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１．平成19年９月中間期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年９月30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９月中間期 107,905 5.1 11,350 6.7 12,049 7.4 6,636 1.8

18年９月中間期 102,678 6.8 10,635 10.8 11,220 10.0 6,520 8.4

19年３月期 207,015 － 21,160 － 22,460 － 13,030 －

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９月中間期 24 26 － －

18年９月中間期 23 84 － －

19年３月期 47 63 － －

（参考）持分法投資損益 19年９月中間期 25百万円 18年９月中間期 15百万円 19年３月期 44百万円

(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９月中間期 283,064 228,287 80.6 834 47

18年９月中間期 269,218 218,131 81.0 797 29

19年３月期 277,755 225,550 81.2 824 44

（参考）自己資本 19年９月中間期 228,248百万円 18年９月中間期 218,095百万円 19年３月期 225,511百万円

(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９月中間期 10,599 △5,395 △2,605 14,523

18年９月中間期 8,702 △8,419 △2,334 6,968

19年３月期 20,943 △15,690 △2,347 11,924

２．配当の状況

1株当たり配当金

（基準日） 期末 年間
円 銭 円 銭

19年３月期 9 50 9 50

20年３月期（予想） 8 50 8 50

（注）19年３月期期末配当金の内訳　創立140周年記念配当１円が含まれております。

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 218,000 5.3 22,700 7.3 24,100 7.3 13,600 4.4 49 72
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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）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　　　　　　　　有

（注）詳細は、15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」及び25ページ「セグメント情報」

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９月中間期 274,345,675株 18年９月中間期 274,345,675株 19年３月期 274,345,675株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 819,720株 18年９月中間期 800,412株 19年３月期 813,224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、27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９月中間期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年９月30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９月中間期 102,096 4.8 11,227 6.7 12,082 7.2 7,005 6.3

18年９月中間期 97,377 6.7 10,523 12.1 11,267 10.4 6,592 8.7

19年３月期 195,712 － 20,933 － 22,388 － 13,018 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年９月中間期 25 61

18年９月中間期 24 10

19年３月期 47 59

(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９月中間期 276,625 225,567 81.5 824 67

18年９月中間期 263,506 215,325 81.7 787 17

19年３月期 271,209 222,515 82.0 813 49

（参考）自己資本 19年９月中間期 225,567百万円 18年９月中間期 215,325百万円 19年３月期 222,515百万円

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 205,500 5.0 22,500 7.5 23,900 6.8 13,800 6.0 50 45

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績予想は、本資料発表時点において合理的と判断する一定の前提に基づいており、実際

の業績は今後の様々な要因により異なる結果となる可能性があります。

通期の業績予想に関する事項につきましては、中間期の実績及び今後の見通しを勘案し、連結・個別とも平成19年

５月22日公表の予想数値を修正致しました。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、個人消費が底堅く推移するとともに景気拡大をけん引してきた好調な

設備投資に支えられ、景気は引続き緩やかな拡大基調を持続してまいりました。

　物流業界におきましては、輸出入貨物は順調に推移したものの、高止まりが続く原油価格や環境問題への対応、顧

客の物流高度化要請などにより、経営環境は依然として厳しい状況が続きました。

　このような環境下にあって、当社グループは港湾物流の強みを生かした当社独自の総合物流サービスを基本とした

提案型営業の積極的な展開による新規顧客の開拓と港湾物流拠点を中心とした戦略的な設備投資を実施するとともに、

コスト競争力の強化を推進し、経営全般にわたる効率化にグループを挙げて取組んでまいりました。

　この結果、当中間連結会計期間における作業収入は前年同期に比べ5.1％増収の1,079億5百万円となりました。一方、

作業原価は作業収入の伸長に伴う外注費や、法人税法の改正に伴う減価償却費等の営業費用が増加し、前年同期に比

べ5.4%増加の892億60百万円となりましたが、販売費及び一般管理費は前年同期に比べ0.7%減少の72億94百万円にとど

まりましたことから、利益面におきましては、営業利益は前年同期に比べ6.7%増益の113億50百万円、経常利益は7.4%

増益の120億49百万円となり、特別利益として投資有価証券売却益等の計上がありましたものの、特別損失として神戸

港厚生年金基金の解散に伴う返還金不足額の負担金が発生しましたことから、中間純利益におきましては前年同期に

比べ1.8%増益の66億36百万円となりました。

　当社グループは従来、事業のセグメントを「港湾運送事業」、「倉庫及び運輸関連事業」、「その他事業」と3セグ

メントに分類集計いたしておりましたが、当期から「物流事業」、「その他事業」の2セグメントに分類集計しており

ます。

　各セグメント別の事業の状況は次のとおりであります。

〔物流事業部門〕

　港湾運送事業では、コンテナ、自動車、穀類等の取扱いが好調となりましたことから、作業収入は前年同期に比べ

7.0%増収の388億15百万円となりました。

　倉庫事業や自動車運送関連事業では、新設物流センターの増床効果やサプライチェーン・マネジメント関連の作業

取扱が順調に伸長しましたことから、倉庫事業は前年同期に比べ2.8%増収の95億26百万円となり、自動車運送関連事

業では前年同期に比べ8.5%増収の168億42百万円となりました。

　また、国内景気の拡大を反映して倉庫工場荷役請負事業が前年同期に比べ7.0%増収の84億49百万円となり、港湾関

連事業におきましても前年同期に比べ14.4%増収の67億71百万円となるなど、物流事業での作業収入は前年同期に比べ

5.0%増収の1,016億48百万円となりました。

〔その他事業部門〕

　建設機工事業を含むその他事業部門全般では、前年同期に比べ6.0%増収の62億57百万円となりました。

セグメント別作業収入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百万円）

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
前年同期比増減（△印減）

 金額 率（％）

物流事業     

港湾運送 36,266 38,815 2,549 7.0

倉庫 9,263 9,526 262 2.8

自動車運送関連 15,522 16,842 1,320 8.5

倉庫工場荷役請負 7,894 8,449 554 7.0

重量貨物運搬 3,158 2,998 △160 △5.1

港湾関連 5,919 6,771 852 14.4

梱包 1,773 1,463 △310 △17.5

内航海運取扱 1,519 1,411 △108 △7.1

通関 1,237 1,180 △56 △4.6

その他 14,221 14,189 △32 △0.2

小計 96,777 101,648 4,870 5.0

その他事業     

建設機工 4,255 4,252 △2 △0.1

その他 1,645 2,004 359 21.8

小計 5,901 6,257 356 6.0

合計 102,678 107,905 5,226 5.1
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（通期の見通し）

　今後の見通しにつきましては、引続き景気は拡大基調で推移するものと思われますが、米国経済や為替、原油価格の

動向、サブプライムローンに端を発した金融不安など不透明な要因もあり、先行き予断を許さない状況が続くものと予

想されます。

　このような環境下にあって、当社グループは総合物流企業としての事業基盤の強化・拡充を推進し、海外ネットワー

クの基盤強化を図るとともに、超重量貨物の運搬・据付等、当社得意分野の競争力優位の拡大を図ることで、継続的な

成長と更なる発展を目指してまいる所存であります。

(2）財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

　当中間連結会計期間末における資産合計は、「現金及び預金」が25億99百万円増加し、「有形固定資産」が27億81

百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べて53億9百万円増加の2,830億64百万円となりました。

　当中間連結会計期間末における負債合計は、流動負債の「その他」に含まれる「未払金」が増加したことなどによ

り、前連結会計年度末に比べて25億71百万円増加の547億77百万円となりました。

　当中間連結会計期間末における純資産合計は、「その他有価証券評価差額金」が12億94百万円減少したものの、「利

益剰余金」が当中間純利益により66億36百万円増加し、配当金の支払により25億98百万円減少した結果、純資産合計

では前連結会計年度末に比べて27億37百万円増加の2,282億87百万円となりました。この結果、自己資本比率は、

80.6％となりました。

　

②当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況

　当中間連結会計期間における連結キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが純収入となり、投

資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローが純支出となりましたが、現金及び現金同

等物の当中間連結会計期間末残高は、前連結会計年度末に比べて、25億99百万円増加の145億23百万円となりまし

た。

　営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益114億58百万円に減価償却費50億44百万円、法人税

等の支払額48億35百万円などを加減算し、合計では105億99百万円の純収入となりました。

 なお、当中間連結会計期間における純収入額は、前中間連結会計期間（87億2百万円の純収入）に比べて、主にその

他に含まれる未払金が増加したことにより、18億96百万円の増加となりました。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得及び投資有価証券の取得として、それぞれ79億25百万円及

び5億9百万円を支出し、一方、投資有価証券の売却による収入及び貸付金の回収による収入がそれぞれ30億24百万円

及び28百万円あり、その他の増減を合わせた合計では53億95百万円の純支出となりました。

　なお、当中間連結会計期間における純支出額は、前中間連結会計期間（84億19百万円の純支出）に比べて、主に投

資有価証券の売却による収入が増加したことなどにより、30億23百万円の減少となりました。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金等を支出した結果、合計では26億5百万円の純支出となりました。

　なお、当中間連結会計期間における純支出額は、前中間連結会計期間（23億34百万円の純支出）に比べて、配当金

の支払額が増加したことなどにより、2億70百万円の増加となりました。

 （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
平成19年９月

 中間期

 自己資本比率(％) 78.6 80.7 81.2 81.2 80.6

 時価ベースの自己資本比率(％) 92.9 98.1 96.9 99.9 92.7

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率

(年)
0.4 0.0 0.0 0.0 0.0

 インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) 10,258,871.3 128,041.0 104,571.3 41,326.2 －

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

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）各指標は、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、中間連結（連結）キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを

使用しております。有利子負債は、中間連結(連結)貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払ってい

る全ての負債を対象としております。また、利払いについては、中間連結（連結）キャッシュ・フロー計算書

の利息の支払額を使用しております。
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　当社は、更なる収益の拡大と株主価値の増大を目指し、業績並びに経営環境の変化に配慮しつつ、企業体質の強化

と今後の積極的な事業展開に備え、内部留保の充実を図るとともに、株主の皆様へ安定的な配当の継続を基本方針と

しております。なお、内部留保資金の使途につきましては、主に新規事業の開拓や成長事業分野への設備投資及び情

報化投資などの原資として活用させていただく所存であります。

　なお、当期につきましては、安定的な配当の継続を基本に、事業拡大を図るための投資案件も多数存することから、

年間配当につきましては、1株当たり8円50銭とさせていただく予定であります。

(4）事業等のリスク

　当社グループの経営成績、財政状態等に重要な影響を及ぼす可能性のあるリスクは、以下のようなものがありま

す。

　なお、文中における将来に関する事項は、原則として当中間連結会計期間末(平成19年９月30日)現在において判断

したものであります。

　

① 輸出入貨物の取扱いにおける影響について

　当社グループは世界中の多種多様な輸出入貨物を取扱っていることから、特定の貨物の取扱量の増減によって、経

営成績に多大な影響を受けることは少ないと考えられますが、以下のような種々の要因により、貨物取扱量が減少し

業績に影響を受ける可能性はあります。

　1. 青果物や穀物など食料品の産地における天候不順による生産量の減少

　2. ＢＳＥや鳥インフルエンザなどの新たな病原菌の発生による食材や飼料の輸入禁止措置

　3. 緊急輸入制限措置（セーフガード）などの法律または規制の変更

　4. テロ、戦争などの要因による社会的混乱

② 環境問題の影響について

　現在、当社グループの主要な事業の一つである自動車運送事業は、ＣＯ2や窒素酸化物及び粒子状物質の排出量、安

全性など課せられる規制は広範囲にわたっており、今後、これらの規制は変更されることがあり、より厳しくなるこ

とが考えられます。

　これまで、当社グループはこれらの規制に迅速に対応し遵守してきましたが、今後、新たに追加される規制に対応

するために、費用の支出を余儀なくされる可能性があり業績に影響を受けることがあります。

③ 事故及び自然災害などによる影響について

　当社グループは、過去の経験などをもとに事故や自然災害による、業績に与える影響を最小限にするため日々対策

や研究を重ねております。しかし、作業工程や設備等で発生する事故、大地震などの自然災害による影響を完全に防

止または軽減できる保証はないため、当社グループの主要な事業拠点において、重要な影響を及ぼす災害等が発生し

た場合、業績に影響を受けることがあります。

④ 退職給付債務による影響について

　当社グループの従業員に対する退職給付費用及び債務は、割引率等の数理計算上で設定される前提条件や年金資産

の期待運用収益率等に基づいて算出しております。よって、予定給付債務を計算する前提となる数理計算上の前提・

仮定に変更があった場合、年金資産の時価や運用利回りが低下した場合には、その影響は累積され、将来にわたって

規則的に認識されるため、将来の期間において認識される費用及び計上される債務に影響を及ぼすものであります。

　したがって、今後、割引率の低下や年金資産の運用利回りの悪化があった場合、業績と財務状態に影響を及ぼす可

能性があります。
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２．企業集団の状況
　当社グループは、当社及び子会社15社、関連会社11社により構成されており、営んでいる主な事業内容と当該事業に

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る。

　なお、（　）内の部門が事業の種類別セグメントである。

　当中間連結会計期間より、事業の種類別セグメントを変更している。変更の内容については、(セグメント情報)の「事

業の種類別セグメント情報」に記載のとおりである。

(物流事業部門)

港湾運送事業 　港湾における貨物の受取り、もしくは引渡し業務を中心に、コンテナターミナル運営、

上屋保管、はしけ運送等を行う事業であり、その事業に係る子会社は大分港運㈱他５社

及び関連会社は上津港運㈱他５社である。

倉庫業 　寄託された貨物を倉庫及びサイロに保管するとともに、保管貨物の入出庫及びこれに

付随する作業を行う事業であり、その事業に係る関連会社は日本ポート産業㈱である。

自動車運送関連事業 　貨物自動車運送及び貨物自動車運送の委託、取次を行う事業であり、その事業に係る

子会社は上組陸運㈱他１社及び関連会社は上海上組物流有限公司他１社である。

倉庫工場荷役請負業 　倉庫業者及び鉄鋼メーカー等からの依頼を受けて、倉庫荷役作業及び工場構内運搬作

業等を行う事業であり、その事業に係る子会社は泉産業㈱である。

重量貨物運搬業 　大型産業機器等の重量貨物の運搬を行う事業であり、その事業は当社が行っている。

その他運輸業 　上記事業に関連する運輸事業等であり、それらの事業に係る子会社は上組海運㈱他３

社である。

(その他事業部門)  

 その他事業 　据付解体等の機工作業、建設業、鋼構造物の製作、ソフトウェアの開発・設計及びメ

ンテナンス、物品等の販売・リース、金融業、不動産の賃貸並びにスポーツ施設等の経

営を行う事業であり、それらの事業に係る子会社は㈱カミックス他１社及び関連会社は

㈱神戸港国際流通センター他１社である。
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　当社グループが営んでいる事業の関連を図示すると次のとおりである。

 

倉 庫 業 

関連会社（１社） 
日 本 ポ ー ト 産 業 ㈱ 

自 動 車 運 送 関 連 事 業 

子会社（２社） 
★上 組 陸 運 ㈱ 
※上 津 運 輸 ㈱ 
 
関連会社（２社） 

上 海 上 組 物 流 有 限 公 司 
上組（東莞)貨運有限公司 

倉 庫 工 場 荷 役 請 負 業 

子会社（１社） 
★泉 産 業 ㈱ 

そ の 他 運 輸 業 

子会社（４社） 
★上 組 海 運 ㈱ 
★上 組 航 空 サ ー ビ ス ㈱ 

㈱ デ ィ ・ エ ス ・ エ ー 
エージェンシーズナゴヤ 
㈲ナゴヤトランスポート 
エ ー ジ ェ ン シ ー ズ 

港 湾 運 送 事 業 

子会社（６社） 
※大 分 港 運 ㈱ 

丸 古 海 運 ㈱ 
KAMIGUMI SINGAPORE PTE.LTD. 
上 組（香 港）有 限 公 司 
台 湾 上 組 股  有 限 公 司 
上組国際貨運代理(深)有限公司 

 
関連会社（６社） 

上 津 港 運 ㈱ 
中 央 港 運 ㈱ 
神戸メガコンテナターミナル㈱ 
KAMIGUMI MALAYSIA SDN.BHD. 
THAI LOGISTICS 

SERVICE CO.,LTD. 
EASTERN SEA LEAM CHABANG 

TERMINAL CO.,LTD. 

外 部 顧 客 

㈱ 上 組 

物 流 事 業 そ の 他 事 業 

そ の 他 事 業 

子会社（２社） 
★㈱ カ ミ ッ ク ス 

上 豊 工 業 ㈱ 
 
関連会社（２社） 

㈱神戸港国際流通センター 
㈱ ピ ッ ト 

　（注）１．★は連結子会社であり、※は持分法適用会社である。

２．上組国際貨運代理(深圳)有限公司は、上組(香港)有限公司の子会社である。

３．上組(東莞)貨運有限公司は、上組(香港)有限公司の関連会社である。

４．㈲ナゴヤトランスポートエージェンシーズは㈱ディ・エス・エーエージェンシーズナゴヤの子会社である。

５．矢印は役務の流れを示している。
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３．経営方針
平成19年３月期決算短信（平成19年５月22日開示）により開示を行った内容から重要な変更はありません。

当該決算短信は、次のURLからご覧いただくことができます。

（ 東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ））

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html
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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９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年３月31日）

前年度末比
増減額

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
（％）

金額 
（百万円）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 6,968 14,523 11,924 2,599

２．受取手形及び営
業未収金

※４ 37,930 38,989 38,910 79

３．有価証券 50 － － －

４．たな卸資産 317 307 306 0

５．その他 16,612 17,355 16,463 892

貸倒引当金 △95 △94 △160 65

流動資産合計 61,783 22.9 71,081 25.1 67,445 24.3 3,636

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１

(1）建物及び構築
物

93,984 97,880 96,705 1,175

(2）機械装置及び
運搬具

15,575 14,984 15,205 △221

(3）土地 59,848 60,998 60,025 973

(4）その他 6,026 5,658 4,805 853

有形固定資産合
計

175,434 (65.2) 179,522 (63.4) 176,741 (63.6) 2,781

２．無形固定資産 6,467 (2.4) 6,371 (2.3) 6,416 (2.3) △45

３．投資その他の資
産

(1）投資有価証券 18,803 19,044 20,947 △1,903

(2）その他 6,750 7,056 6,217 839

貸倒引当金 △21 △11 △12 0

投資その他の資
産合計

25,532 (9.5) 26,089 (9.2) 27,152 (9.8) △1,063

固定資産合計 207,434 77.1 211,982 74.9 210,310 75.7 1,672

資産合計 269,218 100.0 283,064 100.0 277,755 100.0 5,309
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前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年３月31日）

前年度末比
増減額

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
（％）

金額 
（百万円）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形及び下
払未払金

※４ 20,886 21,664 22,032 △368

２．未払法人税等 4,685 4,719 4,936 △216

３．賞与引当金 169 162 164 △2

４．その他 10,222 13,593 10,063 3,529

流動負債合計 35,963 13.4 40,140 14.2 37,197 13.4 2,942

Ⅱ　固定負債

１．退職給付引当金 13,962 13,409 13,795 △385

２．役員退職慰労引
当金

26 28 29 △0

３．船舶特別修繕引
当金

6 10 8 1

４．その他 1,127 1,188 1,174 13

固定負債合計 15,123 5.6 14,636 5.2 15,007 5.4 △370

負債合計 51,086 19.0 54,777 19.4 52,205 18.8 2,571

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

１．資本金 31,642 11.8 31,642 11.2 31,642 11.4 －

２．資本剰余金 26,854 10.0 26,854 9.5 26,854 9.7 －

３．利益剰余金 153,209 56.9 163,756 57.8 159,719 57.5 4,037

４．自己株式 △420 △0.2 △440 △0.2 △433 △0.2 △6

株主資本合計 211,285 78.5 221,812 78.3 217,782 78.4 4,030

Ⅱ　評価・換算差額等

１．その他有価証券
評価差額金

6,809 2.5 6,435 2.3 7,729 2.8 △1,294

評価・換算差額等
合計

6,809 2.5 6,435 2.3 7,729 2.8 △1,294

Ⅲ 少数株主持分 36 0.0 39 0.0 38 0.0 0

純資産合計 218,131 81.0 228,287 80.6 225,550 81.2 2,737

負債純資産合計 269,218 100.0 283,064 100.0 277,755 100.0 5,309
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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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前年同期
比増減額

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（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（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額
(百万円)

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　作業収入 107,905 100.0 5,226

１．港湾運送作業収入 36,266 72,601

２．兼業事業作業収入 66,411 102,678 100.0 134,414 207,015 100.0

Ⅱ　作業原価 89,260 82.7 4,565

１．港湾運送作業原価 27,243 54,589

２．兼業事業作業原価 57,451 84,694 82.5 116,559 171,149 82.7

作業総利益 17,983 17.5 18,645 17.3 661 35,866 17.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 7,348 7.1 7,294 6.8 △53 14,706 7.1

営業利益 10,635 10.4 11,350 10.5 714 21,160 10.2

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 18 35 42

２．受取配当金 310 389 642

３．持分法による投資利益 15 25 44

４．地代家賃 114 125 230

５．その他 131 590 0.6 135 712 0.7 121 350 1,310 0.6

Ⅴ　営業外費用

１．コマーシャル・ペーパー
利息

0 － 0

２．為替差損 － 9 －

３．その他 5 5 0.0 4 13 0.0 7 9 9 0.0

経常利益 11,220 11.0 12,049 11.2 828 22,460 10.8

Ⅵ　特別利益

１．固定資産売却益 ※２ 34 3 35

２．貸倒引当金戻入益 － 0 －

３．投資有価証券売却益 － 3,216 4

４．国庫等補助金 － 34 0.0 28 3,249 3.0 3,215 36 75 0.0

Ⅶ　特別損失

１．固定資産売廃却損 ※３ 71 24 280

２．投資有価証券評価損 21 169 21

３．厚生年金基金解散損失 － 93 0.1 3,645 3,839 3.6 3,746 － 302 0.1

税金等調整前中間（当
期）純利益

11,161 10.9 11,458 10.6 297 22,234 10.7

法人税、住民税及び事業
税

4,645 4,594 9,183

法人税等調整額 △5 4,640 4.5 227 4,822 4.4 182 18 9,202 4.4

少数株主利益 0 0.0 0 0.0 △0 1 0.0

中間(当期)純利益 6,520 6.4 6,636 6.2 115 13,030 6.3
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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18年４月1日 至 平成18年９月30日）

株主資本 評価・換算差額等
少数
株主
持分

純資産
合計

資本金
資本
剰余金

利益
剰余金

自己
株式

株主
資本
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３月31日残高（百万円） 31,642 26,854 149,107 △411 207,193 7,808 7,808 36 215,038

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当(注) △2,325 △2,325 △2,325

取締役賞与(注) △93 △93 △93

中間純利益 6,520 6,520 6,520

自己株式の取得 △9 △9 △9

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）

△998 △998 △0 △999

中間連結会計期間中の変動額合計
（百万円）

－ － 4,101 △9 4,092 △998 △998 △0 3,092

平成18年９月30日残高（百万円） 31,642 26,854 153,209 △420 211,285 6,809 6,809 36 218,131

(注)平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目である。

当中間連結会計期間（自 平成19年４月1日 至 平成19年９月30日）

株主資本 評価・換算差額等
少数
株主
持分

純資産
合計

資本金
資本
剰余金

利益
剰余金

自己
株式

株主
資本
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19年３月31日残高（百万円） 31,642 26,854 159,719 △433 217,782 7,729 7,729 38 225,550

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当 △2,598 △2,598 △2,598

中間純利益 6,636 6,636 6,636

自己株式の取得 △6 △6 △6

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）

△1,294 △1,294 0 △1,293

中間連結会計期間中の変動額合計
（百万円）

－ － 4,037 △6 4,030 △1,294 △1,294 0 2,737

平成19年９月30日残高（百万円） 31,642 26,854 163,756 △440 221,812 6,435 6,435 39 228,287

 

前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自 平成18年４月1日 至 平成19年３月31日）

株主資本 評価・換算差額等
少数
株主
持分

純資産
合計

資本金
資本
剰余金

利益
剰余金

自己
株式

株主
資本
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３月31日残高（百万円） 31,642 26,854 149,107 △411 207,193 7,808 7,808 36 215,038

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当(注) △2,325 △2,325 △2,325

取締役賞与(注) △93 △93 △93

当期純利益 13,030 13,030 13,030

自己株式の取得 △22 △22 △22

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△78 △78 1 △77

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

－ － 10,611 △22 10,588 △78 △78 1 10,511

平成19年３月31日残高（百万円） 31,642 26,854 159,719 △433 217,782 7,729 7,729 38 225,550

(注)平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目である。
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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18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

増減

前連結会計年度の連結
キャッシュ・フロー計算書
(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（百万円） 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

11,161 11,458 297 22,234

減価償却費 4,548 5,044 495 9,598

貸倒引当金の増減額 1 △65 △67 57

退職給付引当金の増減額 △249 △385 △135 △417

受取利息及び受取配当金 △328 △425 △97 △685

コマーシャル・ペーパー利息 0 － △0 0

持分法による投資損益 △15 △25 △9 △44

投資有価証券評価損 21 169 148 21

投資有価証券売却益 － △3,216 △3,216 △4

有形固定資産売廃却損益 37 20 △16 245

売上債権の増減額 △1,446 △79 1,367 △2,426

たな卸資産の増減額 △45 △0 45 △34

仕入債務の増減額 1,001 △368 △1,370 2,148

役員賞与の支払額 △94 － 94 △94

その他 △1,656 2,851 4,508 △1,494

小計 12,937 14,978 2,040 29,105

利息及び配当金の受取額 311 456 145 683

コマーシャル・ペーパー利息
の支払額

△0 － 0 △0

法人税等の支払額 △4,545 △4,835 △289 △8,844

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

8,702 10,599 1,896 20,943

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

固定資産の取得による支出 △8,447 △7,925 521 △14,990

固定資産の売却による収入 49 23 △26 57

投資有価証券の取得による支
出

△1 △509 △507 △587

投資有価証券の売却による収
入

0 3,024 3,024 18

貸付による支出 △14 △14 － △29

貸付金の回収による収入 33 28 △5 58

その他 △37 △20 17 △218

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

△8,419 △5,395 3,023 △15,690

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

配当金の支払額 △2,325 △2,598 △273 △2,325

自己株式の増減額 △9 △6 2 △22

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

△2,334 △2,605 △270 △2,347

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額 △2,050 2,599 4,649 2,905

Ⅴ　現金及び現金同等物期首残高 9,019 11,924 2,905 9,019

Ⅵ　現金及び現金同等物中間期末（期
末）残高

6,968 14,523 7,555 11,924
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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

項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（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 (1）連結子会社数　５社

連結子会社名

上組陸運㈱

上組海運㈱

上組航空サービス㈱

泉産業㈱

㈱カミックス

(1）連結子会社数　５社

連結子会社名

上組陸運㈱

上組海運㈱

上組航空サービス㈱

泉産業㈱

㈱カミックス

(1）連結子会社数　５社

連結子会社名

上組陸運㈱

上組海運㈱

上組航空サービス㈱

泉産業㈱

㈱カミックス

(2）主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社の名称

大分港運㈱

非連結子会社は、いずれも小規

模であり、合計の総資産、売上

高、中間純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見

合う額）等は、いずれも中間連

結財務諸表に及ぼす影響が軽微

であるため連結の範囲から除外

している。

(2）主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社の名称

大分港運㈱

同左

(2）主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社の名称

大分港運㈱

非連結子会社は、いずれも小規

模であり、合計の総資産、売上

高、当期純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見

合う額）等は、いずれも連結財

務諸表に及ぼす影響が軽微であ

るため連結の範囲から除外して

いる。

２．持分法の適用に関する事項 (1）持分法適用非連結子会社数

２社

持分法適用会社名

上津運輸㈱

大分港運㈱

(1）持分法適用非連結子会社数

２社

持分法適用会社名

上津運輸㈱

大分港運㈱

(1）持分法適用非連結子会社数

２社

持分法適用会社名

上津運輸㈱

大分港運㈱

(2）主要な持分法非適用会社等の名

称等

主要な持分法非適用会社等の名

称

（子会社）　丸古海運㈱

（関連会社）日本ポート産業

㈱

(2）主要な持分法非適用会社等の名

称等

主要な持分法非適用会社等の名

称

（子会社）　丸古海運㈱

（関連会社）日本ポート産業

㈱

(2）主要な持分法非適用会社等の名

称等

主要な持分法非適用会社等の名

称

（子会社）　丸古海運㈱

（関連会社）日本ポート産業

㈱

持分法を適用していない非連結

子会社及び関連会社は、それぞ

れ中間純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見

合う額）等からみて、持分法の

対象から除いても中間連結財務

諸表に及ぼす影響が軽微であり、

かつ全体としても重要性がない

ため、持分法の適用範囲から除

外している。

同左 持分法を適用していない非連結

子会社及び関連会社は、それぞ

れ当期純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見

合う額）等からみて、持分法の

対象から除いても連結財務諸表

に及ぼす影響が軽微であり、か

つ全体としても重要性がないた

め、持分法の適用範囲から除外

している。

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事項

連結子会社の中間決算日は、全て中

間連結決算日に一致している。

同左 連結子会社の決算日は、全て連結決

算日に一致している。

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

イ　有価証券

満期保有目的の債券

…償却原価法

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

イ　有価証券

満期保有目的の債券

…　　 同左

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

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、売却原価は主として

移動平均法により算定）

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、

売却原価は主として移動平

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

時価のないもの

…　　 同左

ロ　たな卸資産（貯蔵品）

…最終仕入原価法による原価

法

ロ　たな卸資産（貯蔵品）

…　　 同左

ロ　たな卸資産（貯蔵品）

…　　 同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

有形固定資産のうち建物（建物

付属設備は除く）は主として定

額法、建物以外については中間

連結財務諸表提出会社は賃貸用

荷役設備及び不動産賃貸事業用

資産は定額法、それ以外は主と

して定率法によっており、連結

子会社は定率法によっている。

なお、主な耐用年数は以下のと

おりである。

建物及び構築物　８～50年

機械装置及び運搬具

２～14年

また、無形固定資産は定額法に

よっている。

ただし、有形固定資産及び無形

固定資産のうちリース契約資産

については、リース期間定額法

によっている。

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

法によっている。

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

同左

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

有形固定資産のうち建物（建物

付属設備は除く）は主として定

額法、建物以外については連結

財務諸表提出会社は賃貸用荷役

設備及び不動産賃貸事業用資産

は定額法、それ以外は主として

定率法によっており、連結子会

社は定率法によっている。

なお、主な耐用年数は以下のと

おりである。

建物及び構築物　８～50年

機械装置及び運搬具

２～14年

また、無形固定資産は定額法に

よっている。

ただし、有形固定資産及び無形

固定資産のうちリース契約資産

については、リース期間定額法

によっている。

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

法によっている。

 ─────── （会計方針の変更）

法人税法の改正に伴い、当中間連結

会計期間より、平成19年４月１日以

降に取得した有形固定資産について、

改正後の法人税法に基づく減価償却

の方法に変更している。これにより、

営業利益、経常利益及び税金等調整

前中間純利益はそれぞれ52百万円減

少している。

 ───────

 ─────── （追加情報）

法人税法の改正に伴い、平成19年３

月31日以前に取得した資産について

は、改正前の法人税法に基づく減価

償却の方法の適用により取得価額の

５％に到達した連結会計年度の翌連

結会計年度より、取得価額の５％相

当額と備忘価額との差額を５年間に

わたり均等償却し、減価償却費に含

めて計上している。これにより、営

業利益、経常利益及び税金等調整前

中間純利益は、それぞれ214百万円

減少している。

 ───────
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(3）重要な引当金の計上基準

イ　貸倒引当金

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

を計上している。

(3）重要な引当金の計上基準

イ　貸倒引当金

同左

(3）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の賞与の支

給に充てるため、支給見込額に

基づき計上している。

ロ　賞与引当金

同左

ロ　賞与引当金

同左

ハ　退職給付引当金

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

給付債務及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いる。

なお、数理計算上の差異は、そ

の発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（10

年）による定額法により、発生

の翌連結会計年度から費用処理

することとしている。

ハ　退職給付引当金

同左

ハ　退職給付引当金

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

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、計上している。

また、数理計算上の差異は、そ

の発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数による

定額法により、翌連結会計年度

から費用処理することとしてい

る。

ニ　役員退職慰労引当金

連結子会社は役員の退職慰労金

の支出に備えるため、内規に基

づく中間連結会計期間末要支給

額を計上している。

（追加情報）

当社は、従来、役員の退職慰労

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

いたが、平成18年６月29日開催

の定時株主総会終結の時をもっ

て役員退職慰労金制度を廃止し、

制度廃止日に在任していた役員

に対し、在任期間に対応する役

員退職慰労金を、各役員の退任

時に支給することを決議した。

これに伴い、役員退職慰労引当

金残高を取崩し、当該未払額を

固定負債の「その他」に計上し

ている。

ニ　役員退職慰労引当金

同左

 

 

 

 ───────

ニ　役員退職慰労引当金

連結子会社は役員の退職慰労金

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い

る。

（追加情報）

連結財務諸表提出会社は、従来、

役員の退職慰労金の支出に備え

るため、内規に基づく期末要支

給額を計上していたが、平成18

年６月29日開催の定時株主総会

終結の時をもって役員退職慰労

金制度を廃止し、制度廃止日に

在任していた役員に対し、在任

期間に対応する役員退職慰労金

を、各役員の退任時に支給する

ことを決議した。

これに伴い、役員退職慰労引当

金残高を取崩し、当該未払額を

固定負債の「その他」に計上し

ている。

ホ　船舶特別修繕引当金

船舶安全法の規定による定期検

査を受けるための修繕費支出に

備えるため、将来の定期検査費

用見積額に基づき計上している。

ホ　船舶特別修繕引当金

同左

ホ　船舶特別修繕引当金

同左

(4）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

ている。

(4）重要なリース取引の処理方法

同左

(4）重要なリース取引の処理方法

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(5）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方

式によっている。

(5）消費税等の会計処理

同左

(5）消費税等の会計処理

同左

 ─────── (6）中間連結会計期間に係る納付税

額及び法人税等調整額

当中間連結会計期間に係る納付

税額及び法人税等調整額は、当

連結会計年度において予定して

いる圧縮積立金及び特別償却準

備金の積立て及び取崩しを前提

として、当中間連結会計期間に

係る金額を計算している。

─────── 

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（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いる。

同左 同左

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

項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（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）及び「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準等の適用指針」（企業会計基準適

用指針 第８号 平成17年12月９日）

を適用している。

なお、従来の「資本の部」の合計に

相当する金額は、218,095百万円で

ある。

中間連結財務諸表規則の改正により、

当中間連結会計期間における中間連

結貸借対照表の純資産の部について

は、改正後の中間連結財務諸表規則

により作成している。

─────── 当連結会計年度より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準 第５号 平成17

年12月９日）及び「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」（企業会計基準適用指

針 第８号 平成17年12月９日）を適

用している。

なお、従来の「資本の部」の合計に

相当する金額は、225,511百万円で

ある。

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

いる。

表示方法の変更

項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

中間連結損益計算書 ─────── 当中間連結会計期間より、作業収入及び作業原価の事

業別内訳の金額掲載を行わないこととした。これは、

セグメント情報に記載のとおり、事業区分を「物流事

業」及び「その他事業」に変更したが、「物流事業」

の作業収入及び作業原価がそれぞれの合計の90％超で

あることから、簡潔明瞭な表示のため変更したもので

ある。

なお、前中間連結会計期間と同一の事業区分による当

中間連結会計期間の金額は次のとおりである。

Ⅰ作業収入 （百万円）

1.港湾運送作業収入 38,815

2.兼業事業作業収入 69,089

Ⅱ作業原価  

1.港湾運送作業原価 29,279

2.兼業事業作業原価 59,981
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

項目
前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度末
（平成19年３月31日）

※１．有形固定資産の減

価償却累計額
153,804百万円 162,523百万円 158,221百万円

　２．偶発債務

保証債務

下記会社等の金融機関等借入金及び設

備リース債務について保証している。

下記会社の金融機関等借入金について

保証している。

下記会社の金融機関等借入金につい

て保証している。

百万円

㈱ワールド流通センター 2,382

㈱神戸港国際流通センター 1,992

飛島コンテナ埠頭㈱ 675

青海流通センター㈱ 275

大阪港総合流通センター㈱ 209

名古屋港国際総合流通セン

ター㈱
63

阪神サイロ㈱ 57

THAI LOGISTICS SERVICE 

CO.,LTD.
2

LIMA LOGISTICS SERVICE, 

INC.
1

計 5,661

百万円

㈱神戸港国際流通センター 2,688

㈱ワールド流通センター 2,112

飛島コンテナ埠頭㈱ 856

青海流通センター㈱ 258

大阪港総合流通センター㈱ 188

阪神サイロ㈱ 120

LIMA LOGISTICS SERVICE,

INC.
2

名古屋港国際総合流通セン

ター㈱
1

計 6,228

百万円

㈱神戸港国際流通センター 2,817

㈱ワールド流通センター 2,236

飛島コンテナ埠頭㈱ 648

青海流通センター㈱ 266

大阪港総合流通センター㈱ 195

阪神サイロ㈱ 89

名古屋港国際総合流通セン

ター㈱
25

THAI LOGISTICS SERVICE 

CO.,LTD.
6

LIMA LOGISTICS SERVICE,

 INC.
2

計 6,287

　３．受取手形裏書譲渡

高

474百万円 390百万円    482百万円

※４．中間連結会計期間

（連結会計年度）

末日の満期手形

中間連結会計期間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

決済処理する方法によっている。

なお、当中間連結会計期間の末日が金

融機関の休日であったため、下記の中

間連結会計期間末日満期手形が当中間

連結会計期間末残高に含まれている。

　受取手形　　　　　　156百万円

　受取手形裏書譲渡高　113百万円

　支払手形　　　　　　212百万円

中間連結会計期間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

決済処理する方法によっている。

なお、当中間連結会計期間の末日が金

融機関の休日であったため、下記の中

間連結会計期間末日満期手形が当中間

連結会計期間末残高に含まれている。

　受取手形　　　　　　178百万円

　受取手形裏書譲渡高　 37百万円

　支払手形　　　　　　263百万円

連結会計年度末日の満期手形の会計

処理については、手形交換日をもっ

て決済処理する方法によっている。

なお、当連結会計年度の末日が金融

機関の休日であったため、下記の連

結会計年度末日満期手形が当連結会

計年度末日残高に含まれている。

　受取手形　　　　　　130百万円

　受取手形裏書譲渡高　129百万円

　支払手形　　　　　　247百万円

（中間連結損益計算書関係）

項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１．販売費及び一般管

理費の主要費目

給料手当 4,176百万円

退職給付引当金繰入額 271

役員退職慰労引当金繰

入額
2

賞与引当金繰入額 50

貸倒引当金繰入額 1

給料手当 3,979百万円

退職給付引当金繰入額 252

役員退職慰労引当金繰

入額
1

賞与引当金繰入額 48

給料手当 8,229百万円

退職給付引当金繰入額 533

役員退職慰労引当金繰

入額
6

賞与引当金繰入額 46

※２．固定資産売却益の

主要項目

土地 25百万円

機械及び装置 3

車輛及び運搬具 1百万円

機械及び装置 1

土地 25百万円

機械及び装置 3

工具、器具及び備品 3

車輛及び運搬具 2

※３．固定資産売廃却損

の主要項目

建物 27百万円

車輛及び運搬具 16

車輛及び運搬具 12百万円

機械及び装置 5

建物等取壊撤去費用 3

構築物 1

建物等取壊撤去費用 148百万円

建物 77

車輛及び運搬具 32

工具、器具及び備品 9

構築物 7

機械及び装置 5
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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18年４月１日　至平成18年９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（千株）

当中間連結会計期間増
加株式数（千株）

当中間連結会計期間減
少株式数（千株）

当中間連結会計期間末
株式数（千株）

発行済株式

普通株式 274,345 － － 274,345

合計 274,345 － － 274,345

自己株式

普通株式(注) 790 10 － 800

合計 790 10 － 800

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加10千株は、単元未満株式の買取りによるものである。

2. 配当に関する事項

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６月29日

定時株主総会
普通株式 2,325 8.5 平成18年３月31日 平成18年６月30日

当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９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（千株）

当中間連結会計期間増
加株式数（千株）

当中間連結会計期間減
少株式数（千株）

当中間連結会計期間末
株式数（千株）

発行済株式

普通株式 274,345 － － 274,345

合計 274,345 － － 274,345

自己株式

普通株式(注) 813 6 － 819

合計 813 6 － 819

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加６千株は、単元未満株式の買取りによるものである。

2. 配当に関する事項

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６月28日

定時株主総会
普通株式 2,598 9.5 平成19年３月31日 平成19年６月29日
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前連結会計年度（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（千株）

当連結会計年度増加株
式数（千株）

当連結会計年度減少株
式数（千株）

当連結会計年度末株式
数（千株）

発行済株式

普通株式 274,345 － － 274,345

合計 274,345 － － 274,345

自己株式

普通株式(注) 790 22 － 813

合計 790 22 － 813

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加22千株は、単元未満株式の買取りによるものである。

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
（百万円）

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 2,325 8.5 平成18年３月31日 平成18年６月30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
（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６月28日

定時株主総会
普通株式 2,598 利益剰余金 9.5 平成19年３月31日平成19年６月29日

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
 至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
 至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（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

の中間期末（期末）

残高と中間連結貸借

対照表（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９月30日現在） （平成19年９月30日現在） （平成19年３月31日現在）

現金及び預金勘定 6,968百万円

預入期間が３か月を超

える定期預金等
－百万円

取得日から３か月以内

に償還期限の到来する

短期投資（有価証券）

－百万円

現金及び現金同等物 6,968百万円

現金及び預金勘定  14,523百万円

預入期間が３か月を超

える定期預金等
－百万円

取得日から３か月以内

に償還期限の到来する

短期投資（有価証券）

－百万円

現金及び現金同等物 14,523百万円

現金及び預金勘定 11,924百万円

預入期間が３か月を超

える定期預金等
－百万円

取得日から３か月以内

に償還期限の到来する

短期投資（有価証券）

－百万円

現金及び現金同等物  11,924百万円
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（リース取引関係）

＜借主側＞

項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31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

に係る注記

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

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

55 42 12

工具、器具
及び備品

39 34 4

その他 3 2 0

合計 97 79 18

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

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

35 10 25

工具、器具
及び備品

5 1 4

合計 41 11 30

１．リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失累

計額相当額及び期末残高相当額

 

取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額相
当額
(百万円)

期末残高
相当額
(百万円)

機械装置及
び運搬具

55 47 7

工具、器具
及び備品

39 34 4

その他 3 3 －

合計 97 85 12

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

百万円

１年内 8

１年超 9

合計 18

百万円

１年内 10

１年超 19

合計 30

百万円

１年内 5

１年超 6

合計 12

（注）取得価額相当額及び未経過リー

ス料中間期末残高相当額は、未

経過リース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残高等に

占める割合が低いため、支払利

子込み法により算定している。

（注）　　　　同左 （注）取得価額相当額及び未経過リー

ス料期末残高相当額は、支払利

子込み法により算定している。

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

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

百万円

支払リース料 7

減価償却費相当額 7

百万円

支払リース料 3

減価償却費相当額 3

百万円

支払リース料 13

減価償却費相当額 13

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い

る。

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

 

 

 (減損損失について)

リース資産に配分された減損損失

はない。

(減損損失について)

リース資産に配分された減損損失

はない。
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＜貸主側＞

項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31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

に係る注記

１．リース物件の取得価額、減価償却

累計額、減損損失累計額及び中間

期末残高

取得価額
(百万円)

減価償却
累計額
(百万円)

中間期末
残高
(百万円)

機械装置及
び運搬具

50 16 33

工具、器具
及び備品

19 10 8

合計 69 26 42

１．リース物件の取得価額、減価償却

累計額、減損損失累計額及び中間

期末残高

取得価額
(百万円)

減価償却
累計額
(百万円)

中間期末
残高
(百万円)

機械装置及
び運搬具

61 27 34

工具、器具
及び備品

15 10 5

合計 77 38 39

１．リース物件の取得価額、減価償却

累計額、減損損失累計額及び期末

残高

取得価額
(百万円)

減価償却
累計額
(百万円)

期末残高
(百万円)

機械装置及
び運搬具

52 21 31

工具、器具
及び備品

19 11 7

合計 71 33 38

２．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

２．未経過リース料期末残高相当額

百万円

１年内 15

１年超 34

合計 49

百万円

１年内 17

１年超 28

合計 46

百万円

１年内 15

１年超 29

合計 44

（注）未経過リース料中間期末残高相

当額は、未経過リース料中間期

末残高及び見積残存価額の残高

の合計額が営業債権の中間期末

残高等に占める割合が低いため、

受取利子込み法により算定して

いる。

（注）　　　　同左 （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及

び見積残存価額の残高の合計額

が営業債権の期末残高等に占め

る割合が低いため、受取利子込

み法により算定している。

３．受取リース料及び減価償却費 ３．受取リース料及び減価償却費 ３．受取リース料及び減価償却費

百万円

受取リース料 7

減価償却費 6

百万円

受取リース料 8

減価償却費 7

百万円

受取リース料 14

減価償却費 12

  (減損損失について)

リース資産に配分された減損損失

はない。

(減損損失について)

リース資産に配分された減損損失

はない。
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（有価証券関係）

（前中間連結会計期間末）

１．その他有価証券で時価のあるもの

区分 前中間連結会計期間末（平成18年９月30日）

その他有価証券 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 3,798 15,279 11,481

(2）債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3）その他 － － －

合計 3,798 15,279 11,481

　（注）　当中間連結会計期間末における減損適用の対象銘柄はない。

なお、当該減損にあたっては、取得原価に対し時価の下落率が50％以上の銘柄については原則として適用の対

象とし、下落率が30％以上50％未満で回復の可能性があると認められない銘柄についても原則として適用の対

象としている。

２．時価評価されていない有価証券の主な内容及び中間連結貸借対照表計上額（平成18年９月30日）

(1）満期保有目的の債券

非公募の内国債券 64百万円

(2）その他有価証券

非上場株式 1,781百万円

中期国債ファンド 57百万円

（当中間連結会計期間末）

１．その他有価証券で時価のあるもの

区分 当中間連結会計期間末（平成19年９月30日）

その他有価証券 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 4,774 15,631 10,856

(2）債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3）その他 － － －

合計 4,774 15,631 10,856

　（注）　当中間連結会計期間末における減損適用の対象銘柄はない。

なお、当該減損にあたっては、取得原価に対し時価の下落率が50％以上の銘柄については原則として適用の対

象とし、下落率が30％以上50％未満で回復の可能性があると認められない銘柄についても原則として適用の対

象としている。

２．時価評価されていない有価証券の主な内容及び中間連結貸借対照表計上額（平成19年９月30日）

(1）満期保有目的の債券

非公募の内国債券 10百万円

(2）その他有価証券

非上場株式 1,616百万円

中期国債ファンド 　57百万円
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（前連結会計年度末）

１．その他有価証券で時価のあるもの

区分 前連結会計年度末（平成19年３月31日）

その他有価証券 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 4,324 17,356 13,031

(2）債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3）その他 － － －

合計 4,324 17,356 13,031

　（注）　当連結会計年度末における減損適用の対象銘柄はない。

なお、当該減損にあたっては、取得原価に対し時価の下落率が50％以上の銘柄については原則として適用の対

象とし、下落率が30％以上50％未満で回復の可能性があると認められない銘柄についても原則として適用の対

象としている。

２．時価評価されていない有価証券の主な内容及び連結貸借対照表計上額（平成19年３月31日）

(1）満期保有目的の債券

非公募の内国債券 11百万円

(2）その他有価証券

非上場株式 1,782百万円

中期国債ファンド 57百万円

（デリバティブ取引関係）

　前中間連結会計期間末（平成18年９月30日）、当中間連結会計期間末（平成19年９月30日）及び前連結会計年度

末（平成19年３月31日）のいずれにおいても、デリバティブ取引（為替予約取引）について、記載すべき事項はな

い。

（ストック・オプション等関係）

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

該当事項はない。

当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

該当事項はない。

前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

該当事項はない。
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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18年４月１日　至　平成18年９月30日）

港湾運送事
業
（百万円）

倉庫及び運
輸関連事業
（百万円）

その他事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全
社
（百万円）

連結
（百万円）

作業収入

(1）外部顧客に対する作業収入 36,266 57,352 9,059 102,678 － 102,678

(2）セグメント間の内部作業収

入又は振替高
－ － 375 375 (375) －

計 36,266 57,352 9,434 103,053 (375) 102,678

営業費用 31,138 52,734 8,538 92,411 (368) 92,042

営業利益 5,128 4,617 896 10,642 (6) 10,635

　（注）１．事業区分は、当社における部門別作業収入区分に基づいている。

２．各事業区分の主要事業

(1）港湾運送事業

港湾運送事業

(2）倉庫及び運輸関連事業

倉庫業、貨物自動車運送事業、貨物運送取扱事業、倉庫工場荷役請負業、その他運輸業

(3）その他事業

重量貨物運搬、機工業、建設業、物品販売業、リース業、金融業、不動産賃貸業

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はない。

当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

　事業の種類として「物流事業」及び「その他事業」に区分している。

　なお、「物流事業」の作業収入は1,016億48百万円と全セグメントの作業収入の合計(1,084億42百万円(セグメント間取

引高5億37百万円含む))の93.7%の割合を占め、「物流事業」の営業利益は107億44百万円と全セグメントの営業利益の合

計(113億61百万円(セグメント間取引による営業利益10百万円含む))の94.6%の割合を占め、「物流事業」の割合がいずれ

も90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略している。

 （セグメントの変更について）

　当中間連結会計期間より、当社の事業区分及び名称の見直しを行った結果、従来の「港湾運送事業」、「倉庫及び運輸

関連事業」及び「その他事業」に含まれる重量貨物運搬業を集約し、「物流事業」と区分を変更することとした。

　この集約及び変更は、経済の自由競争への流れを受けて港湾運送事業の規制緩和が実施されたことや、コンテナターミ

ナル直結型の多目的物流センターを中心に、顧客にリードタイムの短縮とトータル物流コストの削減をもたらす当社グ

ループ独自の物流サービスの提供及び顧客ニーズを取り込んだサプライチェーンマネジメントをも含んだ国際複合一貫物

流サービスの提供など、従来の「港湾運送事業」、「倉庫及び運輸関連事業」及び「その他事業」に含まれる重量貨物運

搬業の各々の物流機能を連携させた物流サービスの比重が高まり、従来のセグメント区分では実態に合わなくなってきた

ことから、事業の実態をより的確に反映させるために行ったものである。

　なお、変更前のセグメント区分による作業収入は、港湾運送事業388億15百万円、倉庫及び運輸関連事業598億33百万円、

その他事業97億76百万円（セグメント間取引高5億21百万円含む）となっている。

　また、変更前のセグメント区分による営業利益は、港湾運送事業54億38百万円、倉庫及び運輸関連事業49億88百万円、

その他事業9億34百万円（セグメント間取引による営業利益10百万円含む）となっている。
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前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

港湾運送事
業
（百万円）

倉庫及び運
輸関連事業
（百万円）

その他事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全
社
（百万円）

連結
（百万円）

作業収入

(1）外部顧客に対する作業収入 72,601 115,882 18,531 207,015 － 207,015

(2）セグメント間の内部作業収

入又は振替高
－ － 821 821 (821) －

計 72,601 115,882 19,353 207,837 (821) 207,015

営業費用 62,390 106,594 17,677 186,661 (805) 185,855

営業利益 10,211 9,288 1,676 21,175 (15) 21,160

　（注）１．事業区分は、当社における部門別作業収入区分に基づいている。

２．各事業区分の主要事業

(1）港湾運送事業

港湾運送事業

(2）倉庫及び運輸関連事業

倉庫業、貨物自動車運送事業、貨物運送取扱事業、倉庫工場荷役請負業、その他運輸業

(3）その他事業

重量貨物運搬、機工業、建設業、物品販売業、リース業、金融業、不動産賃貸業

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はない。

ｂ．所在地別セグメント情報

　前中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成19年４月

１日　至平成19年９月30日）及び前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）について、本

邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため該当事項はない。

ｃ．海外作業収入

　前中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成19年４月

１日　至平成19年９月30日）及び前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）について、海

外作業収入がいずれも連結作業収入の10％未満のため、海外作業収入の記載を省略している。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（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

797円29銭

１株当たり中間純利益金額

23円84銭

１株当たり純資産額

 834円47銭

１株当たり中間純利益金額

  24円26銭

１株当たり純資産額

824円44銭

１株当たり当期純利益金額

47円63銭

なお、潜在株式調整後１株当たり中間

純利益金額については、潜在株式がな

いため記載していない。

同左 なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額については、潜在株式がな

いため記載していない。

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

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

中間（当期）純利益（百万円） 6,520 6,636 13,030

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）
6,520 6,636 13,030

普通株式の期中平均株式数（千株） 273,550 273,528 273,545

（重要な後発事象）

　該当事項はない。
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５．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

第68期中間会計期間末
（平成18年９月30日）

第69期中間会計期間末
（平成19年９月30日）

第68期事業年度の要約貸借対照表
（平成19年３月31日）

前年度末
比増減額

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
（％）

金額
(百万円)

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 5,641 13,328 10,404 2,923

２．受取手形 ※４ 1,770 1,717 1,491 225

３．営業未収金 34,162 35,038 35,182 △143

４．たな卸資産 282 253 270 △16

５．短期貸付金 13,313 13,833 13,128 705

６．その他 3,201 3,361 3,106 254

貸倒引当金 △91 △90 △155 65

流動資産合計 58,281 22.1 67,442 24.4 63,428 23.4 4,014

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１

(1）建物 83,294 86,912 85,653 1,258

(2）機械及び装置 12,731 12,017 12,299 △281

(3）土地 59,420 60,571 59,597 973

(4）その他 17,294 17,301 16,479 821

有形固定資産合計 172,741 (65.6) 176,802 (63.9) 174,030 (64.2) 2,771

２．無形固定資産 6,354 (2.4) 6,309 (2.3) 6,329 (2.3) △19

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 15,998 15,829 17,821 △1,992

(2）その他 10,144 10,252 9,610 642

貸倒引当金 △13 △10 △11 0

投資その他の資産
合計

26,129 (9.9) 26,070 (9.4) 27,420 (10.1) △1,349

固定資産合計 205,225 77.9 209,183 75.6 207,781 76.6 1,401

資産合計 263,506 100.0 276,625 100.0 271,209 100.0 5,416
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第68期中間会計期間末
（平成18年９月30日）

第69期中間会計期間末
（平成19年９月30日）

第68期事業年度の要約貸借対照表
（平成19年３月31日）

前年度末
比増減額

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
（％）

金額
(百万円)

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．下払未払金 18,103 18,469 18,989 △519

２．未払法人税等 4,631 4,682 4,896 △214

３．未払費用 5,013 4,697 4,827 △129

４．その他 6,436 9,732 6,137 3,594

流動負債合計 34,184 13.0 37,582 13.6 34,851 12.9 2,731

Ⅱ　固定負債

１．退職給付引当金 13,219 12,748 13,106 △358

２．その他 775 727 736 △9

固定負債合計 13,995 5.3 13,475 4.9 13,843 5.1 △367

負債合計 48,180 18.3 51,058 18.5 48,694 18.0 2,363

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

１．資本金 31,642 12.0 31,642 11.4 31,642 11.7 －

２．資本剰余金

資本準備金 26,854 26,854 26,854

資本剰余金合計 26,854 10.2 26,854 9.7 26,854 9.9 －

３．利益剰余金

(1）利益準備金 5,978 5,978 5,978

(2）その他利益剰余
金

退職給与積立金 800 800 800

配当準備積立金 1,138 1,138 1,138

固定資産圧縮積
立金

1,212 1,205 1,205

特別償却準備金 110 95 95

別途積立金 129,000 140,000 129,000

繰越利益剰余金 12,611 12,465 19,059

利益剰余金合計 150,850 57.2 161,683 58.4 157,276 58.0 4,406

４．自己株式 △420 △0.1 △440 △0.1 △433 △0.2 △6

株主資本合計 208,927 79.3 219,739 79.4 215,339 79.4 4,399

Ⅱ　評価・換算差額等

１．その他有価証券評
価差額金

6,398 2.4 5,828 2.1 7,175 2.6 △1,347

評価・換算差額等合
計

6,398 2.4 5,828 2.1 7,175 2.6 △1,347

純資産合計 215,325 81.7 225,567 81.5 222,515 82.0 3,052

負債純資産合計 263,506 100.0 276,625 100.0 271,209 100.0 5,416
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(2) 中間損益計算書

第68期中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

第69期中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前年同期
比増減額

第68期事業年度の要約損益計算書
（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（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額
(百万円)

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　作業収入 97,377 100.0 102,096 100.0 4,718 195,712 100.0

Ⅱ　作業原価 79,917 82.1 84,007 82.3 4,089 160,936 82.2

作業総利益 17,460 17.9 18,089 17.7 628 34,775 17.8

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

6,936 7.1 6,861 6.7 △75 13,842 7.1

営業利益 10,523 10.8 11,227 11.0 704 20,933 10.7

Ⅳ　営業外収益 ※１ 749 0.8 868 0.8 119 1,463 0.7

Ⅴ　営業外費用 5 0.0 13 0.0 8 8 0.0

経常利益 11,267 11.6 12,082 11.8 815 22,388 11.4

Ⅵ　特別利益 31 0.0 3,248 3.2 3,216 72 0.0

Ⅶ　特別損失  87 0.1 3,536 3.4 3,449 279 0.1

税引前中間
（当期）純利
益

11,211 11.5 11,794 11.6 582 22,181 11.3

法人税、住民
税及び事業税

4,594 4,561 9,108

法人税等調整
額

24 4,618 4.7 228 4,789 4.7 170 54 9,162 4.6

中間（当期）
純利益

6,592 6.8 7,005 6.9 412 13,018 6.7
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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18年４月１日 至 平成18年９月30日）

 

株主資本 評価・換算差額等

 純資産
合計資本金

資本
剰余金

利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

その他有
価証券評
価差額金

評価・換
算差額等
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

平成18年３月31日　残高
              　（百万円）

31,642 26,854 5,978 140,685 146,663 △411 204,748 7,347 7,347 212,096

中間会計期間中の変動額           

固定資産圧縮積立金の積立
(注)

    －  －   －

固定資産圧縮積立金の取崩
(注)

    －  －   －

特別償却準備金の積立(注)     －  －   －

特別償却準備金の取崩(注)     －  －   －

別途積立金の積立(注)     －  －   －

剰余金の配当(注)    △2,325 △2,325  △2,325   △2,325

取締役賞与(注)    △80 △80  △80   △80

中間純利益    6,592 6,592  6,592   6,592

自己株式の取得      △9 △9   △9

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

       △948 △948 △948

中間会計期間中の変動額合計
             　（百万円）

－ － － 4,187 4,187 △9 4,178 △948 △948 3,229

平成18年９月30日　残高
            　 （百万円）

31,642 26,854 5,978 144,872 150,850 △420 208,927 6,398 6,398 215,325

(注)平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目である。

 (その他利益剰余金の内訳）

 
 

その他利益剰余金 その他
利益
剰余金
合計

退職
給与
積立金

配当
準備
積立金

固定
資産
圧縮
積立金

特別
償却
準備金

別途
積立金

繰越
利益
剰余金

平成18年３月31日　残高
             　（百万円）

800 1,138 1,120 129 120,000 17,497 140,685

中間会計期間中の変動額        

固定資産圧縮積立金の積立
(注)

  124   △124 －

固定資産圧縮積立金の取崩
(注)

  △31   31 －

特別償却準備金の積立(注)    12  △12 －

特別償却準備金の取崩(注)    △31  31 －

別途積立金の積立(注)     9,000 △9,000 －

剰余金の配当(注)      △2,325 △2,325

取締役賞与(注)      △80 △80

中間純利益      6,592 6,592

自己株式の取得        

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）

－ － 92 △18 9,000 △4,886 4,187

平成18年９月30日　残高
          　   （百万円）

800 1,138 1,212 110 129,000 12,611 144,872

(注)平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目である。
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当中間会計期間 （自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日）

 

株主資本 評価・換算差額等

 純資産
合計資本金

資本
剰余金

利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

その他有
価証券評
価差額金

評価・換
算差額等
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

平成19年３月31日　残高
              　（百万円）

31,642 26,854 5,978 151,298 157,276 △433 215,339 7,175 7,175 222,515

中間会計期間中の変動額           

別途積立金の積立    － －  －   －

剰余金の配当    △2,598 △2,598  △2,598   △2,598

中間純利益    7,005 7,005  7,005   7,005

自己株式の取得      △6 △6   △6

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

       △1,347 △1,347 △1,347

中間会計期間中の変動額合計
             　（百万円）

－ － － 4,406 4,406 △6 4,399 △1,347 △1,347 3,052

平成19年９月30日　残高
            　 （百万円）

31,642 26,854 5,978 155,705 161,683 △440 219,739 5,828 5,828 225,567

 

 (その他利益剰余金の内訳）

 
 

その他利益剰余金 その他
利益
剰余金
合計

退職
給与
積立金

配当
準備
積立金

固定
資産
圧縮
積立金

特別
償却
準備金

別途
積立金

繰越
利益
剰余金

平成19年３月31日　残高
             　（百万円）

800 1,138 1,205 95 129,000 19,059 151,298

中間会計期間中の変動額        

別途積立金の積立     11,000 △11,000 －

剰余金の配当      △2,598 △2,598

中間純利益      7,005 7,005

自己株式の取得        

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）

－ － － － 11,000 △6,593 4,406

平成19年９月30日　残高
          　   （百万円）

800 1,138 1,205 95 140,000 12,465 155,705
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前事業年度の株主資本等変動計算書 （自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）

 

株主資本 評価・換算差額等

 純資産
合計資本金

資本
剰余金

利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

その他有
価証券評
価差額金

評価・換
算差額等
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

平成18年３月31日　残高
              　（百万円）

31,642 26,854 5,978 140,685 146,663 △411 204,748 7,347 7,347 212,096

事業年度中の変動額           

固定資産圧縮積立金の積立
(注)

    －  －   －

固定資産圧縮積立金の積立     －  －   －

固定資産圧縮積立金の取崩
(注)

    －  －   －

固定資産圧縮積立金の取崩     －  －   －

特別償却準備金の積立(注)     －  －   －

特別償却準備金の積立     －  －   －

特別償却準備金の取崩(注)     －  －   －

特別償却準備金の取崩     －  －   －

別途積立金の積立(注)     －  －   －

剰余金の配当(注)    △2,325 △2,325  △2,325   △2,325

取締役賞与(注)    △80 △80  △80   △80

当期純利益    13,018 13,018  13,018   13,018

自己株式の取得      △22 △22   △22

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

       △171 △171 △171

事業年度中の変動額合計
             　（百万円）

－ － － 10,613 10,613 △22 10,590 △171 △171 10,419

平成19年３月31日　残高
            　 （百万円）

31,642 26,854 5,978 151,298 157,276 △433 215,339 7,175 7,175 222,515

(注)平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目である。

 (その他利益剰余金の内訳）

 
 

その他利益剰余金 その他
利益
剰余金
合計

退職
給与
積立金

配当
準備
積立金

固定
資産
圧縮
積立金

特別
償却
準備金

別途
積立金

繰越
利益
剰余金

平成18年３月31日　残高
             　（百万円）

800 1,138 1,120 129 120,000 17,497 140,685

事業年度中の変動額        

固定資産圧縮積立金の積立
(注)

  124   △124 －

固定資産圧縮積立金の積立   25   △25 －

固定資産圧縮積立金の取崩
(注)

  △31   31 －

固定資産圧縮積立金の取崩   △31   31 －

特別償却準備金の積立(注)    12  △12 －

特別償却準備金の積立    15  △15 －

特別償却準備金の取崩(注)    △31  31 －

特別償却準備金の取崩    △31  31 －

別途積立金の積立(注)     9,000 △9,000 －

剰余金の配当(注)      △2,325 △2,325

取締役賞与(注)      △80 △80

当期純利益      13,018 13,018

自己株式の取得        

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）

－ － 85 △34 9,000 1,562 10,613

平成19年３月31日　残高
          　   （百万円）

800 1,138 1,205 95 129,000 19,059 151,298

(注)平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目である。
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
第68期中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

第69期中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

第68期事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．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

(1）有価証券

満期保有目的の債券

…　　 同左

(1）有価証券

満期保有目的の債券

…　　 同左

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）

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）

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

時価のないもの

…　　 同左

(2）たな卸資産

未成工事支出金

…個別法による原価法

(2）たな卸資産

未成工事支出金

…　　 同左

(2）たな卸資産

未成工事支出金

…　　 同左

貯蔵品

…最終仕入原価法による原価

法

貯蔵品

…　　 同左

貯蔵品

…　　 同左

２．固定資産の減価償却の

方法

(1）有形固定資産

建物（建物付属設備は除く）は

定額法、建物以外については賃

貸用荷役設備及び不動産賃貸事

業用資産は定額法、それ以外は

主として定率法によっている。

なお、主な耐用年数は以下のと

おりである。

建物及び構築物　　８～50年

機械装置及び運搬具

２～14年

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

同左

 ─────── （会計方針の変更）

法人税法の改正に伴い、当中間会計

期間より、平成19年４月１日以降に

取得した有形固定資産について、改

正後の法人税法に基づく減価償却の

方法に変更している。これにより、

営業利益、経常利益及び税引前中間

純利益はそれぞれ45百万円減少して

いる。

 ───────

 ─────── （追加情報）

法人税法の改正に伴い、平成19年３

月31日以前に取得した資産について

は、改正前の法人税法に基づく減価

償却の方法の適用により取得価額の

５％に到達した事業年度の翌事業年

度より、取得価額の５％相当額と備

忘価額との差額を５年間にわたり均

等償却し、減価償却費に含めて計上

している。これにより、営業利益、

経常利益及び税引前中間純利益は、

それぞれ203百万円減少している。

 ───────

(2）無形固定資産

…定額法

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

法によっている。

(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

…均等償却法

(3）長期前払費用

…　　　 同左

(3）長期前払費用

…　　　 同左
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項目
第68期中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

第69期中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

第68期事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

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

を計上している。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

(2）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

を計上している。

なお、数理計算上の差異は、そ

の発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（10

年）による定額法により、発生

の翌事業年度から費用処理する

こととしている。

(2）退職給付引当金

同左

(2）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、計上している。

なお、数理計算上の差異は、そ

の発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数による

定額法により、翌事業年度から

費用処理することとしている。

(3）役員退職慰労引当金 (3）     ─────── (3）役員退職慰労引当金

（追加情報）

当社は、従来、役員の退職慰労

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

いたが、平成18年６月29日開催

の定時株主総会終結の時をもっ

て役員退職慰労金制度を廃止し、

制度廃止日に在任していた役員

に対し、在任期間に対応する役

員退職慰労金を、各役員の退任

時に支給することを決議した。

これに伴い、役員退職慰労引当

金残高を取崩し、当該未払額を

固定負債の「その他」に計上し

ている。

（追加情報）

当社は、従来、役員の退職慰労

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

いたが、平成18年６月29日開催

の定時株主総会終結の時をもっ

て役員退職慰労金制度を廃止し、

制度廃止日に在任していた役員

に対し、在任期間に対応する役

員退職慰労金を、各役員の退任

時に支給することを決議した。

これに伴い、役員退職慰労引当

金残高を取崩し、当該未払額を

固定負債の「その他」に計上し

ている。

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

計処理によっている。

同左 同左

５．その他中間財務諸表

（財務諸表）作成のた

めの基本となる重要な

事項

消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は、税抜方

式によっている。

(1）消費税等の会計処理について

同左

消費税等の会計処理について

同左

  ─────── (2）中間会計期間に係る納付税額及

び法人税等調整額

当中間会計期間に係る納付税額

及び法人税等調整額は、当会計

年度において予定している圧縮

積立金及び特別償却準備金の積

立て及び取崩しを前提として、

当中間会計期間に係る金額を計

算している。

 ───────
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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

項目
第68期中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

第69期中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

第68期事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準

当中間会計期間より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準 第５号 平成17

年12月９日）及び「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」（企業会計基準適用指

針 第８号 平成17年12月９日）を適

用している。

なお、従来の「資本の部」の合計に

相当する金額は、215,325百万円であ

る。

中間財務諸表等規則の改正により、

当中間会計期間における中間貸借対

照表の純資産の部については、改正

後の中間財務諸表等規則により作成

している。

―――――――― 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）及び「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準等の適

用指針」（企業会計基準適用指針 

第８号 平成17年12月９日）を適用

している。

なお、従来の「資本の部」の合計に

相当する金額は、222,515百万円であ

る。

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いる。

表示方法の変更

項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

中間貸借対照表 流動資産の「その他」に含めて表示していた「短期貸

付金」については、総資産の総額の100分の５を超え

たため、当中間会計期間より区分掲記することとした。

なお、前中間会計期間の「短期貸付金」は11,860百万

円である。

───────
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

項目
第68期中間会計期間末
（平成18年９月30日）

第69期中間会計期間末
（平成19年９月30日）

第68期事業年度末
（平成19年３月31日）

※１．有形固定資産の減

価償却累計額
147,762百万円   156,314百万円    152,082百万円

　２．偶発債務

保証債務

下記会社等の金融機関等借入金及び設

備リース債務について保証している。

下記会社の金融機関等借入金について

保証している。

下記会社の金融機関等借入金について

保証している。

百万円

㈱ワールド流通センター 2,382

㈱神戸港国際流通センター 1,992

飛島コンテナ埠頭㈱ 675

青海流通センター㈱ 275

大阪港総合流通センター㈱ 209

名古屋港国際総合流通セン

ター㈱
63

阪神サイロ㈱ 57

THAI LOGISTICS SERVICE 

CO.,LTD.
2

LIMA LOGISTICS SERVICE, 

INC.
1

計 5,661

百万円

㈱神戸港国際流通センター 2,688

㈱ワールド流通センター 2,112

飛島コンテナ埠頭㈱ 856

青海流通センター㈱ 258

大阪港総合流通センター㈱ 188

阪神サイロ㈱ 120

LIMA LOGISTICS SERVICE, 

INC.
2

名古屋港国際総合流通セン

ター㈱
1

計 6,228

百万円

㈱神戸港国際流通センター 2,817

㈱ワールド流通センター 2,236

飛島コンテナ埠頭㈱ 648

青海流通センター㈱ 266

大阪港総合流通センター㈱ 195

阪神サイロ㈱ 89

名古屋港国際総合流通セン

ター㈱
25

THAI LOGISTICS SERVICE 

CO.,LTD.
6

LIMA LOGISTICS SERVICE, 

INC.
2

計 6,287

　３．受取手形裏書譲渡

高
401百万円 351百万円 398百万円

※４．中間会計期間（事

業年度）末日の満

期手形

中間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す

る方法によっている。

なお、当中間会計期間の末日が金融機

関の休日であったため、下記の中間期

末日満期手形が当中間期末残高に含ま

れている。

　受取手形　　　　　　143百万円

受取手形裏書譲渡高　104百万円

中間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す

る方法によっている。

なお、当中間会計期間の末日が金融機

関の休日であったため、下記の中間期

末日満期手形が当中間期末残高に含ま

れている。

　受取手形　　　　　　166百万円

受取手形裏書譲渡高　 31百万円

事業年度末日の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

理する方法によっている。

なお、当事業年度の末日が金融機関の

休日であったため、下記の当事業年度

末日満期手形が当事業年度末残高に含

まれている。

　受取手形　　　　　　117百万円

受取手形裏書譲渡高　122百万円

（中間損益計算書関係）

項目
第68期中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

第69期中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

第68期事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１．営業外収益の主

要項目

百万円

受取利息 45

百万円

受取利息 60

百万円

受取利息 94

　２．減価償却実施額 百万円

有形固定資産 4,318

無形固定資産 25

百万円

有形固定資産 4,773

無形固定資産 26

百万円

有形固定資産 9,107

無形固定資産 51
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（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（千株）

当中間会計期間増加株
式数（千株）

当中間会計期間減少株
式数（千株）

当中間会計期間末株式
数（千株）

普通株式（注） 790 10 － 800

合計 790 10 － 800

(注)普通株式の自己株式の株式数の増加10千株は、単元未満株式の買取りによるものである。

当中間会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（千株）

当中間会計期間増加株
式数（千株）

当中間会計期間減少株
式数（千株）

当中間会計期間末株式
数（千株）

普通株式（注） 813 6 － 819

合計 813 6 － 819

(注)普通株式の自己株式の株式数の増加6千株は、単元未満株式の買取りによるものである。

前事業年度（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
（千株）

当事業年度増加株式数
（千株）

当事業年度減少株式数
（千株）

当事業年度末株式数
（千株）

普通株式（注） 790 22 ― 813

合計 790 22 ― 813

(注)普通株式の自己株式の株式数の増加22千株は、単元未満株式の買取りによるものである。
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（リース取引関係）

＜借主側＞

項目
第68期中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

第69期中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

第68期事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31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

に係る注記

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)

工具、器具
及び備品

558 344 214

その他 278 208 69

合計 836 553 283

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)

工具、器具
及び備品

472 334 137

その他 166 130 35

合計 638 465 173

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)

工具、器具
及び備品

558 384 174

その他 278 227 50

合計 836 611 224

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

百万円

１年内 105

１年超 178

合計 283

百万円

１年内 95

１年超 78

合計 173

百万円

１年内 102

１年超 122

合計 224

（注）取得価額相当額及び未経過リー

ス料中間期末残高相当額は、未

経過リース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残高等に

占める割合が低いため、支払利

子込み法により算定している。

（注）　　　　同左 （注）取得価額相当額及び未経過リー

ス料期末残高相当額は、支払利

子込み法により算定している。

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

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

百万円

支払リース料 66

減価償却費相当額 66

百万円

支払リース料 51

減価償却費相当額 51

百万円

支払リース料 124

減価償却費相当額 124

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い

る。

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

 

 

 (減損損失について)

リース資産に配分された減損損失

はない。 

(減損損失について)

リース資産に配分された減損損失

はない。 

（有価証券関係）

　前中間会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）、当中間会計期間（自平成19年４月１日　至平

成19年９月30日）及び前事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）のいずれにおいても子会社株式

及び関連会社株式で時価のあるものはない。

（１株当たり情報）

　中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略している。

（重要な後発事象）

　該当事項はない。
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