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１．平成19年５月中間期の連結業績（平成18年12月１日～平成19年５月31日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年５月中間期 68,677 3.3 587 △59.0 587 △59.8 157 △72.6

18年５月中間期 66,483 5.1 1,432 3.3 1,462 3.6 574 △7.3

18年11月期 135,505 － 2,594 － 2,643 － 1,051 －

１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

円 銭 円 銭

19年５月中間期 12 41 － －

18年５月中間期 45 35 － －

18年11月期 82 98 － －

（参考）持分法投資損益 19年５月中間期 2百万円 18年５月中間期 1百万円 18年11月期 3百万円

(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５月中間期 57,587 26,768 41.8 1,901 16

18年５月中間期 54,871 26,107 43.0 1,863 32

18年11月期 57,364 26,545 41.8 1,890 47

（参考）自己資本 19年５月中間期 24,087百万円 18年５月中間期 23,608百万円 18年11月期 23,952百万円

(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５月中間期 967 △1,722 37 2,323

18年５月中間期 1,277 △1,471 △39 2,376

18年11月期 3,563 △3,017 84 3,095

２．配当の状況

  １株当たり配当金

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭

18年11月期 8 00 8 00 16 00

19年11月期 8 00 －

19年11月期（予想） － 8 00 16 00

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

（％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
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 140,500 3.7 1,900 △26.8 1,800 △31.9 630 △40.1 49 72

－ 1 －



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）中間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（中間連結財務諸表作成のための基本とな

る重要な事項の変更に記載されるもの）

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、20ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」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５月中間期 12,677,900株 18年５月中間期 12,677,900株 18年11月期 12,677,900株

②　期末自己株式数 19年５月中間期 8,007株 18年５月中間期 7,798株 18年11月期 7,918株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、41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５月中間期の個別業績（平成18年12月１日～平成19年５月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年５月中間期 46,970 1.6 169 △79.3 186 △77.8 35 △90.4

18年５月中間期 46,240 1.6 821 △21.4 839 △19.7 368 △29.2

18年11月期 93,728 － 1,527 － 1,617 － 815 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年５月中間期 2 79

18年５月中間期 29 11

18年11月期 64 36

(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５月中間期 43,346 21,650 49.9 1,708 82

18年５月中間期 40,719 21,367 52.5 1,686 41

18年11月期 42,329 21,652 51.1 1,708 95

（参考）自己資本 19年５月中間期 21,650百万円 18年５月中間期 21,367百万円 18年11月期 21,652百万円

２．平成19年11月期の個別業績予想（平成18年12月１日～平成19年11月30日）

（％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
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 96,500 3.0 1,000 △34.5 1,000 △38.2 450 △44.8 35 52

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

通期連結業績予想および個別業績予想につきましては、平成19年１月11日発表の予想を修正しております。なお、

上記に記載した予想数値は、発表日現在において入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な

要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の３ページ「１．経営成績(１)経営成績に関する分析」以下をご覧くださ

い。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

①当中間連結会計期間の概況

　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、好調な企業業績を背景とした設備投資の増加や雇用環境などの改善

が進むなか、個人消費においても回復の兆しが見られ、景気は総じて回復基調で推移いたしました。

　しかしながら、食品物流業界におきましては、消費者の低価格志向持続を背景とした顧客の物流費引き下げ要請

や物流業者間の価格競争などが激化する一方で、高止まりの燃料価格に加え、食の安全・安心に応える物流品質向

上への投資や、トラックドライバー確保のコスト増など厳しい経営環境で推移いたしました。

　このような状況の中で、当社グループは、作業品質や保管効率を高める倉庫作業支援システムや移動棚の導入を

進めながら、全国にわたる輸配送ネットワークと拠点の物流機能を活かしたアセット型サードパーティーロジスティ

クス（お客様に最適なサービスの提供。以下、アセット型３ＰＬ）の提案営業を推し進めました。この結果、流通

系を主な顧客とする専用物流とキユーソー便全国小口輸配送システム（以下、キユーソースルー便）の受託は伸長

しましたが、食品メーカーを主な顧客とする共同物流は低調に推移いたしました。

　利益面は、倉庫や運送の固定費吸収によるコスト低減施策を推し進めたものの、共同物流の伸び悩みから賃借料

などの固定費比率が増加し、さらに、燃料価格の高止まりの影響に加え、多品種少量化に対応した作業の増加にと

もなう荷役作業コストや、パレット費用などが増加し大幅な減益となりました。

　また、倉庫事業の効率化をはかるため、３ヵ所の営業所統廃合を５月に実施いたしました。

　以上の結果、当中間期の業績は、売上高は686億77百万円と前年同期に比べ21億93百万円（3.3％増）の増収とな

りましたが、営業利益は５億87百万円と前年同期に比べ８億45百万円（59.0％減）、経常利益は５億87百万円と前

年同期に比べ８億75百万円（59.8％減）、中間純利益は１億57百万円と前年同期に比べ４億17百万円（72.6％減）

とそれぞれ減益になりました。

②　事業の種類別セグメントの概況

（倉庫事業）

　倉庫事業は、倉庫作業支援システムや移動棚の導入による作業品質や保管効率向上を進めたものの、共同物流

が低迷し、保管収入は微増となりました。一方、利益面は、保管収入の低迷が影響し賃借料などの固定費比率を

上昇させたことに加え、パレット費用や労務費などが増加し大幅な減益となりました。

　この結果、倉庫事業収益は、110億12百万円と前年度に比べ18百万円（0.2％増）の増収となりましたが、営業

損失は４億56百万円と前年度に比べ６億79百万円(前期は２億22百万円の利益)の減益となりました。

（運送事業）

　運送事業は、共同物流は低調に推移したものの、専用物流やキユーソースルー便が伸長し営業収益は堅調に推

移いたしました。一方、利益面は、燃料価格の影響を受けるとともに、共同物流の伸び悩みによる粗利益の低下

や、輸送の積載効率向上や配送車両の削減などコスト低減が遅れました。

　この結果、運送事業収益は、509億93百万円と前年度に比べ18億40百万円（3.7％増）の増収となりましたが、

営業利益は９億４百万円と前年度に比べ１億40百万円（13.4％減）の減益となりました。

（その他事業）

　その他事業は、車両販売が不調だったものの、コンビニエンスストアの新規出店などで増収となりました。一

方、利益面は、車両販売の不調が影響いたしました。

　この結果、その他事業収益は、66億70百万円と前年度に比べ３億35百万円（5.3％増）の増収となりましたが、

営業利益は１億20百万円と前年度に比べ24百万円（17.2％減）の減益となりました。
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③　通期の見通し

　通期の見通しは、平成19年１月10日発表の通期業績予想を下表の通り本日修正しております。

　売上高は、保管貨物や共同物流が伸び悩み、前回発表予想をやや下回るものの、1,405億円と前年同期比49億94百

万円（3.7％増）の増収を見込んでおります。

　利益面については、中間期における計画未達成を営業所の統合や運行車両の削減等の固定費削減施策でカバーし

てまいりますが、メーカー物流等保管を伴う共同物流の取引の増加が伸び悩むため、営業利益19億円と前年同期比

６億94百万円（26.8％減）、経常利益18億円と前年同期比８億43百万円（31.9％減）、当期純利益６億30百万円と

前年同期比４億21百万円減（40.1％減）と減益を見込んでおります。

平成19年11月期通期業績予想数値の修正（平成18年12月１日～平成19年11月30日）

（連結） （金額の単位：百万円）

売上高 経常利益 当期純利益

前回発表予想（Ａ） 142,000 3,100 1,350

今回修正予想（Ｂ） 140,500 1,800 630

増減額（Ｂ－Ａ） △1,500 △1,300 △720

増減率（％）  △1.1％  △41.9％  △53.3％

（ご参考）前期実績
（平成18年11月期通期）

135,505 2,643 1,051

（単体） （金額の単位：百万円）

売上高 経常利益 当期純利益

前回発表予想（Ａ） 99,500 2,400 1,250

今回修正予想（Ｂ） 96,500 1,000 450

増減額（Ｂ－Ａ） △3,000 △1,400 △800

増減率（％）  △3.0％  △58.3％  △64.0％

（ご参考）前期実績
（平成18年11月期通期）

93,728 1,617 815

（注）上記の予想は、本日現在における入手可能な情報および業績に影響を与える不確実な要因に係る仮定を前提

としており、実際の業績は様々な要因で予想と異なる結果となる可能性があります。

(2）財政状態に関する分析

①　財政状態の分析

（流動資産）

　当中間連結会計期間における流動資産の残高は、200億43百万円となり、前連結会計年度末に比べ13億20百万円減

少いたしました。主な要因といたしましては、現金及び預金、受取手形及び営業未収入金が減少したことによるも

のであります。

（固定資産）

　当中間連結会計期間における固定資産の残高は、375億43百万円となり、前連結会計年度末に比べ15億42百万円増

加いたしました。主な要因といたしましては、倉庫増築やトラックなどの車両購入等の設備投資と敷金保証金およ

び前払年金費用が増加したことによるものであります。

（流動負債）

　当中間連結会計期間における流動負債の残高は、240億24百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億19百万円減

少いたしました。主な要因といたしましては、短期借入金は増加したものの、未払金が減少したことによるもので

あります。

（固定負債）

　当中間連結会計期間における固定負債の残高は、67億93百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億19百万円増

加いたしました。主な要因といたしましては、長期借入金を流動負債へ振り替えたことによる減少および退職給付

引当金が減少したものの、長期繰延税金負債が増加したことによるものであります。
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（純資産）

　当中間連結会計期間における純資産の残高は、267億68百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億22百万円増加

いたしました。主な要因といたしましては、利益剰余金、有価証券評価差額および少数株主持分が増加したことに

よるものであります。

②　キャッシュ・フローの状況

　当中間連結会計期間における現金および現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ７億72

百万円減少し、23億23百万円となりました。

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

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は、前中間連結会計期間に比べ３億10百万円減少し、９億67百万円となりました。こ

れは主に、減価償却費および仕入債務の増加や法人税等の支払額の減少があったものの、税金等調整前中間純利益の

減少および敷金保証金などの支払をしたことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は、前中間連結会計期間に比べ２億51百万円増加し、17億22百万円となりました。こ

れは主に、無形固定資産の取得による支出は減少したものの、有形固定資産および投資有価証券の取得による支出が

増加したことによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果得られた資金は、前中間連結会計期間に比べ76百万円増加し、37百万円となりました。これは主に、

社債発行による収入や長期借入による収入は減少したものの、短期借入の純増減額が増加したことによるものであり

ます。

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

平成15年
11月期

平成16年
11月期

平成17年
11月期

平成18年
11月期

平成19年
５月中間期

自己資本比率（％） 33.9 39.5 41.6 41.8 41.8

時価ベースの自己資本比率（％） 23.6 34.2 40.0 35.1 33.2

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） 569.8 208.5 276.3 280.7 530.5

インタレスト・カバレッジ・レシオ 11.7 27.6 25.4 36.7 16.5

※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／キャッシュ・フロー

（中間期については、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍しております。）

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

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。

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。

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。

４．有利子負債は連結（中間連結）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。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

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

ることを基本にしております。

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

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

おります。

　なお、当社は株主の便宜をはかるべく、期初の予定どおり中間配当金は１株当たり８円とさせていただきます。

また、期末配当金は１株当たり８円（普通配当）を予定いたしており、これにより当期の配当金は、期初の予定どお

り前年と同額の１株当たり16円となる見込みであります。
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(4）事業等のリスク

　最近の有価証券報告書（平成19年２月23日提出）における記載から、新たに顕在化した速やかに伝達すべきリスク

はありませんので、記載を省略いたします。

　なお、当該有価証券報告書は、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.krs.co.jp/

（金融庁ホームページ　ＥＤＩＮＥＴ）

https://info.edinet.go.jp/EdiHtml/main.htm
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２．企業集団の状況

　当社の親会社はキユーピー株式会社であり、当社グループ（当社および当社の関係会社）は、当社、親会社、連結子

会社17社、非連結子会社２社および関連会社２社で構成されております。

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

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

報処理などの総合的な物流サービスを提供することを主たる業務にしております。

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

①　倉庫事業

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

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

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

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

り、当社と連携して事業の運営に当たっております。

②　運送事業

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

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

全国物流、複合一貫物流）を提供しております。

③　その他事業

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

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

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

（事業系統図）

 

親
会
社
キ
ユ
ー
ピ
ー
㈱
及
び
同
社
グ
ル
ー
プ
会
社

 

一   

般   

顧   

客

 

当           社 

※１ ㈱ｷﾕｰﾋﾟｰ流通ｼｽﾃﾑ 

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

倉庫 
運送 
その他 

倉庫 
運送 
その他 

不動 産賃貸 商品 販売 
損害 保険代理店 

損害 保険代理店 
車両 整備 
商品 販売 

※１ ﾜｲｴﾑｷﾕｰｿｰ㈱ 

その他 

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

運送 運送 

不動産賃貸 

※１ ㈱ｴｽﾜｲﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ 

不動 産賃貸 
運 送 

運送 
その他 

※４ KRS ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ㈱ 

運 送 

運送 

運 送 

※２ あさと物流㈱ 

荷 役 

運 送 

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

運 送 

※１ ㈱ｷﾕｰｿｰｴﾙﾌﾟﾗﾝ 

※３ 中通倉庫㈱ 

事務 請負 

荷 役 

荷役 

事務 請負 事務 請負 事務 請負 事務 請負 

運 送 

運送 

運送 

※１ 上海丘寿儲運有限公司 

※２  ﾜｲｴﾑﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞ㈱ 

運 送 

派遣 事業 

ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ等の賃借 
車両整備 
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

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

に貢献する」を経営理念としています。

　この理念に基づいた経営姿勢は、

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

ます。

②　株主の信頼と期待に応え、かつ透明性の高い魅力のある企業を目指します。

③　社員の能力を最大限に引き出す企業風土を創造します。

④　よき企業市民として、地域社会に貢献します。

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

の通りとしております。

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

地位を確立する。

②　従業員満足度を向上させ、従業員のモチベーションを高める。

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

④　環境負荷低減のために積極的な取り組みを行う。

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

で、利害関係者に対する企業価値の最大化をはかってまいります。

(2）目標とする経営指標

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

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

としております。

(3）中長期的な会社の経営戦略

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

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

した提案型営業により、お客様に最適なサービスを提供するアセット型３ＰＬを推進してまいります。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

びキユーソースルー便を拡大。平成19年12月には川崎市に本格的な輸入貨物対応型の低温物流センターが稼動

する予定。

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

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

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

良、省力化のための自動倉庫システムの導入等を推進。

④　物流品質の更なる向上

⑤　環境負荷軽減への取り組みとして、低公害車の積極的な導入、求貨求車情報システム（以下、ＱＴＩＳ）の更

なる活用等

　以上５点を軸に目標達成を進めてまいります。

(4）会社の対処すべき課題

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

応コストの増大等事業コスト面でも厳しい経営環境に直面しております。

　当社グループは、協力運送会社により構成されたキユーソー会が提供する全国輸配送ネットワークと全国70箇所に
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及ぶ倉庫・冷蔵庫拠点という強力な物流機能を背景にアセット型３ＰＬの推進を進めてまいります。この強みである

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

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

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

(5）その他、会社の経営上重要な事項

 　該当事項はありません。
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４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

 
 

前中間連結会計期間末
（平成18年５月31日現在）

当中間連結会計期間末
（平成19年５月31日現在）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表

（平成18年11月30日現在）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金   2,376   2,323   3,095  

２．受取手形及び営業未
収入金

＊５  16,056   15,881   16,554  

３．有価証券   27   －   8  

４．たな卸資産   174   221   202  

５．前払費用   538   619   582  

６．繰延税金資産   390   554   450  

７．その他の流動資産   359   464   504  

８．貸倒引当金   △22   △21   △35  

流動資産合計   19,901 36.3  20,043 34.8  21,364 37.3

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産           

(1)建物及び構築物 ＊1,2  8,377   8,956   8,378  

(2)機械装置及び運搬
具

＊1,2  3,541   4,062   3,822  

(3)工具器具及び備品 ＊１  186   315   264  

(4)土地 ＊２  14,874   14,874   14,874  

(5)建設仮勘定   134   135   431  

有形固定資産合計   27,115 49.4  28,345 49.2  27,771 48.4

２．無形固定資産   478 0.9  550 1.0  584 1.0

３．投資その他の資産           

(1)投資有価証券 ＊４  1,715   1,854   1,622  

(2)繰延税金資産   264   416   168  

(3)敷金保証金   3,576   4,057   3,827  

(4)その他の投資その
他の資産

  1,900   2,368   2,088  

(5)貸倒引当金   △82   △50   △61  

投資その他の資産
合計

  7,374 13.4  8,647 15.0  7,644 13.3

固定資産合計   34,969 63.7  37,543 65.2  36,000 62.7

資産合計   54,871 100.0  57,587 100.0  57,364 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成18年５月31日現在）

当中間連結会計期間末
（平成19年５月31日現在）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表

（平成18年11月30日現在）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．支払手形及び営業未
払金

  11,870   12,086   12,202  

２．短期借入金 ＊２  4,493   6,555   6,116  

３．未払金   1,472   1,932   2,599  

４．未払費用   1,253   1,833   1,526  

５．未払法人税等   494   236   300  

６．賞与引当金   585   509   598  

７．設備関係支払手形   138   240   125  

８．役員賞与引当金   －   60   34  

９．その他の流動負債   569   570   640  

流動負債合計   20,878 38.0  24,024 41.7  24,144 42.1

Ⅱ　固定負債           

１．社債   500   500   500  

２．長期借入金 ＊２  4,526   3,209   3,384  

３．長期未払金   －   707   －  

４．設備関係未払金   155   58   100  

５．繰延税金負債   －   512   －  

６．退職給付引当金   1,138   904   1,016  

７．役員退任慰労引当金   709   －   750  

８．預り保証金   805   777   786  

９．連結調整勘定   51   －   136  

10．負ののれん   －   123   －  

固定負債合計   7,885 14.4  6,793 11.8  6,674 11.6

負債合計   28,763 52.4  30,818 53.5  30,819 53.7

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本        

１．資本金  4,063 7.4 4,063 7.0 4,063 7.1

２．資本剰余金  4,209 7.6 4,209 7.3 4,209 7.4

３．利益剰余金  15,025 27.4 15,470 26.9 15,439 26.9

４．自己株式  △10 △0.0 △11 △0.0 △11 △0.0

株主資本合計  23,287 42.4 23,732 41.2 23,701 41.4

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価
差額金

 308 0.6 309 0.5 235 0.4

２．繰延ヘッジ損益  12 0.0 43 0.1 15 0.0

３．為替換算調整勘定  － － 2 0.0 － －

評価・換算差額等合計  321 0.6 355 0.6  250 0.4

Ⅲ　少数株主持分  2,498 4.6 2,680 4.7  2,593 4.5

純資産合計  26,107 47.6 26,768 46.5  26,545 46.3

負債純資産合計  54,871 100.0 57,587 100.0  57,364 100.0
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(2) 中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　営業収益   66,483 100.0  68,677 100.0  135,505 100.0

Ⅱ　営業原価   63,404 95.4  66,452 96.8  129,643 95.7

営業総利益   3,078 4.6  2,224 3.2  5,861 4.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ＊１  1,645 2.5  1,636 2.4  3,267 2.4

営業利益   1,432 2.1  587 0.8  2,594 1.9

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  2   2   4   

２．受取配当金  6   6   25   

３．受取賃貸料  29   30   59   

４．持分法による投資利益  1   2   3   

５．養老保険解約差益  24   －   24   

６．排ガス規制助成金  11   4   16   

７．保険金収入  7   －   7   

８．負ののれん償却額  －   12   －   

９．その他の営業外収益  40 123 0.2 37 96 0.1 93 234 0.2

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  51   56   100   

２．社債利息  0   －   1   

３．貸与設備諸費用  26   24   52   

４．その他の営業外費用  15 94 0.1 15 96 0.1 30 184 0.1

経常利益   1,462 2.2  587 0.8  2,643 2.0

Ⅵ　特別利益           

１．固定資産売却益 ＊２ 19   15   27   

２．投資有価証券売却益  11   0   17   

３．ゴルフ会員権売却益  －   0   4   

４．貸倒引当金戻入額  8   30   28   

５．役員退任慰労引当金戻
入額

 － 40 0.1 2 49 0.1 － 77 0.1

Ⅶ　特別損失           

１．固定資産売却損及び除
却損

＊3,4 178   44   209   

２．投資有価証券売却損  －   0   －   

３．投資有価証券評価損  －   9   －   

４．役員退任慰労金  1   －   1   

５．ゴルフ会員権売却損  －   15   －   

６．ゴルフ会員権評価損  3   4   3   

７．リース中途解約違約金  13   －   13   

８．営業所統合費用  － 197 0.3 49 123 0.2 － 228 0.2

税金等調整前中間(当
期)純利益

  1,305 2.0  512 0.7  2,493 1.9

法人税、住民税及び事
業税

 479   217   899   

法人税等調整額  145 624 0.9 63 280 0.4 288 1,188 0.9

少数株主利益   106 0.2  74 0.1  253 0.2

中間(当期)純利益   574 0.9  157 0.2  1,051 0.8
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間（自平成17年12月１日　至平成18年５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17年11月30日　残高（百万円） 4,063 4,209 14,620 △28 22,864

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当 － － △101 － △101

利益処分による役員賞与 － － △67 － △67

中間純利益 － － 574 － 574

自己株式の処分 － － △0 17 17

自己株式の取得 － － － △0 △0

株主資本以外の項目の中間連結会計期

間中の変動額（純額）
－ － － － －

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
－ － 405 17 422

平成18年５月31日　残高

（百万円）
4,063 4,209 15,025 △10 23,287

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券評
価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等
合計

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

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当 － － － － △101

利益処分による役員賞与 － － － － △67

中間純利益 － － － － 574

自己株式の処分 － － － － 17

自己株式の取得 － － － － △0

株主資本以外の項目の中間連結会計期

間中の変動額（純額）
22 12 35 76 111

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
22 12 35 76 534

平成18年５月31日　残高

（百万円）
308 12 321 2,498 26,107
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当中間連結会計期間（自平成18年12月１日　至平成19年５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11月30日　残高（百万円） 4,063 4,209 15,439 △11 23,701

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当 － － △101 － △101

中間純利益 － － 157 － 157

自己株式の取得 － － － △0 △0

連結子会社の決算期変更に伴う利益剰余

金の減少額
－ － △25 － △25

株主資本以外の項目の中間連結会計期

間中の変動額（純額）
－ － － － －

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
－ － 30 △0 30

平成19年５月31日　残高

（百万円）
4,063 4,209 15,470 △11 23,732

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証
券評価差額金

繰延ヘッジ損
益

為替換算調整
勘定

評価・換算差
額等合計

平成18年11月30日　残高（百万円） 235 15 － 250 2,593 26,545

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当 － － － － － △101

中間純利益 － － － － － 157

自己株式の取得 － － － － － △0

連結子会社の決算期変更に伴う利益剰余

金の減少額
－ － － － － △25

株主資本以外の項目の中間連結会計期

間中の変動額（純額）
73 28 2 104 87 192

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
73 28 2 104 87 222

平成19年５月31日　残高

（百万円）
309 43 2 355 2,680 26,768
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前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自平成17年12月１日　至平成18年11月30日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

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

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当(注) － － △202 － △202

利益処分による役員賞与 － － △67 － △67

当期純利益 － － 1,051 － 1,051

自己株式の処分 － － △0 17 17

自己株式の取得 － － － △0 △0

連結子会社の決算期変更に伴う利益剰

余金の増加額
－ － 39 － 39

株主資本以外の項目の連結会計年度中

の変動額（純額）
－ － － － －

連結会計年度中の変動額合計

（百万円）
－ － 819 17 837

平成18年11月30日　残高

（百万円）
4,063 4,209 15,439 △11 23,701

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券評
価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等
合計

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

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当(注) － － － － △202

利益処分による役員賞与 － － － － △67

当期純利益 － － － － 1,051

自己株式の処分 － － － － 17

自己株式の取得 － － － － △0

連結子会社の決算期変更に伴う利益剰

余金の増加額
－ － － － 39

株主資本以外の項目の連結会計年度中

の変動額（純額）
△50 15 △35 170 135

連結会計年度中の変動額合計

（百万円）
△50 15 △35 170 972

平成18年11月30日　残高

（百万円）
235 15 250 2,593 26,545

 （注）平成18年２月21日の定時株主総会における利益処分による利益配当金101百万円を含んでおります。
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

 
 

前中間連結会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

前連結会計年度の連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

    

税金等調整前中間(当
期)純利益

 1,305 512 2,493

減価償却費  980 1,220 2,168

貸倒引当金の減少額  △12 △30 △33

賞与引当金の増加額  34 119 7

退職給付引当金の減少
額

 △103 △111 △229

役員退任慰労引当金の
減少額

 △53 △715 △15

役員賞与引当金の増加
額

 － 19 34

役員賞与の支払額  △67 － △67

受取利息及び受取配当
金

 △9 △9 △30

支払利息  52 56 101

持分法による投資利益  △1 △2 △3

投資有価証券売却益  △11 △0 △17

投資有価証券売却損  － 0 －

投資有価証券評価損  － 9 －

有形固定資産売却損益  △15 △10 △14

有形固定資産除却損  173 39 196

ゴルフ会員権売却益  － △0 －

ゴルフ会員権売却損  － 15 －

ゴルフ会員権評価損  3 4 3

売上債権の減少額
(△増加額）

 850 745 △94

たな卸資産の減少額
（△増加額）

 5 △21 △27

仕入債務の増加額
（△減少額）

 △1,249 △827 579

長期未払金の増加額  － 669 －

その他  △47 △408 △322

小計  1,833 1,273 4,727

利息及び配当金の受取
額

 29 11 46

利息の支払額  △50 △58 △97

法人税等の支払額  △534 △259 △1,112

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 1,277 967 3,563
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前中間連結会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

前連結会計年度の連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

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

 △1,209 △1,617 △2,636

有形固定資産の売却に
よる収入

 27 34 65

無形固定資産の取得に
よる支出

 △205 △38 △376

投資有価証券の取得に
よる支出

 △90 △122 △194

投資有価証券の売却に
よる収入

 36 22 142

貸付による支出  △47 △39 △66

貸付金の回収による収
入

 32 21 56

その他  △15 16 △9

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △1,471 △1,722 △3,017

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

    

短期借入の純増減額  △850 320 150

長期借入による収入  1,600 1,300 1,900

長期借入金の返済によ
る支出

 △1,180 △1,356 △2,042

社債発行による収入  500 － 500

割賦未払金の返済によ
る支出

 － △103 △257

少数株主への株式の発
行による収入

 － － 45

自己株式の売却による
収入

 17 － 17

自己株式の取得による
支出

 △0 △0 △0

配当金の支払額  △101 △101 △202

少数株主への配当金の
支払額

 △25 △21 △25

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △39 37 84
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前中間連結会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

前連結会計年度の連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅳ　現金及び現金同等物の換
算差額

 － 2 －

Ⅴ　現金及び現金同等物の増
加額（△減少額）

 △232 △715 629

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
首残高

 2,609 3,095 2,609

Ⅶ　連結子会社の決算期変更
による現金及び現金同等
物の減少額

 － △57 △143

Ⅷ　現金及び現金同等物の中
間期末(期末)残高

＊１ 2,376 2,323 3,095
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前中間連結会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

１．連結の範囲に関する事項

（１）当該連結子会社は次の16社で

あります。

１．連結の範囲に関する事項

（１）当該連結子会社は次の17社で

あります。

１．連結の範囲に関する事項

（１）当該連結子会社は次の17社で

あります。

１．ワイエムキユーソー株式会社

２．株式会社エスワイプロモーショ

ン

３．キユーソーサービス株式会社

４．株式会社キユーソーエルプラ

ン

５．株式会社エルプラン東日本

６．株式会社エルプラン関東

７．株式会社エルプラン東海

８．株式会社エルプラン西日本

９．株式会社エルプラン九州

10．ケイ物流株式会社

11．株式会社キユーピー流通シス

テム

12．エム物流株式会社

13．株式会社サンエー物流

14．株式会社サンファミリー

15．大阪サンエー物流株式会社

16．ワイシステム株式会社

１．ワイエムキユーソー株式会社

２．株式会社エスワイプロモーショ

ン

３．キユーソーサービス株式会社

４．株式会社キユーソーエルプラ

ン

５．株式会社エルプラン東日本

６．株式会社エルプラン関東

７．株式会社エルプラン東海

８．株式会社エルプラン西日本

９．株式会社エルプラン九州

10．ケイ物流株式会社

11．株式会社キユーピー流通シス

テム

12．エム物流株式会社

13．株式会社サンエー物流

14．株式会社サンファミリー

15．大阪サンエー物流株式会社

16．ワイシステム株式会社

17．上海丘寿儲運有限公司

１．ワイエムキユーソー株式会社

２．株式会社エスワイプロモーショ

ン

３．キユーソーサービス株式会社

４．株式会社キユーソーエルプラ

ン

５．株式会社エルプラン東日本

６．株式会社エルプラン関東

７．株式会社エルプラン東海

８．株式会社エルプラン西日本

９．株式会社エルプラン九州

10．ケイ物流株式会社

11．株式会社キユーピー流通シス

テム

12．エム物流株式会社

13．株式会社サンエー物流

14．株式会社サンファミリー

15．大阪サンエー物流株式会社

16．ワイシステム株式会社

17．上海丘寿儲運有限公司

  上海丘寿儲運有限公司は、平成18

年９月26日付新規設立により当連

結会計年度から連結の範囲に含め

ております。

（２）主要な非連結子会社の名称等

あさと物流株式会社

ワイエムローディング株式会社

（２）主要な非連結子会社の名称等

あさと物流株式会社

ワイエムローディング株式会社

（２）主要な非連結子会社の名称等

あさと物流株式会社

ワイエムローディング株式会社

（連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社２社については、総

資産、売上高、中間純損益および

利益剰余金等がいずれも小規模で

あり中間連結財務諸表に重要な影

響を与えておりませんので、連結

の範囲から除外しております。な

お、ワイエムローディング株式会

社は、平成18年３月１日付で新規

設立した子会社であります。

（連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社２社については、総

資産、売上高、中間純損益および

利益剰余金等がいずれも小規模で

あり中間連結財務諸表に重要な影

響を与えておりませんので、連結

の範囲から除外しております。

（連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社２社については、総

資産、売上高、当期純損益および

利益剰余金等がいずれも小規模で

あり連結財務諸表に重要な影響を

与えておりませんので、連結の範

囲から除外しております。なお、

ワイエムローディング株式会社は、

平成18年３月１日付で新規設立し

た子会社であります。
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前中間連結会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

２．持分法の適用に関する事項

（１）関連会社３社のうち中通倉庫

株式会社に対する投資につい

ては持分法を適用しておりま

す。

持分法を適用していないＫＲ

Ｓロジスティクス株式会社、

株式会社エルシーシーについ

ては、中間純損益および利益

剰余金等のうち持分に見合う

額の合計額が、いずれも連結

中間純損益および利益剰余金

等に及ぼす影響が軽微であり、

かつ全体としても重要な影響

を及ぼしていないため、原価

法により評価しております。

２．持分法の適用に関する事項

（１）関連会社２社のうち中通倉庫

株式会社に対する投資につい

て持分法を適用しておりま

す。

持分法を適用していないＫＲ

Ｓロジスティクス株式会社に

ついては、中間純損益および

利益剰余金等に及ぼす影響が

軽微であり、かつ全体として

も重要な影響を及ぼしていな

いため、原価法により評価し

ております。

２．持分法の適用に関する事項

（１）関連会社２社のうち中通倉庫

株式会社に対する投資につい

て持分法を適用しておりま

す。

持分法を適用していないＫＲ

Ｓロジスティクス株式会社に

ついては、当期純損益および

利益剰余金等に及ぼす影響が

軽微であり、かつ全体として

も重要な影響を及ぼしていな

いため、原価法により評価し

ております。なお、前連結会

計年度まで関連会社でありま

した株式会社エルシーシーは、

当連結会計年度において清算

されたため、関連会社から除

外しております。

（２）中通倉庫株式会社の決算期は

３月となっておりますが、中

間連結決算日現在で実施した

仮決算に基づいた財務諸表を

使用しております。

（２）　　　　同左 （２）中通倉庫株式会社の決算期は

３月となっておりますが、連

結決算日現在で実施した仮決

算に基づいた財務諸表を使用

しております。
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前中間連結会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

３．連結子会社の中間決算日等に関す

る事項

連結子会社の中間決算日はすべて

３月31日であります。

中間連結財務諸表の作成に当たっ

ては、同中間決算日現在の財務諸

表を使用しておりますが、中間連

結決算日との間に生じた重要な取

引については、連結上必要な調整

を行っております。

３．連結子会社の中間決算日等に関す

る事項

連結子会社のうちワイエムキユー

ソー株式会社、株式会社エスワイ

プロモーション、キユーソーサー

ビス株式会社、株式会社キユー

ソーエルプラン、株式会社エルプ

ラン東日本、株式会社エルプラン

関東、株式会社エルプラン東海、

株式会社エルプラン西日本、株式

会社エルプラン九州、ケイ物流株

式会社、株式会社キユーピー流通

システムの中間決算日は、中間連

結決算日と一致しておりますが、

上海丘寿儲運有限公司の中間決算

日は６月30日、その他の連結子会

社の中間決算日はすべて３月31日

であります。中間連結財務諸表の

作成に当たって、上海丘寿儲運有

限公司については中間連結決算日

現在で実施した仮決算に基づく財

務諸表を使用しておりますが、そ

の他の連結子会社については同中

間決算日現在の財務諸表を使用し

ております。ただし、中間連結決

算日との間に生じた重要な取引に

ついては、連結上必要な調整を

行っております。

なお、当中間連結会計期間におい

てキユーソーサービス株式会社、

株式会社キユーソーエルプラン、

株式会社エルプラン東日本、株式

会社エルプラン関東、株式会社エ

ルプラン東海、株式会社エルプラ

ン西日本、株式会社エルプラン九

州、ケイ物流株式会社、株式会社

キユーピー流通システムの決算日

を９月30日から11月30日に変更し

ており、決算期変更に伴う損益は

中間連結株主資本等変動計算書に

おいて必要な調整を行っておりま

す。

３．連結子会社の事業年度等に関する

事項

連結子会社のうちワイエムキユー

ソー株式会社、株式会社エスワイ

プロモーションの決算日は、連結

決算日と一致しておりますが、上

海丘寿儲運有限公司の決算日は12

月31日、その他の連結子会社の決

算日はすべて９月30日であります。

連結財務諸表の作成に当たって、

上海丘寿儲運有限公司については

連結決算日現在で実施した仮決算

に基づく財務諸表を使用しており

ますが、その他の連結子会社につ

いては同決算日現在の財務諸表を

使用しております。ただし、連結

決算日との間に生じた重要な取引

については、連結上必要な調整を

行っております。

なお、当連結会計年度においてワ

イエムキユーソー株式会社、株式

会社エスワイプロモーションの決

算日を９月30日から11月30日に変

更しており、決算期変更に伴う損

益は連結株主資本等変動計算書に

おいて必要な調整を行っておりま

す。
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前中間連結会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

４．会計処理基準に関する事項

（１）重要な資産の評価基準およ　

び評価方法

４．会計処理基準に関する事項

（１）重要な資産の評価基準およ　

び評価方法

４．会計処理基準に関する事項

（１）重要な資産の評価基準およ　

び評価方法

(イ）有価証券

満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）を採

用しております。

(イ）有価証券

満期保有目的の債券

　　　　　　　同左

(イ）有価証券

満期保有目的の債券

　　　　　　　同左

その他有価証券

時価のあるもの

　　　　中間期末日の市場価格等

　　に基づく時価法（評価差

　　額は全部純資産直入法に

　　より処理し、売却原価は

　　移動平均法に基づき算出

　　しております。）で評価

　　しております。　 　　　

　

その他有価証券

時価のあるもの

　　　　　　　同左

その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部

純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法に基

づき算出しております。）

で評価しております。

時価のないもの

移動平均法に基づく原価法

で評価しております。

時価のないもの

　　　　　　　同左

時価のないもの

　　　　　　　同左

(ロ）デリバティブ

時価法で評価しております。

(ロ）デリバティブ

　　　　　　　同左

(ロ）デリバティブ

　　　　　　　同左

(ハ）たな卸資産

主として移動平均法に基づく

原価法で評価しております。

(ハ）たな卸資産

　　　　　　　同左

(ハ）たな卸資産

　　　　　　　同左

（２）重要な減価償却資産の減価　

償却の方法

（２）重要な減価償却資産の減価　

償却の方法

（２）重要な減価償却資産の減価　

償却の方法

(イ）有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（建物附属

設備を除く）および船舶につ

いては定額法によっておりま

す。なお、主な耐用年数は、

建物及び構築物が３～50年、

機械装置及び運搬具が２～15

年、工具器具及び備品が２～

20年であります。

(イ）有形固定資産

平成19年３月31日以前に取得

した有形固定資産

平成10年４月１日以降に取得

した建物（建物附属設備を除

く）および船舶については旧

定額法、その他の有形固定資

産については旧定率法によっ

ております。

平成19年４月１日以降に取得

した有形固定資産

建物（建物附属設備を除く）

および船舶については定額法、

その他の有形固定資産につい

ては定率法によっておりま

す。

なお、主な耐用年数は、建物

及び構築物が２～50年、機械

装置及び運搬具が２～15年、

工具器具及び備品が２～20年

であります。 

(イ）有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（建物附属

設備を除く）および船舶につ

いては定額法によっておりま

す。なお、主な耐用年数は、

建物及び構築物が３～50年、

機械装置及び運搬具が２～15

年、工具器具及び備品が２～

20年であります。

－ 23 －

㈱キユーソー流通システム（9369）平成19年11月期中間決算短信



前中間連結会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

 

 

 （会計方針の変更）

会計方針の変更については、

中間連結財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項の変

更に記載しております。

 

 

(ロ）無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における

利用可能期間（５年）に基づ

く定額法によっております。

(ロ）無形固定資産

　　　　　　　同左

(ロ）無形固定資産

　　　　　　　同左

（３）重要な繰延資産の処理方法

社債発行費は、支出時に全額

費用として処理しております。

（３）　　──────

 

（３）重要な繰延資産の処理方法

社債発行費は、支出時に全額

費用として処理しております。

（４）重要な引当金の計上基準

(イ）貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損

失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を

検討し、回収不能見込額を計

上しております。

（４）重要な引当金の計上基準

(イ）貸倒引当金

　　　　　　　同左 

（４）重要な引当金の計上基準

(イ）貸倒引当金

　　　　　　　同左 

(ロ）賞与引当金

連結子会社は従業員賞与の支

給に充てるため、支給見込額

を計上しております。

(ロ）賞与引当金

　　　　　　　同左

(ロ）賞与引当金

　　　　　　　同左

(ハ）役員賞与引当金

役員に対する賞与の支払に備

えて、役員賞与支給見込額の

うち当中間連結会計期間負担

額を計上しております。

（会計方針の変更）

会計方針の変更については、

中間連結財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項の変

更に記載しております。 

(ハ）役員賞与引当金

役員に対する賞与の支払に備

えて、役員賞与支給見込額の

うち当中間連結会計期間負担

額を計上しております。

(ハ）役員賞与引当金

役員に対する賞与の支払に備

えて、役員賞与支給見込額を

計上しております。

（会計方針の変更）

会計方針の変更については、

連結財務諸表作成のための基

本となる重要な事項の変更に

記載しております。 
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前中間連結会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

(ニ）退職給付引当金

当社および連結子会社12社は、

従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務および年金資

産の見込額に基づき、当中間

連結会計期間末において発生

していると認められる額を計

上しております。なお、過去

勤務債務は、各連結会計年度

の発生時における従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の

年数（10～13年）による定額

法により按分した額を費用処

理しております。数理計算上

の差異は、主に各連結会計年

度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定

の年数（10～13年）による定

額法により按分した額を発生

の翌連結会計年度から費用処

理しております。

(ニ）退職給付引当金

　　　　　　　同左

(ニ）退職給付引当金

当社および連結子会社12社は、

従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務および年金資

産の見込額に基づき、当連結

会計年度末において発生して

いると認められる額を計上し

ております。なお、過去勤務

債務は、各連結会計年度の発

生時における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数

（10～13年）による定額法に

より按分した額を費用処理し

ております。数理計算上の差

異は、各連結会計年度の発生

時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数

（10～13年）による定額法に

より按分した額を発生の翌連

結会計年度から費用処理して

おります。

(ホ）役員退任慰労引当金

当社および連結子会社15社は、

役員退任慰労金の支払いに備

えるため、内規に基づく中間

期末要支給額を計上しており

ます。

(ホ）役員退任慰労引当金

当社および連結子会社15社は、

従来、役員退任慰労金の支払

いに備えるため、内規に基づ

く要支給額を計上しておりま

したが、当社は平成19年２月

22日開催の定時株主総会にお

いて、連結子会社は平成18年

11月および12月開催の定時株

主総会において、役員退職慰

労金制度の廃止を決議すると

ともに、役員の退任時に、役

員退職慰労金制度廃止日まで

の在任期間に応じた退職慰労

金を支給することを決議いた

しました。

これに伴い、当該総会までの

期間に対応する役員退任慰労

金相当額707百万円を固定負

債の「長期未払金」として計

上しております。

(ホ）役員退任慰労引当金

当社および連結子会社15社は、

役員退任慰労金の支払いに備

えるため、内規に基づく期末

要支給額を計上しております。
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前中間連結会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

（５）重要なリース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につ

いては、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっ

ております。

（５）重要なリース取引の処理方法

　　　　　　　同左

（５）重要なリース取引の処理方法

　　　　　　　同左

（６）重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用してお

ります。

なお、金利スワップについて

は特例処理の要件を満たして

いるため、特例処理を採用し

ております。

②ヘッジ手段とヘッジ対象

当中間連結会計期間にヘッジ

会計を適用したヘッジ対象と

ヘッジ手段は以下のとおりで

あります。

（ヘッジ手段） （ヘッジ対象）

　原油スワップ 　軽油、重油の

予定購入取引

　金利スワップ 　借入金の利息

③ヘッジ方針 

主として社内規定に基づき、

ヘッジ対象に係る市場価格変

動リスクを一定の範囲内で

ヘッジしております。

また、将来予想される金利変

動リスクを回避する目的で金

利スワップを行っております。

④ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ対象とヘッジ手段の相

場変動の累計を半期ごとに比

較し、ヘッジ有効性を評価し

ております。 

ただし、金利スワップについ

ては特例処理の要件を満たし

ているため、有効性の評価は

行っておりません。

（６）重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

　　　　同左

 

 

 

 

 

②ヘッジ手段とヘッジ対象

当中間連結会計期間にヘッジ

会計を適用したヘッジ対象と

ヘッジ手段は以下のとおりで

あります。

（ヘッジ手段） （ヘッジ対象）

　原油スワップ等　軽油、重油の

予定購入取引

　金利スワップ 　借入金の利息

③ヘッジ方針 

　　　　同左

 

 

 

 

 

 

 

 

④ヘッジ有効性評価の方法 

　　　　同左

（６）重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

　　　　同左

 

 

 

 

 

②ヘッジ手段とヘッジ対象

当連結会計年度にヘッジ会計

を適用したヘッジ対象とヘッ

ジ手段は以下のとおりであり

ます。

（ヘッジ手段） （ヘッジ対象）

　原油スワップ等　軽油、重油の

予定購入取引

　金利スワップ 　借入金の利息

③ヘッジ方針 

　　　　同左

 

 

 

 

 

 

 

 

④ヘッジ有効性評価の方法 

　　　　同左

（７）その他中間連結財務諸表作　

成のための重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

（７）その他中間連結財務諸表作　

成のための重要な事項

消費税等の会計処理

　　　　　　　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

　　　　　　　同左
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前中間連結会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

５．連結子会社の資産及び負債の評価

に関する事項

連結子会社の資産および負債の評

価方法は、全面時価評価法を採用

しております。

５．連結子会社の資産及び負債の評価

に関する事項

　　　　　　　同左

５．連結子会社の資産及び負債の評価

に関する事項

　　　　　　　同左

６．連結調整勘定の償却に関する事項

連結調整勘定の償却については、

子会社投資ごとに投資効果の発現

する期間で均等償却しております。

ただし、金額が僅少なものについ

ては発生年度に一括償却しており

ます。

６．　　　──────

　　　　　　　

６．連結調整勘定の償却に関する事項

連結調整勘定の償却については、

子会社投資ごとに投資効果の発現

する期間で均等償却しております。

ただし、金額が僅少なものについ

ては発生年度に一括償却しており

ます。

７．　　　──────

 

７．のれんおよび負ののれんの償却に

関する事項

のれんおよび負ののれんの償却に

ついては、子会社投資ごとに投資

効果の発現する期間で均等償却し

ております。ただし、金額が僅少

なものについては発生年度に一括

償却しております。

７．　　　──────

　　　　　　

８．中間連結キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

手許現金、随時引出し可能な預金

および容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリ

スクしか負わない取得日から３ヶ

月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。

８．中間連結キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

　　　　　　　同左

８．連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金の範囲

　　　　　　　同左
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

１．固定資産の減損に係る会計基準

当中間連結会計期間より、「固定資

産の減損に係る会計基準」（「固定

資産の減損に係る会計基準の設定に

関する意見書」（企業会計審議会　

平成14年８月９日））および「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第６号

　平成15年10月31日）を適用してお

ります。

これによる損益に与える影響はあり

ません。

なお、資産のグルーピングの方法は

主としてキャッシュ・フローを生み

出す事業部を基礎とし、相互補完性

に基づいた一定の地域等をグルーピ

ングの単位としております。また、

連結子会社については主として各社

を一つの単位としてグルーピングを

行っております。

１．　　　──────

 

１．固定資産の減損に係る会計基準

当連結会計年度より、「固定資産の

減損に係る会計基準」（「固定資産

の減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」（企業会計審議会　平成

14年８月９日））および「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第６号　平

成15年10月31日）を適用しておりま

す。

これによる損益に与える影響はあり

ません。

なお、資産のグルーピングの方法は

主としてキャッシュ・フローを生み

出す事業部を基礎とし、相互補完性

に基づいた一定の地域等をグルーピ

ングの単位としております。また、

連結子会社については主として各社

を一つの単位としてグルーピングを

行っております。

２．役員賞与に関する会計基準

当中間連結会計期間より、「役員賞

与に関する会計基準」（企業会計基

準第４号　平成17年11月29日）を適

用しております。

これによる損益に与える影響はあり

ません。

２．　　　──────

 

２．役員賞与に関する会計基準

当連結会計年度より、「役員賞与に

関する会計基準」（企業会計基準第

４号　平成17年11月29日）を適用し

ております。

この結果、販売費及び一般管理費が

114百万円増加し、営業利益、経常利

益および税金等調整前当期純利益が

同額減少しております。

なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しております。

３．貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準

当中間連結会計期間より、「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会

計基準」（企業会計基準第５号　平

成17年12月９日）および「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基準

適用指針第８号 平成17年12月９日）

を適用しております。

従来の資本の部の合計に相当する金

額は23,595百万円であります。

３．　　　────── ３．貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準

当連結会計年度より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号　平成17

年12月９日）および「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用

指針第８号 平成17年12月９日）を適

用しております。

従来の資本の部の合計に相当する金

額は23,936百万円であります。

なお、連結財務諸表規則の改正によ

り、当連結会計年度における連結貸

借対照表の純資産の部については、

改正後の連結財務諸表規則により作

成しております。
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前中間連結会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

４．　　　──────

 

４．有形固定資産の減価償却の方法の

変更

当中間連結会計年度より、法人税法

の改正にともない、平成19年４月１

日以降に取得する有形固定資産につ

いては、改正法人税法に規定する減

価償却方法により減価償却費を計上

しております。

なお、この変更にともなう営業利益、

経常利益、当期純利益に与える影響

額は軽微であります。

４．　　　──────

 

表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

　　　　　──────

 

（連結貸借対照表）

前中間連結会計期間まで固定負債に

「連結調整勘定」として表示してい

たものは、当中間連結会計期間より

「負ののれん」として表示しており

ます。

　　　　　──────

 

　　　　　──────

 

（連結損益計算書）

１．前中間連結会計期間まで「その

他の営業外収益」に含めて表示

しておりました「連結調整勘定

償却額」（前中間連結会計期間

４百万円）につきましては、金

額の重要性が増したため、当中

間連結会計期間より独立掲記し

「負ののれん償却額」として表

示しております。

２．当中間連結会計期間より、「支

払利息」と「社債利息」を合わ

せて「支払利息」と表示してお

ります。

　　　　　──────
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成18年５月31日）

当中間連結会計期間末
（平成19年５月31日）

前連結会計年度
（平成18年11月30日）

＊１．有形固定資産の減価償却累計額

は24,703百万円であります。

＊１．有形固定資産の減価償却累計額

は25,757百万円であります。

＊１．有形固定資産の減価償却累計額

は25,347百万円であります。

＊２．担保に供されている資産および

対応する債務は次のとおりであ

ります。

＊２．担保に供されている資産および

対応する債務は次のとおりであ

ります。

＊２．担保に供されている資産および

対応する債務は次のとおりであ

ります。

担保に供されている
資産

対応する債務

科目
金額

（百万円）
科目

金額
（百万円）

土地    4,892
短期借
入金

1,579

建物及
び構築
物

     1,710
長期借
入金

    3,750

機械装
置及び
運搬具

    76   

計 6,679 計 5,329

担保に供されている
資産

対応する債務

科目
金額

（百万円）
科目

金額
（百万円）

土地 4,758
短期借
入金

2,706

建物及
び構築
物

2,491
長期借
入金

2,731

機械装
置及び
運搬具

 26   

計 7,276 計 5,437

担保に供されている
資産

対応する債務

科目
金額

（百万円）
科目

金額
（百万円）

土地 4,758
短期借
入金

2,643

建物及
び構築
物

2,563
長期借
入金

2,776

機械装
置及び
運搬具

48   

計 7,369 計 5,420

　３．偶発債務 　３．偶発債務 　３．偶発債務

  保証債務   保証債務   保証債務

連結会社以外の会社の金融機関

からの借入債務に対するもので

あります。

連結会社以外の会社の金融機関

からの借入債務に対するもので

あります。

連結会社以外の会社の金融機関

からの借入債務に対するもので

あります。

㈱カナエフーズ   55百万円 ㈱カナエフーズ     19百万円 ㈱カナエフーズ 37百万円

＊４．非連結子会社および関連会社項

目

＊４．非連結子会社および関連会社項

目

＊４．非連結子会社および関連会社項

目

非連結子会社および関連会社に

対する投資は、次のとおりであ

ります。

非連結子会社および関連会社に

対する投資は、次のとおりであ

ります。

非連結子会社および関連会社に

対する投資は、次のとおりであ

ります。

投資有価証券

（株式）
   155百万円

投資有価証券

（株式）
   144百万円

投資有価証券

（株式）
   143百万円

＊５．売掛債権の流動化 ＊５．売掛債権の流動化 ＊５．売掛債権の流動化

当中間連結会計期間末の金額は

次のとおりであります。

当中間連結会計期間末の金額は

次のとおりであります。

当連結会計年度末の金額は次の

とおりであります。

営業未収入金

譲渡額
   650百万円

受取手形

譲渡額
   50百万円

営業未収入金

譲渡額
 850百万円

受取手形

譲渡額
   50百万円

営業未収入金　

譲渡額
 650百万円

受取手形　　　

譲渡額　
100百万円

　６．貸出コミットメント契約 　６．貸出コミットメント契約 　６．貸出コミットメント契約

当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため主要取引金融機関

と貸出コミットメント契約を締

結しております。なお、貸出コ

ミットメントの総額及び当中間

連結会計期間末の借入未実行残

高は、6,000百万円でありま

す。 

当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため主要取引金融機関

と貸出コミットメント契約を締

結しております。なお、貸出コ

ミットメントの総額及び当中間

連結会計期間末の借入未実行残

高は、6,000百万円でありま

す。 

当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため主要取引金融機関

と貸出コミットメント契約を締

結しております。なお、貸出コ

ミットメントの総額及び当連結

会計年度の借入未実行残高は、

6,000百万円であります。 
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

＊１．「販売費及び一般管理費」のう

ち、主要な費目および金額は次

のとおりであります。

＊１．「販売費及び一般管理費」のう

ち、主要な費目および金額は次

のとおりであります。

＊１．「販売費及び一般管理費」のう

ち、主要な費目および金額は次

のとおりであります。

減価償却費   12百万円

給与  499百万円

賞与   89百万円

役員報酬    270百万円

役員退任慰労引

当金繰入額
  58百万円

退職給付費用   15百万円

法定福利費   100百万円

事務用消耗品費   9百万円

減価償却費     10百万円

給与    440百万円

賞与     80百万円

役員報酬   317百万円

役員賞与   55百万円

役員退任慰労引

当金繰入額
    12百万円

退職給付費用     7百万円

法定福利費     97百万円

減価償却費   25百万円

給与 922百万円

賞与 175百万円

役員報酬    582百万円

役員賞与 114百万円

役員退任慰労引

当金繰入額
  96百万円

退職給付費用  27百万円

法定福利費   193百万円

＊２．固定資産売却益の内訳は、下記

のとおりであります。

＊２．固定資産売却益の内訳は、下記

のとおりであります。

＊２．固定資産売却益の内訳は、下記

のとおりであります。

機械装置及び

運搬具
  19百万円

機械装置及び

運搬具
    15百万円

機械装置及び

運搬具
 27百万円

＊３．固定資産売却損の内訳は、下記

のとおりであります。

＊３．固定資産売却損の内訳は、下記

のとおりであります。

＊３．固定資産売却損の内訳は、下記

のとおりであります。

機械装置及び

運搬具
 4百万円

機械装置及び

運搬具
  4百万円

機械装置及び

運搬具 
   12百万円

＊４．固定資産除却損の内訳は、下記

のとおりであります。

＊４．固定資産除却損の内訳は、下記

のとおりであります。

＊４．固定資産除却損の内訳は、下記

のとおりであります。

建物及び構築物  141百万円

機械装置及び

運搬具
   27百万円

工具器具及び

備品等
  4百万円

　計   173百万円

建物及び構築物    16百万円

機械装置及び

運搬具
    21百万円

工具器具及び

備品等
   1百万円

　計     39百万円

建物及び構築物 153百万円

機械装置及び

運搬具
37百万円

工具器具及び

備品等
5百万円

　計 196百万円
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

 

前中間連結会計期間（自平成17年12月１日　至平成18年５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）

当中間連結会計期間

増加株式数（株）

当中間連結会計期間

減少株式数（株）

当中間連結会計期間末

株式数（株）

 発行済株式     

 　　普通株式 12,677,900 － － 12,677,900

 合計 12,677,900 － － 12,677,900

 自己株式     

 　　普通株式（注）１，２ 20,728 170 13,100 7,798

 合計 20,728 170 13,100 7,798

　（注）１．普通株式の自己株式の増加170株は、単元未満株式の買取によるものであります。

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

 

２．配当金に関する事項

（１）配当金支払額

 決議  株式の種類
配当金の総額

（百万円） 

１株当たり

配当額（円）
 基準日 効力発生日

平成18年２月21日

 定時株主総会
普通株式 101 8.0 平成17年11月30日 平成18年２月21日 

 

 　（２）基準日が当中間期に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間期末後となるもの

決議
株式の

種類

配当金の総額

（百万円）
配当の原資

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

平成18年７月10日

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

当中間連結会計期間（自平成18年12月１日　至平成19年５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）

当中間連結会計期間

増加株式数（株）

当中間連結会計期間

減少株式数（株）

当中間連結会計期間末

株式数（株）

 発行済株式     

 　　普通株式 12,677,900 － － 12,677,900

 合計 12,677,900 － － 12,677,900

 自己株式     

 　　普通株式（注）１ 7,918 89 － 8,007

 合計 7,918 89 － 8,007

　（注）１．普通株式の自己株式の増加89株は、単元未満株式の買取によるものであります。
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２．配当金に関する事項

（１）配当金支払額

 決議  株式の種類
配当金の総額

（百万円） 

１株当たり

配当額（円）
 基準日 効力発生日

平成19年２月22日

 定時株主総会
普通株式 101 8.0 平成18年11月30日 平成19年２月23日 

 

 　（２）基準日が当中間期に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間期末後となるもの

決議
株式の

種類

配当金の総額

（百万円）
配当の原資

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

平成19年７月10日

取締役会
普通株式 101 利益剰余金 8.0 平成19年５月31日 平成19年８月６日

前連結会計年度（自平成17年12月１日　至平成18年11月30日）

 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末

株式数（株）

当連結会計年度

増加株式数（株）

当連結会計年度

減少株式数（株）

当連結会計年度末

株式数（株）

 発行済株式     

 　　普通株式 12,677,900 － － 12,677,900

 合計 12,677,900 － － 12,677,900

 自己株式     

 　　普通株式（注）１，２ 20,728 290 13,100 7,918

 合計 20,728 290 13,100 7,918

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

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

 

２．配当金に関する事項

（１）配当金支払額

 決議  株式の種類
配当金の総額

（百万円） 

１株当たり

配当額（円）
 基準日 効力発生日

平成18年２月21日

 定時株主総会
普通株式 101 8.0 平成17年11月30日 平成18年２月21日 

平成18年７月10日

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

 

 　（２）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議
株式の

種類

配当金の総額

（百万円）
配当の原資

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

平成19年２月22日

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

前中間連結会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

＊１．現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関

係

＊１．現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関

係

＊１．現金及び現金同等物の期末残高

と連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

（平成18年５月31日現在） （平成19年５月31日現在） （平成18年11月30日現在）

現金及び預金

勘定
    2,376百万円

現金及び現金

同等物
    2,376百万円

現金及び預金

勘定
    2,323百万円

現金及び現金

同等物
    2,323百万円

現金及び預金

勘定
3,095百万円

現金及び現金

同等物
    3,095百万円
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（リース取引関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

 １．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引

 １．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引

 １．リース物件の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

額及び中間期末残高相当額

(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

額及び中間期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

額及び期末残高相当額

 

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

中間期
末残高
相当額
(百万円)

機械装置
及び運搬
具

6,415 2,565 3,850

工具器具
及び備品
等

5,205 2,566 2,639

合計 11,621 5,131 6,490

 

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

中間期
末残高
相当額
(百万円)

機械装置
及び運搬
具

7,594 3,169 4,424

工具器具
及び備品
等

6,820 2,832 3,987

合計 14,414 6,002 8,411

 

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

期末残
高相当
額
(百万円)

機械装置
及び運搬
具

7,398 3,061 4,337

工具器具
及び備品
等

6,331 2,824 3,506

合計 13,729 5,885 7,844

(2）未経過リース料中間期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相当額

(2）未経過リース料中間期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相当額

(2）未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

１年内      2,228百万円

１年超    4,167百万円

合計      6,395百万円

１年内         2,557百万円

１年超 5,832百万円

合計         8,390百万円

１年内     2,530百万円

１年超 5,260百万円

合計   7,791百万円

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息

相当額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息

相当額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息

相当額及び減損損失

支払リース料    1,203百万円

減価償却費相当額    1,131百万円

支払利息相当額   50百万円

支払リース料    1,425百万円

減価償却費相当額 1,322百万円

支払利息相当額 78百万円

支払リース料 2,516百万円

減価償却費相当額 2,344百万円

支払利息相当額 122百万円

(4）減価償却費相当額の算定方法 (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

を零とする定額法によっております。

同左 同左

(5）利息相当額の算定方法 (5）利息相当額の算定方法 (5）利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額

相当額との差額を利息相当額とし、各

期への配分方法については、利息法に

よっております。

同左 同左

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料 未経過リース料 未経過リース料

１年内  54百万円

１年超   45百万円

合計    99百万円

１年内    42百万円

１年超     55百万円

合計      97百万円

１年内 44百万円

１年超 49百万円

合計 93百万円
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（有価証券関係）

（前中間連結会計期間）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 前中間連結会計期間末（平成18年５月31日）

 取得原価（百万円）
　中間連結貸借対照表計
上額（百万円）

差額（百万円）

（１）株式 683 1,251 568

（２）その他 85 91 5

合計 769 1,343 573

　（注）　当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のある株式については減損処理を行っておりません。

なお、減損処理にあたっては、中間連結会計期間末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合に減

損処理を行うこととしております。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 前中間連結会計期間末（平成18年５月31日）

 中間連結貸借対照表計上額（百万円）

（１）満期保有目的の債券  

　　割引金融債 27

（２）子会社株式及び関連会社株式 155

（３）その他有価証券  

　非上場株式 217

（当中間連結会計期間）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 当中間連結会計期間末（平成19年５月31日）

 取得原価（百万円）
　中間連結貸借対照表計
上額（百万円）

差額（百万円）

（１）株式 853 1,422 568

（２）その他 9 10 0

合計 863 1,432 568

　（注）　当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のある株式について９百万円減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、中間連結会計期間末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合に減

損処理を行うこととしております。

－ 36 －

㈱キユーソー流通システム（9369）平成19年11月期中間決算短信



２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 当中間連結会計期間末（平成19年５月31日）

 中間連結貸借対照表計上額（百万円）

（１）満期保有目的の債券  

　　割引金融債 －

（２）子会社株式及び関連会社株式 144

（３）その他有価証券  

　非上場株式 277

（前連結会計年度）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 前連結会計年度（平成18年11月30日）

 取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

（１）株式 751 1,179 428

（２）債券 － － －

（３）その他 22 21 △0

合計 773 1,201 428

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

ております。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 前連結会計年度（平成18年11月30日）

 連結貸借対照表計上額（百万円）

（１）満期保有目的の債券  

　　割引金融債 8

（２）子会社株式及び関連会社株式 143

（３）その他有価証券  

　非上場株式 277
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（デリバティブ取引関係）

（前中間連結会計期間）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

金利関連

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

ません。

商品関連 

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

ません。 

（当中間連結会計期間）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

金利関連

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

ません。

商品関連 

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

りません。 

（前連結会計年度）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

金利関連

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

ません。

商品関連 

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

りません。 
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成17年12月１日　至平成18年５月31日）

 
倉庫

（百万円）
運送

（百万円）
その他

（百万円）
計

（百万円）

消去又は全
社
（百万円）

連結
（百万円）

営業収益       

(1）外部顧客に対する営業収益 10,994 49,153 6,335 66,483 － 66,483

(2）セグメント間の内部営業収

益又は振替高
49 53 247 350 (350) －

計 11,043 49,207 6,583 66,834 (350) 66,483

営業費用 10,821 48,162 6,438 65,421 (371) 65,050

営業利益 222 1,044 144 1,412 20 1,432

　（注）１．事業区分の方法

事業区分の方法は、営業収益集計区分によっております。

２．各事業の主な内容

倉庫業……普通貨物および冷凍冷蔵貨物の保管、荷役および梱包作業

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

    その他……燃料、車両、食料品、日用雑貨品等の販売および車両整備

        ３．当中間連結会計期間より、「固定資産の減損に係る会計基準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に

関する意見書」（企業会計審議会　平成14年８月９日））および「固定資産の減損に係る会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第６号　平成15年10月31日）を適用しております。これによるセグメント情報

に与える影響はありません。    　

 　　　 ４．当中間連結会計期間より、「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第４号　平成17年11月29日）を適

用しております。これによるセグメント情報に与える影響はありません。　   

当中間連結会計期間（自平成18年12月１日　至平成19年５月31日）

 
倉庫

（百万円）
運送

（百万円）
その他

（百万円）
計

（百万円）

消去又は全
社
（百万円）

連結
（百万円）

営業収益       

(1）外部顧客に対する営業収益 11,012 50,993 6,670 68,677 － 68,677

(2）セグメント間の内部営業収

益又は振替高
44 128 515 688 (688) －

計 11,057 51,121 7,186 69,365 (688) 68,677

営業費用 11,514 50,217 7,066 68,798 (708) 68,089

営業利益 △456 904 120 567 20 587

　（注）１．事業区分の方法

事業区分の方法は、営業収益集計区分によっております。

２．各事業の主な内容

倉庫業……普通貨物および冷凍冷蔵貨物の保管、荷役および梱包作業

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

    その他……燃料、車両、食料品、日用雑貨品等の販売および車両整備

        ３．当中間連結会計年度より法人税法の改正にともない、平成19年４月１日以降に取得する有形固定資産につい

ては、改正法人税法に規定する減価償却方法により減価償却費を計上しております。これによるセグメント

情報に与える影響は軽微であります。   　

 　　　　　 

－ 39 －

㈱キユーソー流通システム（9369）平成19年11月期中間決算短信



前連結会計年度（自平成17年12月１日　至平成18年11月30日）

 
倉庫

（百万円）
運送

（百万円）
その他

（百万円）
計

（百万円）

消去又は全
社
（百万円）

連結
（百万円）

営業収益       

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

(2）セグメント間の内部営業収

益又は振替高
78 159 510 748 (748) －

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

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

営業利益 388 1,991 176 2,556 37 2,594

　（注）１．事業区分の方法

事業区分の方法は、営業収益集計区分によっております。

２．各事業の主な内容

倉庫業……普通貨物および冷凍冷蔵貨物の保管、荷役および梱包作業

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

その他……燃料、車両、食料品、日用雑貨品等の販売および車両整備

３．当連結会計年度より、「固定資産の減損に係る会計基準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」（企業会計審議会　平成14年８月９日））および「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第６号　平成15年10月31日）を適用しております。これによるセグメント情報に与

える影響はありません。

４．当連結会計年度より、「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第４号　平成17年11月29日）を適用し

ております。この結果、当連結会計年度の営業費用は、倉庫事業が37百万円、運送事業が69百万円、その他

事業が6百万円増加し、それぞれ営業利益が同額減少しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成17年12月１日　至平成18年5月31日）

当社グループは、前中間連結会計期間、当中間連結会計期間および前連結会計年度において本邦以外の国又は

地域に所在する連結子会社がないため該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自平成18年12月１日　至平成19年5月31日）

本邦の営業収益は、全セグメントの営業収益の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セ

グメント情報の記載を省略しております。

前連結会計年度（自平成17年12月1日　至平成18年11月30日）

本邦の営業収益および資産の金額は、全セグメントの営業収益の合計および全セグメントの資産の金額の合計

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

ｃ．海外営業収益

前中間連結会計期間（自平成17年12月１日　至平成18年5月31日）

当社グループは、前中間連結会計期間、当中間連結会計期間および前連結会計年度において海外営業収益がな

いため該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自平成18年12月１日　至平成19年5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、海外営業収益の記載を省略しております。

前連結会計年度（自平成17年12月1日　至平成18年11月30日）

海外営業収益は、連結営業収益の10％未満であるため、海外営業収益の記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

１株当たり純資産額   1,863.32円   1,901.16円          1,890.47円

１株当たり中間（当期）純利

益
45.35円      12.41円 82.98円

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益

－  －      －

 なお、潜在株式調整後１

株当たり中間純利益につ

いては、潜在株式が存在

しないため、記載してお

りません。

なお、潜在株式調整後１

株当たり中間純利益につ

いては、潜在株式が存在

しないため、記載してお

りません。

なお、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益

については、潜在株式

が存在しないため、記

載しておりません。

　（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 　

 
前中間連結会計期間

(自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日)

前連結会計年度
(自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日)

純資産の部の合計額（百万円） 26,107 26,768 26,545

純資産の部の合計額から控除する金額（百

万円）
2,498 2,680 2,593

（うち少数株主持分） （2,498） (2,680) (2,593) 

普通株式に係る中間期末（期末）の純資

産額（百万円）
23,608 24,087 23,952

中間期末（期末）の普通株式の数（自己

株式控除後）（株）
12,670,102 12,669,893 12,669,982

　      ２．１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　 
前中間連結会計期間

(自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日)

前連結会計年度
(自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日)

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（百万円） 574 157 1,051

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益（百

万円）
574 157 1,051

期中平均株式数（株） 12,667,425 12,669,918 12,668,730

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

－ 41 －

㈱キユーソー流通システム（9369）平成19年11月期中間決算短信



５．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

 
 

前中間会計期間末
(平成18年５月31日現在)

当中間会計期間末
(平成19年５月31日現在)

前事業年度の要約貸借対照表
(平成18年11月30日現在)

区分
注記番
号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金  1,281   1,443   1,031   

２．受取手形 ＊４ 79   118   72   

３．営業未収入金 ＊４ 8,587   8,651   8,779   

４．売掛金  2,473   1,966   2,518   

５．たな卸資産  22   16   17   

６．繰延税金資産  53   108   56   

７．関係会社短期貸付金 ＊６ 3,380   3,991   3,710   

８．その他の流動資産  612   622   603   

９．貸倒引当金  △4   △2   △4   

流動資産合計   16,486 40.5  16,916 39.0  16,785 39.7

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産           

(1)建物 ＊1,2 6,709   6,866   6,689   

(2)機械及び装置 ＊１ 850   852   853   

(3)土地 ＊２ 9,821   9,821   9,821   

(4)建設仮勘定  126   129   132   

(5)その他の有形固定
資産

＊１ 301   391   361   

有形固定資産合計   17,809 43.7  18,060 41.7  17,857 42.2

２．無形固定資産   435 1.1  506 1.2  537 1.2

３．投資その他の資産           

(1)投資有価証券  1,242   1,410   1,204   

(2)関係会社株式  1,135   1,626   1,626   

(3)関係会社出資金  －   180   180   

(4)繰延税金資産  63   －   13   

(5)敷金保証金  2,210   2,699   2,420   

(6)その他の投資その
他の資産

＊６ 1,378   1,989   1,745   

(7)貸倒引当金  △42   △42   △42   

投資その他の資産
合計

  5,988 14.7  7,863 18.1  7,148 16.9

固定資産合計   24,233 59.5  26,430 61.0  25,543 60.3

資産合計   40,719 100.0  43,346 100.0  42,329 100.0
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前中間会計期間末
(平成18年５月31日現在)

当中間会計期間末
(平成19年５月31日現在)

前事業年度の要約貸借対照表
(平成18年11月30日現在)

区分
注記番
号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．支払手形  219   106   202   

２．営業未払金  1,314   1,341   1,360   

３．未払運賃  8,127   8,649   8,205   

４．買掛金  1,617   1,379   1,581   

５．短期借入金  1,350   3,150   2,550   

６．関係会社短期借入金  477   596   488   

７．一年以内返済予定の
長期借入金

＊２ 1,213   1,991   1,815   

８．未払金  635   860   788   

９．未払費用  325   373   420   

10．未払法人税等  208   42   87   

11．役員賞与引当金  －   9   20   

12．その他の流動負債  55   84   53   

流動負債合計   15,543 38.2  18,583 42.9  17,573 41.5

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金 ＊２ 2,727   1,986   2,069   

２．長期未払金  －   368   －   

３．繰延税金負債  －   142   －   

４．退職給付引当金  358   254   306   

５．役員退任慰労引当金  353   －   372   

６．預り保証金  369   359   355   

固定負債合計   3,808 9.3  3,112 7.2  3,103 7.4

負債合計   19,352 47.5  21,695 50.1  20,677 48.9
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前中間会計期間末
(平成18年５月31日現在)

当中間会計期間末
(平成19年５月31日現在)

前事業年度の要約貸借対照表
(平成18年11月30日現在)

区分
注記番
号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（純資産の部）   

Ⅰ　株主資本        

１．資本金  4,063 10.0 4,063 9.4  4,063 9.6

２．資本剰余金   

(1）資本準備金  4,209 4,209 4,209  

資本剰余金合計  4,209 10.3 4,209 9.7  4,209 9.9

３．利益剰余金   

(1）利益準備金  187 187 187  

(2）その他利益剰余
金

     

特別償却準備金  13 11 11  

別途積立金  11,887 12,587 11,887  

繰越利益剰余金  742 323 1,089  

利益剰余金合計  12,830 31.5 13,109 30.2  13,175 31.1

４．自己株式  △10 △0.0 △11 △0.0  △11 △0.0

株主資本合計  21,092 51.8 21,370 49.3  21,437 50.6

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価
差額金

 274 0.7 279 0.6  215 0.5

評価・換算差額等合
計

 274 0.7 279 0.6  215 0.5

純資産合計  21,367 52.5 21,650 49.9  21,652 51.1

負債純資産合計  40,719 100.0 43,346 100.0  42,329 100.0
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

区分
注記番
号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　営業収益   46,240 100.0  46,970 100.0  93,728 100.0

Ⅱ　営業原価   44,576 96.4  46,015 98.0  90,591 96.7

営業総利益   1,663 3.6  954 2.0  3,136 3.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費   842 1.8  784 1.7  1,608 1.7

営業利益   821 1.8  169 0.3  1,527 1.6

Ⅳ　営業外収益 ＊１  80 0.1  87 0.2  218 0.2

Ⅴ　営業外費用 ＊２  62 0.1  70 0.1  127 0.1

経常利益   839 1.8  186 0.4  1,617 1.7

Ⅵ　特別利益 ＊３  22 0.1  2 0.0  23 0.0

Ⅶ　特別損失 ＊４  183 0.4  69 0.1  186 0.2

税引前中間(当期)
純利益

  678 1.5  120 0.3  1,454 1.5

法人税、住民税及
び事業税

 191   24   432   

法人税等調整額  118 309 0.7 60 84 0.2 206 639 0.7

中間（当期）純利
益

  368 0.8  35 0.1  815 0.8
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自平成17年12月１日　至平成18年５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
資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計特別償却準
備金

別途積立金
繰越利益剰

余金

平成17年11月30日　残高

（百万円）
4,063 4,209 187 28 10,987 1,384 12,587 △28 20,831

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当 － － － － － △101 △101 － △101

利益処分による役員賞与 － － － － － △24 △24 － △24

中間純利益 － － － － － 368 368 － 368

特別償却準備金取崩 － － － △17 － 17 － － －

特別償却準備金積立 － － － 2 － △2 － － －

別途積立金積立 － － － － 900 △900 － － －

自己株式の取得 － － － － － － － △0 △0

自己株式の処分 － － － － － △0 △0 17 17

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
－ － － － － － － － －

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
－ － － △15 900 △642 242 17 260

平成18年５月31日　残高

（百万円）
4,063 4,209 187 13 11,887 742 12,830 △10 21,092

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成17年11月30日　残高

（百万円）
265 265 21,097

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当 － － △101

利益処分による役員賞与 － － △24

中間純利益 － － 368

特別償却準備金取崩 － － －

特別償却準備金積立 － － －

別途積立金積立 － － －

自己株式の取得 － － △0

自己株式の処分 － － 17

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
9 9 9

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
9 9 269

平成18年５月31日　残高

（百万円）
274 274 21,367
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当中間会計期間（自平成18年12月１日　至平成19年５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
資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計特別償却準
備金

別途積立金
繰越利益剰

余金

平成18年11月30日　残高

（百万円）
4,063 4,209 187 11 11,887 1,089 13,175 △11 21,437

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当 － － － － － △101 △101 － △101

中間純利益 － － － － － 35 35 － 35

別途積立金積立 － － － － 700 △700 － － －

自己株式の取得 － － － － － － － △0 △0

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
－ － － － － － － － －

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
－ － － － 700 △765 △65 △0 △66

平成19年５月31日　残高

（百万円）
4,063 4,209 187 11 12,587 323 13,109 △11 21,370

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年11月30日　残高

（百万円）
215 215 21,652

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当 － － △101

中間純利益 － － 35

別途積立金積立 － － －

自己株式の取得 － － △0

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
64 64 64

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
64 64 △1

平成19年５月31日　残高

（百万円）
279 279 21,650
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成17年12月１日　至平成18年11月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計

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

特別償却準備金 別途積立金 繰越利益剰余金

平成17年11月30日残高（百万円） 4,063 4,209 187 28 10,987 1,384 12,587 △28 20,831

事業年度中の変動額

剰余金の配当（注） － － － － － △202 △202 － △202

利益処分による役員賞与 － － － － － △24 △24 － △24

当期純利益 － － － － － 815 815 － 815

利益処分による特別償却準備金取崩 － － － △17 － 17 － － －

利益処分による特別償却準備金積立 － － － 2 － △2 － － －

特別償却準備金取崩 － － － △4 － 4 － － －

特別償却準備金積立 － － － 2 － △2 － － －

利益処分による別途積立金積立 － － － － 900 △900 － － －

自己株式の取得 － － － － － － － △0 △0

自己株式の処分 － － － － － △0 △0 17 17

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（百万円） － － － △17 900 △295 587 17 605

平成18年11月30日残高（百万円） 4,063 4,209 187 11 11,887 1,089 13,175 △11 21,437

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評価差

額金
評価・換算差額等合計

平成17年11月30日残高（百万円） 265 265 21,097

当事業年度中の変動額

剰余金の配当（注） － － △202

利益処分による役員賞与 － － △24

当期純利益 － － 815

利益処分による特別償却準備金取崩 － － －

利益処分による特別償却準備金積立 － － －

特別償却準備金取崩 － － －

特別償却準備金積立 － － －

利益処分による別途積立金積立 － － －

自己株式の取得 － － △0

自己株式の処分 － － 17

株主資本以外の項目の事業年度中の

変動額（純額）
△50 △50 △50

事業年度中の変動額合計（百万円） △50 △50 555

平成18年11月30日残高（百万円） 215 215 21,652

 （注）平成18年２月21日の定時株主総会における利益処分による利益配当金101百万円を含んでおります。
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前中間会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

前事業年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

１．資産の評価基準及び評価方法

（１）有価証券

１．資産の評価基準及び評価方法

（１）有価証券

１．資産の評価基準及び評価方法

（１）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

…移動平均法による原価法

子会社株式及び関連会社株式

…同左

子会社株式及び関連会社株式

…同左

その他有価証券

時価のあるもの

…中間決算日の市場価格

等に基づく時価法（評

価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却

原価は移動平均法により

算定しております。）に

よっております。

その他有価証券

時価のあるもの

　…同左

その他有価証券

時価のあるもの

…決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は

全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動

平均法により算定してお

ります。）によっており

ます。

時価のないもの

…移動平均法に基づく原価

法

時価のないもの

…同左

時価のないもの

…同左

（２）たな卸資産

（評価基準）

商品は原価基準によっており

ます。

（２）たな卸資産

（評価基準）

同左

（２）たな卸資産

（評価基準）

同左

（評価方法）

商品は移動平均法によってお

ります。

（評価方法）

同左

（評価方法）

同左

２．固定資産の減価償却の方法

（１）有形固定資産

定率法によっております。

ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（建物附属設備

を除く）については定額法を採

用しております。

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物　　　　　　３～50年

機械及び装置　　２～15年

その他　　　　　２～50年

２．固定資産の減価償却の方法

（１）有形固定資産

平成19年３月31日以前に取得し

た有形固定資産

平成10年４月１日以降に取得し

た建物（建物附属設備を除く）

については旧定額法、その他の

有形固定資産については旧定率

法によっております。

平成19年４月１日以降に取得し

た有形固定資産

建物（建物附属設備を除く）に

ついては定額法、その他の有形

固定資産については定率法に

よっております。

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

２．固定資産の減価償却の方法

（１）有形固定資産

定率法によっております。

ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（建物附属設備

を除く）については定額法を採

用しております。

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物　　　　　　３～50年

機械及び装置　　２～15年

その他　　　　　２～50年

 建物　　　　　　３～50年  

 機械及び装置　　２～15年  

 その他　　　　　２～50年  
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前中間会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

前事業年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

 （会計方針の変更）

会計方針の変更については、中

間財務諸表作成のための基本と

なる重要な事項の変更に記載し

ております。

 

（２）無形固定資産

定額法によっております。

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

く定額法を採用しております。

（２）無形固定資産

　　　　同左

（２）無形固定資産

同左

（３）長期前払費用

定額法によっております。

（３）長期前払費用

同左

（３）長期前払費用

同左

３．引当金の計上基準

（１）貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失

に備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権については

個別に回収可能性を検討し、回

収不能見込額を計上しておりま

す。

３．引当金の計上基準

（１）貸倒引当金

同左

３．引当金の計上基準

（１）貸倒引当金

同左

（２）役員賞与引当金

役員に対する賞与の支払に備え

て、役員賞与支給見込額のうち

当中間会計期間負担額を計上し

ております。

（会計方針の変更）

会計方針の変更については、中

間財務諸表作成のための基本と

なる重要な事項の変更に記載し

ております。 

（２）役員賞与引当金

役員に対する賞与の支払に備え

て、役員賞与支給見込額のうち

当中間会計期間負担額を計上し

ております。

（２）役員賞与引当金

役員に対する賞与の支払に備え

て、役員賞与支給見込額を計上

しております。

（会計方針の変更）

会計方針の変更については、会

計処理方法の変更に記載してお

ります。 
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前中間会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

前事業年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

（３）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当期末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づき、

当中間会計期間末において発生

していると認められる額を計上

しております。

なお、過去勤務債務は各事業年

度の発生時における従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年

数（10～13年）による定額法に

より按分した額を費用処理して

おります。数理計算上の差異は、

各事業年度の発生時における従

業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（10～13年）による

定額法により按分した額を、発

生の翌事業年度から費用処理し

ております。 

（３）退職給付引当金

同左

（３）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に基

づき、当事業年度末において発

生していると認められる額を計

上しております。

なお、過去勤務債務は各事業年

度の発生時における従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年

数（10～13年）による定額法に

より按分した額を費用処理して

おります。数理計算上の差異は、

各事業年度の発生時における従

業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（10～13年）による

定額法により按分した額を発生

の翌事業年度から費用処理して

おります。

（４）役員退任慰労引当金

将来の役員退任慰労金の支出に

備えるため、内規に基づく中間

期末要支給額を計上しておりま

す。

（４）役員退任慰労引当金

当社は、従来、役員退任慰労金

の支払いに備えるため、内規に

基づく要支給額を計上しており

ましたが、平成19年２月22日開

催の定時株主総会において、役

員退職慰労金制度の廃止を決議

するとともに、役員の退任時に、

役員退職慰労金制度廃止日まで

の在任期間に応じた退職慰労金

を支給することを決議いたしま

した。

これに伴い、当該総会までの期

間に対応する役員退任慰労金相

当額368百万円を固定負債の

「長期未払金」として計上して

おります。

（４）役員退任慰労引当金

将来の役員退任慰労金の支出に

備えるため、内規に基づく期末

要支給額を計上しております。

４．リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によっております。

４．リース取引の処理方法

同左

４．リース取引の処理方法

同左

５．その他中間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

税抜方式によっております。

５．その他中間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

同左

５．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

同左
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

前事業年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

１．固定資産の減損に係る会計基準

当中間会計期間より、「固定資産の

減損に係る会計基準」（「固定資産

の減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」（企業会計審議会　平成

14年８月９日））および「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第６号　平

成15年10月31日）を適用しておりま

す。

これによる損益に与える影響はあり

ません。

なお、資産のグルーピングの方法は

主としてキャッシュ・フローを生み

出す事業部を基礎とし、相互補完性

に基づいた一定の地域等をグルーピ

ングの単位としております。

１．　　　──────　　　　　　

 

１．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））および「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第６号　平成15

年10月31日）を適用しております。

これによる損益に与える影響はあり

ません。

なお、資産のグルーピングの方法は

主としてキャッシュ・フローを生み

出す事業部を基礎とし、相互補完性

に基づいた一定の地域等をグルーピ

ングの単位としております。

２．役員賞与に関する会計基準

当中間会計期間より、「役員賞与に

関する会計基準」（企業会計基準第

４号　平成17年11月29日）を適用し

ております。

これによる損益に与える影響はあり

ません。

２．　　　──────　　　　　　

 

２．役員賞与に関する会計基準

当事業年度より、「役員賞与に関す

る会計基準」（企業会計基準第４号

　平成17年11月29日）を適用してお

ります。

この結果、販売費及び一般管理費が

20百万円増加し、営業利益、経常利

益および税引前当期純利益が同額減

少しております。

３．貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準

当中間会計期間より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号　平成17

年12月９日）および「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用

指針第８号　平成17年12月９日）を

適用しております。

従来の資本の部の合計に相当する金

額は21,367百万円であります。

３．　　　──────　　　　　　

 

３．貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準

当事業年度より、「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第５号　平成17年12

月９日）および「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準等の

適用指針」（企業会計基準適用指針

第８号　平成17年12月９日）を適用

しております。

従来の資本の部の合計に相当する金

額は21,652百万円であります。

なお、財務諸表等規則の改正により、

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、改正後の財務

諸表等規則により作成しております。
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前中間会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

前事業年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

４．　　　──────　　　　　　

 

４．有形固定資産の減価償却の方法の

変更

当中間会計期間より法人税法の改正

にともない、平成19年４月１日以降

に取得する有形固定資産については、

改正法人税法に規定する減価償却方

法により減価償却費を計上しており

ます。

なお、この変更にともなう営業利益、

経常利益、当期純利益に与える影響

額は軽微であります。

４．　　　──────　　　　　　
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

項目
前中間会計期間末

（平成18年５月31日）
当中間会計期間末

（平成19年５月31日）
前事業年度末

（平成18年11月30日）

＊１．有形固定資産の減価償

却累計額

     11,713百万円            12,282百万円           12,066百万円

＊２．担保資産 担保に供されている資産とこれに対

応する債務

担保に供されている資産とこれに対

応する債務

担保に供されている資産とこれに対

応する債務

 (イ）担保に供されている資産 (イ）担保に供されている資産 (イ）担保に供されている資産

 種類 金額(百万円)

建物 1,086

土地    2,021

計 3,107

種類 金額(百万円)

建物 1,976

土地 2,021

計 3,998

種類 金額(百万円)

建物 2,037

土地 2,021

計 4,058

 (ロ）対応する債務 (ロ）対応する債務 (ロ）対応する債務

 種類 金額(百万円)

一年以内返済
予定の長期借
入金

610

長期借入金      2,474

計 3,084

種類 金額(百万円)

一年以内返済
予定の長期借
入金

1,903

長期借入金 1,820

計 3,724

種類 金額(百万円)

一年以内返済
予定の長期借
入金

1,747

長期借入金    1,869

計 3,616

　３．偶発債務 (1)保証債務

下記の会社の金融機関借入金に

ついて保証を行っております。

(1)保証債務

下記の会社の金融機関借入金に

ついて保証を行っております。

(1)保証債務

下記の会社の金融機関借入金に

ついて保証を行っております。

 保証先 金額(百万円)

㈱カナエフーズ  55

保証先 金額(百万円)

㈱カナエフーズ 19 

保証先 金額(百万円)

㈱カナエフーズ 37

 (2)　　　──────　 (2)保証予約

連結子会社である上海丘寿儲運

有限公司が負う予定の契約義務

に関して金融機関が行う履行保

証に対し、216百万円（13百万人

民元）の再保証を行っておりま

す。 

(2)　　　──────　

＊４．売上債権の流動化 当中間会計期間末の金額は次のとお

りであります。

当中間会計期間末の金額は次のとお

りであります。

当事業年度末の金額は次のとおりで

あります。

 営業未収入金

譲渡額
   650百万円

受取手形

譲渡額
   50百万円

営業未収入金

譲渡額
 850百万円

受取手形

譲渡額
     50百万円

営業未収入金

譲渡額
 650百万円

受取手形　　　

譲渡額
100百万円

　５．貸出コミットメント契

約（借手側）

当社は、運転資金の効率的な調達を

行うため主要取引金融機関と貸出コ

ミットメント契約を締結しておりま

す。

なお、貸出コミットメントの総額及

び当中間会計期間の借入未実行残高

は、6,000百万円であります。

当社は、運転資金の効率的な調達を

行うため主要取引金融機関と貸出コ

ミットメント契約を締結しておりま

す。

なお、貸出コミットメントの総額及

び当中間会計期間の借入未実行残高

は、6,000百万円であります。

当社は、運転資金の効率的な調達を

行うため主要取引金融機関と貸出コ

ミットメント契約を締結しておりま

す。

なお、貸出コミットメントの総額及

び当事業年度の借入未実行残高は、

6,000百万円であります。 
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項目
前中間会計期間末

（平成18年５月31日）
当中間会計期間末

（平成19年５月31日）
前事業年度末

（平成18年11月30日）

＊６．貸出コミットメント契

約（貸手側）

キャッシュマネジメントシステムに

よる関係会社に対する貸出コミット

メントは次のとおりであります。

貸出コミットメ

ントの総額
7,600百万円

貸出実行残高  3,580百万円

差引額 4,019百万円

キャッシュマネジメントシステムに

よる関係会社に対する貸出コミット

メントは次のとおりであります。

貸出コミットメ

ントの総額
   9,600百万円

貸出実行残高 4,531百万円

差引額    5,068百万円

キャッシュマネジメントシステムに

よる関係会社に対する貸出コミット

メントは次のとおりであります。

貸出コミットメ

ントの総額
8,100百万円

貸出実行残高 4,220百万円

差引額 3,879百万円
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（中間損益計算書関係）

項　　目
前中間会計期間

（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

前事業年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

＊１．営業外収益の主要項目    

受取利息及び配当金   20百万円     33百万円 102百万円

受取賃貸料   45百万円     45百万円 91百万円

養老保険解約差益 　　7百万円 － 　7百万円

＊２．営業外費用の主要項目    

支払利息   29百万円     36百万円 60百万円

貸与設備諸費用   26百万円    24百万円 52百万円

＊３．特別利益の主要項目    

投資有価証券売却益   11百万円     0百万円     12百万円

貸倒引当金戻入額  10百万円    2百万円   10百万円

＊４．特別損失の主要項目    

固定資産売却損  1百万円   2百万円   1百万円

固定資産除却損  167百万円     17百万円 169百万円

ゴルフ会員権評価損  0百万円 －  0百万円

リース中途解約違約金 　13百万円 － 　13百万円

営業所統合費用    －     49百万円    －

　５．減価償却実施額    

有形固定資産    343百万円       365百万円       718百万円

無形固定資産   46百万円     69百万円     107百万円

（中間株主資本等変動計算書関係）

 

前中間会計期間（自平成17年12月１日　至平成18年５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）

当中間会計期間

　増加株式数（株）

当中間会計期間

　減少株式数（株）

当中間会計期間末

株式数（株）

 　　普通株式（注）１，２ 20,728 170 13,100 7,798

 合計 20,728 170 13,100 7,798

　（注）１．普通株式の自己株式の増加170株は、単元未満株式の買取によるものであります。

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

当中間会計期間（自平成18年12月１日　至平成19年５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）

当中間会計期間

　増加株式数（株）

当中間会計期間

　減少株式数（株）

当中間会計期間末

株式数（株）

 　　普通株式（注） 7,918 89 － 8,007

 合計 7,918 89 － 8,007

　（注）普通株式の自己株式の増加89株は、単元未満株式の買取によるものであります。
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前事業年度（自平成17年12月１日　至平成18年11月30日）

 

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末

株式数（株）

当事業年度

　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（注）１，２ 20,728 290 13,100 7,918

 合計 20,728 290 13,100 7,918

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

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

項目
前中間会計期間

（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

前事業年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

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中間期末残

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中間期末残

高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び期末残高相

当額

 
取得価額
相当額
（百万円）

減価償却
累計額相
当額
（百万円）

中間期末
残高相当
額
（百万円）

その他 6,818 3,222 3,596

合計 6,818 3,222 3,596

 
取得価額
相当額
（百万円）

減価償却
累計額相
当額
（百万円）

中間期末
残高相当
額
（百万円）

その他 8,396 3,306 5,090

合計 8,396 3,306 5,090

 
取得価額
相当額
（百万円）

減価償却
累計額相
当額
（百万円）

期末残高
相当額
（百万円）

その他 8,778 3,668 5,110

合計 8,778 3,668 5,110

 ２．未経過リース料中間期末残高相

当額等

未経過リース料中間期末残高相

当額

２．未経過リース料中間期末残高相

当額等

未経過リース料中間期末残高相

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 1,388百万円

１年超     2,134百万円

合計      3,522百万円

１年内 1,493百万円

１年超       3,493百万円

合計       4,986百万円

１年内  1,581百万円

１年超     3,449百万円

合計     5,031百万円

 ３．支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損

失

３．支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損

失

３．支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損

失

 支払リース料    713百万円

減価償却費相当

額
   663百万円

支払利息相当額   35百万円

支払リース料    807百万円

減価償却費相当

額
   759百万円

支払利息相当額     38百万円

支払リース料 1,528百万円

減価償却費相当

額
1,424百万円

支払利息相当額 77百万円

 ４．減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によっ

ております。

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

 ５．利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取

得価額相当額との差額を利息相

当額とし、各期への配分方法に

ついては、利息法によっており

ます。

５．利息相当額の算定方法

同左

５．利息相当額の算定方法

同左

（有価証券関係）

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度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。
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（１株当たり情報）

項目
前中間会計期間

（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

前事業年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

１株当たり純資産額   1,686.41円   1,708.82円 1,708.95円

１株当たり中間（当期）純利

益
29.11円      2.79円 64.36円

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益

－ －       －

 なお、潜在株式調整後１

株当たり中間純利益につ

いては、潜在株式が存在

しないため、記載してお

りません。

なお、潜在株式調整後１

株当たり中間純利益につ

いては、潜在株式が存在

しないため、記載してお

りません。

なお、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益につ

いては、潜在株式が存在

しないため、記載してお

りません。

　（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間会計期間

(自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日)

当中間会計期間
(自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日)

前事業年度
(自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日)

純資産の部の合計額（百万円） 21,367 21,650 21,652

純資産の部の合計額から控除する金額（百

万円）
－ － －

普通株式に係る中間期末（期末）の純資

産額（百万円）
21,367 21,650 21,652

中間期末（期末）の普通株式の数（自己

株式控除後）（株）
12,670,102 12,669,893 12,669,982

        ２．１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間会計期間

(自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日)

当中間会計期間
(自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日)

前事業年度
(自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日)

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（百万円） 368 35 815

普通株主に帰属しない金額

（百万円）
－ － －

普通株式に係る中間（当期）純利益

（百万円）
368 35 815

期中平均株式数（株） 12,667,425 12,669,918 12,668,730

（重要な後発事象）

 　該当事項はありません。 
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６．事業部別営業収益
 （単位：百万円）

部門

前中間会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

前事業年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

％ ％ ％

倉庫事業収益 5,140 11.1 5,001 10.6 10,340 11.0

冷蔵庫事業収益 5,541 12.0 5,440 11.6 11,258 12.0

一般配送事業収益 9,363 20.2 9,328 19.9 18,883 20.1

冷凍配送事業収益 12,042 26.0 11,675 24.9 24,079 25.7

ティス・スルー事業収益 10,242 22.2 11,814 25.1 21,152 22.6

関連事業収益 3,909 8.5 3,709 7.9 8,014 8.6

合計 46,240 100.0 46,970 100.0 93,728 100.0
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