率
59.2％

法定実効税率 40.7％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されな

い項目
1.5％

受取配当金等永久に益金に算入さ

れない項目
△0.7％

評価性引当額の増減額 △71.4％

住民税均等割 1.4％

留保金課税 1.6％

税効果会計適用後の法人税等の負

担率
△26.9％
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（１株当たり情報）

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）

１株当たり純資産額    216円75銭

１株当たり当期純利益金額   26円21銭

１株当たり純資産額       305円61銭

１株当たり当期純利益金額     33円97銭

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、潜在株式が存在し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)

当期純利益（千円） 177,012 222,936

普通株主に帰属しない金額（千円） 5,000 －

（うち利益処分による役員賞与金） (5,000) （－)

普通株式に係る当期純利益（千円） 172,012 222,936

期中平均株式数（株） 6,563,500 6,563,500

（重要な後発事象）

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）

 ────── 　資産の効率化による有利子負債の圧縮及び財務体質の強

化、ならびに今後の事業運営等を総合的に判断して以下の

とおり固定資産の譲渡をいたしました。 

(1）譲渡資産の内容

① 土地 千葉県浦安市千鳥15番地21 10,122.00㎡

 建物 千葉県浦安市千鳥15番地21 19,918.88㎡

 譲渡価額 4,670百万円

② 土地 東京都江東区若洲28番地１ 2,062.04㎡

 建物 東京都江東区若洲28番地１ 3,356.55㎡

 譲渡価額 1,330百万円

(2）譲渡先の概要

商号 月島倉庫株式会社

本店所在地 東京都中央区勝どき４丁目７番７号

代表者 代表取締役社長　北川　真理子

(3）譲渡の時期 平成19年５月１日

(4）当該事象の損益に与える影響額

　この譲渡により、平成20年３月期において、固定資

産売却益2,875百万円を特別利益として計上する予定で

あります。
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６．その他
(1）役員の異動

①　代表取締役の異動 

該当事項はありません。

②　その他の役員の異動

・新任取締役候補

　取締役　黒川尚悟（現　営業本部副本部長）

③　就任予定日

平成19年６月28日

(2）販売の状況

 

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） 増減

（千円）

金額（千円） 比率（％） 金額（千円） 比率（％）

倉庫事業 2,856,808 46.6 3,125,556 48.6 268,748

１．保管料 (1,478,350) (24.1) (1,503,802) (23.4) (25,452)

２．荷役料 (1,275,279) (20.8) (1,404,658) (21.8) (129,379)

３．その他 (103,177) (1.7) (217,094) (3.4) (113,917)

運送事業 2,172,843 35.5 2,227,201 34.7 54,357

賃貸事業 1,097,197 17.9 1,071,467 16.7 △25,730

 合計 6,126,848 100.0 6,424,224 100.0 297,376
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